広報あたみ No.722 4月 10日発行

◆今月の主な内容◆
熱海市制施行80周年 ･･････････････････････ ２
平成29年度施政方針・予算の概要･･･････････ ６
市ホームページがリニューアルしました
（広報あたみID検索ができるようになりました）･･ 12

80人の笑顔で、80周年をお祝い！
今年の４月10日で、熱海市は市制施行80周年を迎えました。それをお祝い
するために、１歳から80歳までの市民の皆さん80人の笑顔で表紙を飾りまし
た。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました！

平成29年４月10日

熱海市制施行80周年
問い合わせ

ID 1004235

熱海市長

齊藤
栄

利勝

熱海市議会議長

杉山

熱海市が市制施行80周年を迎えました
こと、心よりお祝いを申し上げます。ま
た、この大きな節目を市民の皆様ととも
に迎えることができましたことに、深く
感激いたす次第であります。
本市は、昭和12年４月10日に熱海町と
多賀村の合併により誕生し、その後、昭
和32年に網代町との合併を経て、現在の
姿となりました。
これまでの80年間、本市は大自然から
与えられた温泉という恵みにより、全国
に名の知れた一大温泉観光地として発展
してまいりました。
しかしながら、この間、太平洋戦争、
熱海大火など多くの苦難がありました。
これらの苦難を先人の方々が乗り越え、
克服し、現在の発展があることを忘れて
はなりません。改めて、先人の方々の
並々ならぬ努力に対しまして、衷心より
敬意と感謝を申し上げます。
現代の日本は、少子化・高齢化、情報
化、国際化が急速に進展しており、本市
においても、人口減少や少子化・高齢化
が喫緊の課題であります。このような中
で、市民の皆様がこれからも安心して暮
らすことが出来るよう、子育て施策、高
齢者施策など、福祉施策のより一層の充
実が求められております。
市議会といたしましても、本市の未来
が輝かしく、希望あるものとなりますよ
う、議員一同、自らの研鑽を深めて、郷
土熱海のより一層の発展ため、全力を尽
くしてまいることをお誓い申し上げます。
結びに、熱海市の益々の発展と、市民
の皆様のご健勝、ご多幸を心より祈念申
し上げまして、ごあいさつとさせていた
だきます。

企画室☎0557(86)6081

昭和12年４月10日に熱海町と多賀村が
合併し、熱海市が誕生しました。その後、
昭和32年に網代町との合併を経て、今年
市制施行80周年を迎えることとなりまし
た。
この間に、第二次世界大戦、熱海大火、
バブル経済の崩壊など幾多の困難を乗り
越えて本市の今日の発展があります。80
年の歴史を紡いでこられた多くの先人の
方々の努力に改めて感謝を申し上げると
ともに、市民の皆様とお祝いしたいと思
います。
市制80周年という節目は、今までの歴
史を振り返り、また、将来を展望する絶
好の機会です。熱海発展の歴史を振り
返ってみますと、政財界の要人の保養地
として発展した明治・大正の第一の成長
期、新婚旅行や社員旅行で賑わう観光地
として発展した昭和の第二の成長期があ
りました。そして今、先人の残してきた
ものを大切にしながら、現代に生きる
我々の新たな挑戦によって、「第三の成
長期」を形づくっていく時期を迎えてい
ます。「日本でナンバー１の温泉観光地
づくり」、「住まうまち熱海づくり」、
「市民のための市役所づくり」の３本柱
を基に、新しく生まれ変わる熱海「新生
熱海」の実現に向け、尽力してまいりま
す。
そして、後世にしっかりとバトンをつ
なげていくため、市民、産業界、行政が
一丸となって、本市の発展の礎を築いて
いくことが重要です。改めまして、皆様
のご支援とご協力を賜りますようお願い
申し上げ、ごあいさつとさせていただき
ます。
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はち まん やま

八幡山中腹より熱海市街を望む（昭和12年）

熱海

いま・むかし

上多賀高台より下多賀を望む（昭和12年）

熱海温泉誌

広報あたみ３月号でもお知らせした『市制施行八〇周年記念
熱海温泉誌』（発行：熱海市）が完成しました。
熱海の温泉の歴史を、項目テーマ別に幅広い分野の専門家や
研究者が紹介しています。熱海温泉郷の歴史、魅力と実力を知
る情報満載の１冊！
● 熱海市立図書館、全国の書店、Amazonなどで発売中
● 定価3,240円（税込）
● Ａ４判、オールカラー、384ページ
問い合わせ 熱海温泉誌作成実行委員会事務局☎0557(86)6408
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〜近代から現在まで〜
（保養地としての発展）

第一の成長期

明治４年

慶応３年
伊 豆 国・相 模 国 ７ 郡 で 足 柄 県 誕 生

大政奉還

国 鉄 熱 海 線 開 通 ︑熱 海 駅 が 現 在 地 に

関東大震災

丹那トンネル工事着工

熱 海 ︱ 小 田 原 間 ︑軽 便 鉄 道 開 通

尾 崎 紅 葉﹃ 金 色 夜 叉 ﹄連 載 開 始

熱 海 ︱ 小 田 原 間 ︑人 車 鉄 道 開 通

熱海村が熱海町となる

熱 海 ︱ 東 京 間 ︑日 本 初 の 公 衆 電 話 開 設

熱海御用邸竣工

茂木惣兵衛が梅園を造成

内 務 省・宮 内 省 が 噏 滊 館 開 設

︵ 伊 藤 博 文 ︑黒 田 清 隆 ︑井 上 馨 ︑五 代 友 厚 ほ か ︶

熱海古屋会談

︵ 大 隈 重 信 ︑伊 藤 博 文 ︑黒 田 清 隆 ︑井 上 馨 ︶

熱海富士屋会談

伊豆国は静岡県に合併

足柄県廃止
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熱海発展の歴史
年

年

年

年

年

昭和９年
昭和
昭和
昭和
昭和
昭和
年

年

年

年
年

年
年

熱 海 市 誕 生︵ 市 制 施 行 ︶

丹 那 ト ン ネ ル 開 通 ︑東 海 道 線 の 停 車 駅 に
熱 海 町・多 賀 村 合 併
初代熱海市役所庁舎完成
第二次世界大戦終戦
熱海大火
二代目の市庁舎開庁
熱 海 市 と 網 代 町 合 併 ︑現 在 の 熱 海 市 誕 生
東 海 道 新 幹 線 ︑新 幹 線 熱 海 駅 開 業
熱海サンビーチオープン
起雲閣オープン

年ぶりに全面改修

新生熱海中学校開校
三代目の市庁舎開庁
お 宮 緑 地﹁ ジ ャ カ ラ ン ダ 遊 歩 道 ﹂完 成
熱海駅舎が
市制施行

周年

初代熱 海市役 所庁舎

新熱 海 駅 舎・駅ビル

12
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25
28
32

熱 海市街 銀 座

初代お宮の松 にぎわい

新 幹線 開通当日の熱 海 駅

昭和
昭和
昭和
平成
平成

平成
平成
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９１
８０

第二の 成 長 期
第三 の成長期

39
61
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（ 観 光 地 と し ての発展）

（「新生 熱 海 」へ の 歩 み）

平成29年度

施政方針・予算の概要

この特集では、平成29年度の市政運営に対する基本的な考え方
である施政方針（抜粋）と予算・施策を紹介します。

平成

年度の重点施策

しっかりとバトンをつなげて
いくため︑市民︑産業界︑議
会︑行政が一丸となって︑本
市の持続的発展の礎をともに
築いていくことが重要です︒
改めまして︑市民︑産業界︑
そして議員の皆様のご理解と
ご協力をお願い申し上げます︒

新生熱海の実現に向け
﹁住まうまち熱海づくり﹂を加速し
市民が変化を実感できる１年に
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はじめに

周年の節目の年

今後︑２０１９年ラグビー
ワールドカップ︑２０２０年
東京オリンピック・パラリン

①当面の展望

日本でナンバー１の
温泉観光地づくり
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必要があります︒新生熱海の
実現に向け︑﹁住まうまち熱
海づくり﹂を加速し︑インフ
ラ整備などのハード面︑生活
満足度の向上などのソフト面
の両面で︑市民の皆様が変化
を実感できる１年となるよう
全力を尽くしていきます︒

市制施行

80

本年４月 日︑本市は市制
施行 周年を迎えます︒市制
周年という節目は︑これま
での熱海発展の歴史を振り返
り︑また︑将来を展望する絶
好の機会です︒気持ちを新た
に︑﹁新生熱海﹂の実現に向
け尽力していきます︒
そして︑後世の熱海市民に
80

﹁住まうまち熱海づくり﹂
を加速し︑市民が変化を
実感できる１年に
宿泊客数は３００万人を超
え︑まちの賑わいも増しつつ
ありますが︑他方で︑少子高
齢化の進展︑若年層の転出︑
人口減少という長期的傾向は
継続しています︒
この傾向に歯止めをかけ︑
持続的な発展の軌道に乗るた
め︑引き続き︑商業・観光振
興で原資を稼ぎながら︑子育
て・教育環境の充実や福祉の
向上を通じ︑市民の暮らしを
豊かにしていく﹁住まうまち
熱海づくり﹂を加速していく

80

秘書室☎0557(86)6062
問い合わせ

財政室☎0557(86)6133

市議会２月定例会で施政方針を述べる齊藤市長

市民のため市役所づくり

♦コンビニ交付サービスの開始（H30年度）
（コンビニで住民票、戸籍、税証明が取得可能）
◆市議会・行政の情報公開の強化
（市議会インターネット議会中継システム導入）162万円
◆職員の意識と能力の向上（先進地視察研修）300万円
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ピックの開催︑また︑伊豆半
島ジオパークの世界認定への
再挑戦︑ＪＲデスティネー
ションキャンペーンの誘致な
ど︑周辺市町や静岡県と連携
しながら︑国内外に観光地熱
海を発信するという貴重な機
会を迎えようとしています︒
これらの機会を積極的に活
用しつつ︑熱海にかかわる全
ての方々の協力を得て︑シ
ティプロモーション︑観光ま
ちづくりに取り組み︑本市の
観光を更なる高みへと押し上
げていきます︒

②来遊客の満足度向上
今︑熱海はここ十数年来で
最も多くの観光客をお迎えし
ており︑まさに今が何度も訪
れていただける熱海ファンを
獲得する好機です︒そのため
には︑まち一丸となって︑観
光コンテンツやおもてなしの
心を磨くとともに︑マーケ
ティングに基づくプロモー
ションを行い︑来遊客の満足
度の向上を図っていく必要が
あります︒
市民の皆様や産業界と行政
が役割分担をしつつ︑しっか
りと連携を図ることを基本と

して︑シティプロモーション
と観光まちづくりを同時に推
進していきます︒
観光ブランド・プロモー
ション事業につきましては︑
特に﹁食の魅力アップ﹂︑
﹁夜の賑わいづくり﹂︑﹁イ
ンバウンドの推進﹂につなが
るプロモーションを強化し︑
滞在時間の延長︑観光消費額
の増加を図っていきます︒
また︑本年６月には︑ジャ
カランダサミットの開催を予
定しています︒サミットの本
市開催を契機に︑宮崎県日南
市︑長崎県雲仙市とともに世
界三大花木であるジャカラン
ダのプロモーションを強化し︑
熱海梅園の梅︑糸川のあたみ
桜に並ぶ熱海の魅力として発
信していきます︒
さらに︑近年のクルーズ客
船需要の高まりを踏まえ︑ク
ルーズ客船誘致を更に拡大す
るべく︑官民からなるクルー
ズ船誘致委員会を創設し︑誘
致活動を強化するとともに︑
クルーズ客船誘致を核とした
港湾エリア全体の将来像の調
査・検討に着手し︑港湾エリ
アの整備促進につなげていき
ます︒
本市におきましても訪日外

国人観光客は年々増加してお
り︑日本全体の目標値２０２
０年４千万人を見据えつつ︑
訪日外国人観光客の受入環境
整備を加速する必要がありま
す︒具体的には︑梅園などの
公共施設への無料公衆無線Ｌ
ＡＮ環境の整備︑民間施設が
実施する無料Ｗｉ Ｆ
― ｉス
ポットの整備︑飲食店におけ
るトイレの洋式化︑パンフ
レット・ホームページの多言
語化の充実などを推進してい
きます︒また︑高齢者︑障が
い者や訪日外国人など多様化
するお客様への対応力を高め
るユニバーサルマナー研修を
実施し︑産業界及び行政のホ
スピタリティの向上・満足度
の向上に努めていきます︒
熱海に存在する多くの別荘
を訪れる来遊客もまた日々訪
れる観光客と同様に本市の大
事なお客様です︒こうした別
荘等所有者のニーズをしっか
りと把握し︑適時に情報を発
信することを目的として︑熱
海型別荘コンシェルジュを創
設します︒別荘等所有者のた
めのワンストップサービスを
提供し︑熱海での滞在時の満
足度を高め︑来訪頻度の向上
を図っていきます︒
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市制施行80周年
観光ブランド・プロモーション
本年6月ジャカランダサミット開催

来誘客の満足度向上

◆観光ブランド・プロモーションの展開（食の魅力アップ、夜の賑わいづくり、インバウンドの推進） 1,825万円
◆ジャカランダサミットの開催 200万円
◆クルーズ船誘致委員会の創設、港湾エリアの将来ビジョンの調査検討（セールスなど 200万円、港湾調査 3,000万円）
◆観光施設への投資（海釣り施設更設計 200万円、香林亭耐震診断 100万円など）
◆外国人観光客の受入環境整備の推進（観光施設などFreeWi-Fi整備 300万円、
Wi-Fi整備等補助 550万円、飲食店洋式トイレ整備補助 500万円、多言語情報誌の更新）
◆ユニバーサルマナー研修の実施（高齢者、障がい者等対応研修 116万円）
◆熱海型別荘コンシェルジュの創設 500万円

クルーズ船誘致活動の強化
別荘コンシェルジュの創設（イメージ）
自伐型林業の推進

③経営支援の強化︑
新たな産業・働き方・
暮らし方の創造
本市では︑基幹産業である
観光関連産業を中心として人
手不足の状況が続いています︒
引き続き︑静岡労働局とも連
携しながら︑ミスマッチの解
消と人材の確保に向けた取り
組みを進めるとともに︑観光
関連産業におけるワークシェ
アリングなど︑働き方につい
ても検討していきます︒
現在︑地域経済活性化のた
め熱海商工会議所と連携して
取り組んでいる熱海市チャレ
ンジ応援センター︑Ａ ‐
ｂｉ
ｚ専属のアドバイザーを設置
するなどの機能強化を図り︑
本市の基幹産業である観光関
連産業を中心に経営支援を強
化していきます︒
同時に︑平成 年度から地
方創生加速化交付金を活用し
取り組んでいる創業支援︑地
域資源を活用するリノベー
ションまちづくりを引き続き
推進し︑新たなビジネスに取
り組みやすい環境の整備と若
年層を中心とした本市での創
業・地域への定着を支援して
28

いきます︒また︑この取り組
みの一環として︑本市の山林
という未活用の地域資源を活
用し︑新たな就労機会を創出
するとともに︑自然環境の保
護︑再生可能エネルギーへの
転換を促進するため︑自伐型
林業も推進していきます︒

住まうまち熱海づくり
①子育て・教育環境の充実
安心して子どもを産み育て
る環境の充実を図っていきま
す︒
具体的には︑専任の保健師
による相談窓口として︑保健
センター内に母子保健型子育
て世代包括支援センター﹁熱
海版ネウボラ﹂を創設します︒
これにより︑保健師が妊娠期
から出産︑小学校就学前まで
の様々な相談に応じる体制を
整備していきます︒加えて︑
助産師による出産や母乳・育
児に関する相談会を月に１度
開催するとともに︑生後２カ
月から５カ月までの第１子を
育児中の母親を対象に︑心理
相談員による育児の基本的な
知識を学ぶ教室を実施し︑妊
娠・出産及び子育てに関する

不安の軽減に努めていきます︒
また︑出産後の一定期間︑
家族等の支援を得ることが難
しく︑専門職による支援が必
要な母子を対象に︑産科医療
機関を利用した宿泊や日帰り
による支援を行っていきます︒
さらに︑市内のホテルなどに
おいて骨盤ケアや助産師の助
言を受けられる産後ケア事業
を試行的に実施していきます︒
これに加え︑不妊治療助成
制度を拡充し︑経済的負担の
軽減を図っていきます︒
次に︑認定こども園や専門
的な療育環境の整備など︑就
学前施設の充実を図っていき
ます︒
まず︑認定こども園につき
ましては︑施設の老朽化が課
題であった緑ガ丘幼稚園と小
嵐保育園への対応とともに︑
良質な就学前教育や利便性の
高い保育の双方を総合的に提
供するため︑幼保連携型認定
こども園の整備に向け検討を
進めてまいりました︒当初︑
来宮駅前駐車場用地を候補地
として検討しておりましたが︑
地域コミュニティの核である
学校施設との連携︑既存施設
を有効に活用する公共施設マ

経営支援の強化、新たな産業・働き方・暮らし方の創造

◆熱海市チャレンジ応援センター（A-biz）の経営支援機能の強化 1,800万円
◆創業支援とリノベーションまちづくりによる創業環境整備 1,714万円
◆自伐型林業の推進（担い手の養成など） 670万円
◆商工会議所の耐震化支援 1,500万円

安心して子どもを生み育てる環境の充実

◆熱海版ネウボラ（相談窓口）の創設、産前産後サポート、産後ケアなどの開始 199万円
◆不妊治療助成の拡充 349万円
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ネジメントの考え方などを踏
まえ︑小嵐保育園園舎及び第
二小学校の地階に設置する方
針で整備事業を進めていきま
す︒
具体的には︑小嵐保育園園
舎については︑園舎の耐震補
強及び大規模改修により︑０
歳から２歳児の保育を行い︑
第二小学校の地階については
３歳から５歳児の保育を行い
ます︒平成 年度に園舎など
の耐震設計及び基本設計︑実
施設計を予定し︑これらの詳
細設計が完了した後に改修工
事を進め︑平成 年度中頃を
完成の目途として事業を進め
ていきます︒
就学前の発達に課題や遅れ
の不安を持つ子どもの専門的
な療育環境の提供を目的とし
た﹁ＩＰＰＯあじろ園﹂は︑
昨年２月のオープン時から利
用者が大幅に増加しておりま
す︒今後も利用者の増加が見
込まれることから︑新たに保
育室を整備するとともに︑発
達に課題や遅れの不安を持つ
子の保護者への相談支援を強
化していきます︒
次に︑学校施設の修繕に重
点的に投資していきます︒
まず︑雨漏りのひどい初島
小中学校校舎屋根及び外壁の
改修︑多賀小学校校舎及び多
賀中学校校舎の屋上防水改修
並びに泉幼稚園園舎の外壁改
修を行っていきます︒今後も
﹁学校施設の適正規模・適正
配置計画﹂も参考にしつつ︑
学校等施設の修繕を計画的に
進めていきます︒
放課後児童健全育成事業︑
いわゆる放課後児童クラブに
つきましては︑市内６箇所あ
る公設民営のクラブにおいて︑
平日 時までの預かり時間の
延長︑及び土曜日の預かりの
開始など事業の充実を図って
いきます︒なお︑時間延長・
土曜日開設に伴い︑預かり時
間に応じた利用料設定を導入
するとともに︑一部のクラブ
では利用料の負担増となる場
合が生じますが︑引き続き︑
事業の適正化や一層の充実を
図るべく努めていきます︒
さらに︑小学校での英語学
習の低年齢化にいち早く対応
していくとともに︑外国語教
育が本市の特色の一つとなる
よう︑ＡＬＴを２名増員し︑
７名体制とします︒これによ
り︑本市の保育園︑幼稚園︑
小学校︑中学校で︑ネイティ
ブによる効果的な英会話学習

就学前施設の充実

◆認定こども園の新設 6,156万円 ◆地方裁量型認定こども園開設 6,018万円
◆「IPPOあじろ園」療育事業の拡充 3,111万円

を更に進めていきます︒
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②高齢者・障がい者福祉
の向上

敬老大会につきましては︑
町内会や老人クラブが実施す
る敬老行事に際し︑その経費
を補助することを通じ︑各地
域における高齢者を敬い︑感
謝する活動を支援していきま
す︒
次に︑住み慣れた地域で安
心して暮らし続けることがで
きるよう熱海版地域包括ケア
を構築すべく検討に着手して
いきます︒平成 年度につき
ましては︑職員を中心にチー
ムを組織し︑地域をまわり︑
高齢者の生の声を集め︑生活
実態の把握︑ニーズや課題を
掘り起こすとともに︑支援の
あり方などについて関係者と
検討を重ねていきます︒
障がい者福祉につきまして
は︑市内の障がい者施設︑熱
海市ホテル旅館協同組合連合
会と協働して︑ホテル・旅館
の業務を障がい者が適応しや
すいよう最適化するとともに︑
働きたい障がい者とホテル・
旅館のマッチングを支援する
モデル事業を実施していきま

◆学校施設等大規模修繕
多賀小屋上防水 3,274万円（３カ年計画）、多賀中屋上防水 9,500万円
熱海中体育館外壁改修 1,179万円、初島小中屋根外壁修繕 1億2,895万円、泉幼屋根外壁修繕 1,208万円
◆放課後児童クラブの時間延長・土曜日開設実施 4,537万円 ◆ALT増員による外国語教育の強化 2,092万円

教育環境等の充実

創業・経営支援の強化
骨盤ケアなど産後ケア（イメージ）
認定こども園の新設〈H31年度中〉
（イメージ）

29

31

18

29

す︒このような取り組みを通
じ︑障がい者の働く機会の充
実を図っていきます︒

③公共サービス︑生活
インフラ等への投資
老朽化が進んだ公共施設の
改築・修繕等に積極的に取り
組み︑市民の利便性の向上や
安全・安心の確保に努めてい
きます︒
南熱海支所・消防署南熱海
出張所につきましては︑現在
地に津波への対策を講じたう
えで︑建て替えることを基本
として︑地域の行政水準の確
保と消防・防災の拠点として
の機能の維持に向けた整備を
進めていきます︒
故人とご家族︑会葬者の皆
様がともに過ごす大切な場で
あります火葬場につきまして
は︑建物の老朽化や利用者の
高齢化に対応した︑誰にでも
優しい施設となるよう︑１階
多目的室︑２階待合室など施
設の全面的なリニューアルを
実施していきます︒
消防団詰所は︑地域の消防・
防災拠点として重要な施設で
あります︒老朽化が著しく津
波浸水想定区域に立地してい

る初島消防団第９分団詰所に
つきましては平成 年度中の
竣工に向け建設を進めていき
ます︒また︑耐震性能の劣る
西部地区消防団第３分団詰所
につきましては︑新築移転に
向けた設計を実施するととも
に︑早期竣工に向けて事業を
進めていきます︒
津波避難路の整備も進めて
いきます︒現在︑第４次地震
被害想定を踏まえ︑津波対策
協議会が各地域で開催されて
います︒避難路を含むソフト
対策の本格的な整備は︑協議
会の結論を踏まえつつ実施し
ていきますが︑平成 年度は︑
網代地区等について先行的に
避難路の整備を実施していき
ます︒
最後に︑熱海フォーラム整
備事業についてです︒﹁世代
を超えて市民が集う場﹂とし
ての熱海フォーラムを整備し
たいという想いは︑当初から
全く変わっておりません︒他
方で︑より優先的に取り組む
べき課題が山積していること
が公共施設等総合管理計画の
策定過程において改めて明確
になったことも事実でありま
す︒こうした点も踏まえ︑当
面︑子育て・教育環境の充実

のための施設整備等︑優先的
に取り組むべき課題へ集中的
に対応していきます︒それに
伴い︑熱海フォーラム整備事
業につきましては︑事業の推
進を一旦延期させていただき
たいと考えております︒今後︑
課題への取り組み状況等も踏
まえつつ︑改めて議会や市民
の皆様とともに︑市民が集う
場としての整備のあり方を検
討し︑東京オリンピック・パ
ラリンピック終了以降の着工
を目指してまいりたいと考え
ております︒
私は︑市政運営を担わせて
いただいた 年間で︑財政再
建を果たしつつ︑新市庁舎や
新生熱海中学校の建設等の大
型プロジェクトを実現してま
いりました︒熱海フォーラム
整備事業につきましても︑必
ず実現するべく︑努力してま
いりますので︑ご理解のほど
お願い申し上げます︒
熱海市長

ページをご覧ください︒

施政方針の全文をご覧にな
※
りたい人は︑熱海市ホーム
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29

29

IPPOあじろ園の拡充
放課後児童クラブの拡充
敬老会の開催支援

高齢者・障がい者福祉の向上

◆敬老会開催奨励金 300万円 ◆熱海版地域包括ケアの検討開始（高齢者実態把握調査）100万円
◆障がい者雇用の促進（ホテル・旅館就労モデル事業）391万円

公共サービス、生活インフラなどへの投資

◆南熱海支所・消防署出張所改築 2,808万円
◆火葬場施設リニューアル 1億3,000万円
◆エコ・プラント姫の沢の機能回復 7億4,150万円 ◆消防団第３分団詰所新設（設計） 466万円
◆消防団第９分団詰所新設（建設） 6,732万円
◆津波避難路の整備（避難路整備） 2,000万円
◆市単独道路改良などの促進 1億5,712万円（1億1,975万円増）
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消防団詰所の新設（第３分団・第９分団）

火葬場の全面リニューアル（イメージ）

平成29年度一般会計予算

南熱海支所・消防署南熱海出張所の改築

185億8,500万円

（平成28年度から4億9,700万円

歳出

その他
3,962万円
（0.3%）

公債費
16億8,411万円
（9.1%）

議会費・総務費
22億6,970万円
（12.2%）

県支出金
10億6,541万円
（5.8%）

市税
96億6,624万円
（52.0%）

国庫支出金
20億4,881万円
（11.0%）

民生費
61億7,971万円
（33.2%）

土木費
24億8,081万円
（13.3%）

地方交付税
9億円
（4.8%）

衛生費
26億1,103万円
（14.0%）

財産収入、
諸収入ほか
17億4,567万円
（9.5%）
繰越金
1億円
（0.5%）

観光商工費
5億5,448万円
（3.0%）
農林水産業費
1億6,355万円
（0.9%）

使用料・手数料
5億7,965万円
（3.1%）

予算額

国民健康保険事業特別会計
駐車場事業特別会計
離島初島簡易水道事業特別会計
介護保険事業特別会計
初島漁業集落排水処理事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計

◇公営企業会計予算
会計名

対前年度
伸率(％)

69億9,040万円

0.6

１億8,020万円

1.8

5,050万円

△ 8.2

46億5,470万円

2.6

3,730万円

14.8

6億7,200万円

△ 1.5

過去10年で蓄えた貯金で
「住まうまち熱海づくり」を加速
48.5億円

対前年度
伸率(％)

38.1億円

12.6億円

40.9億円

64億6,154万円（前年度比7.7％減）
予算額

〈市の貯金（基金）〉

財政運営

H18
年度末

H28
年度末

ゼロ
H18
年度末

H29
年度末見込

水道事業会計

29億5,910万円

△8.7

下水道事業会計

28億9,015万円

△6.9

「財政危機宣言」
（H18）の大きな
要因となった不良債務がゼロに

6億1,229万円

△6.1

〈公営企業会計の不良債務〉

温泉事業会計

歳入

125億8,510万円（前年度比1.2％増）

会計名

（注）表中の△印はマイナスを表します。
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その他
9億5,342万円
（5.1%）

市債
15億2,580万円
（8.2%）

消防費
8億1,955万円
教育費
（4.4%）
17億8,244万円
（9.6%）

◇特別会計予算

2 .7％の増額）

H29
年度

熱海
市の
誰にで 顔が一新
！
もわか
りやす
く！

市ホームページが

リニューアルしました！

誰にでもわかりやすく、利用しやすいホームページを目指し熱海市のホームページをリニューアルしま
した。ぜひ、皆さんご利用ください。
＊新しい URL に変更しましたのでご注意ください。

新ホームページ URL http://www.city.atami.lg.jp
問い合わせ

広報情報室☎0557(86)6070

ID 1001426

① 分類の見直し
利用者の皆さんが目的のページに少し
でも早くたどり着けるよう、全ページの
カテゴリの分類や配置を精査し、「グ
ローバルナビゲーション（ページを上部
の６つに分けたカテゴリ）」やライフイ
ベントごとに分けた「くらしの場面から
探す」のアイコンを設けました。

①

② 便利ショートカット
生活に密着したメニュー（施設案内、
ごみカレンダー、各種市民相談、イベン
トカレンダー、よくある質問）を展開
し、詳細情報に直接たどり着けるよう設
置しました。

①
③

③ 熱海市の魅力ページ
市やホームページに対して興味や親し
みをもってもらえるよう、市の魅力ペー
ジを掲載。市の政策トピックスや開花情
報、フォトライブラリー、熱海が放映さ
れる番組のオンエア情報、ロケ地ファイ
ル情報などを発信しています。

②
③

④ 広報あたみＩＤ検索
広報誌「広報あたみ４月号」から記事
にＩＤ（ページ番号）が記載されていま
す。ホームページ上でそのＩＤを入力す
ると内容がダイレクトで表示されます。

④

⑤ スマホ版・携帯電話版ページ
スマートフォン（スマホ）、携帯電話に対応します。
スマホ版ページは、画面を指で操作しやすいようアイコ
ンの間隔を拡げ、アイコンを大きく表示します。
携帯電話版ページは、アクセスする端末の通信速度を
想定し、文字のみのページです。

⑤
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図書館を交流の場にしてみませんか♪

問い合わせ

図書館☎0557(86)6591

お子さんの声を気にせずに本を読んだり、お母さん同士や家族同士の情報交換や交流を
したりする場として、児童室を開放しています。
子育てサークルや幼稚園・保育園の皆さんの利用も大歓迎です！
この機会に、ぜひ「図書館デビュー」をして楽しい時間を過ごしましょう！
実施日：平日（土・日・祝日、小中学校の春・夏・冬休みを除く）
時

間：午前９時〜午後５時（児童室開館時間）

場

所：図書館

５階児童室

☆軽飲食をする場合、和室や５階会議室が空いていれば開放しますので、お声がけください。

「親子でちょこっと英会話」♪♪
会話ができる児童室では、子育て支援団体「あたみ子育てコミュニティ〜warmy〜
ウォーミー」が主催のお母さんとお子さんが英語に触れられる『親子でちょこっと英会
話』が開催されています。予約や申込は不要ですので、お気軽にご参加ください！
開催予定日：５月18日、６月１日・15日、７月６日・20日、９月21日、10月５日・
19日、11月２日・16日、12月７日・21日、１月18日、２月１日、
３月１日・15日（いずれも第1・3木曜日） ＊場合により開催日の変更が
あります。
時

間：午前10時〜10時30分

あたみ子育てコミュニティ〜warmy〜ウォーミーは、親子で楽しむイベントや企画、子
育ての情報発信をしています！ 一緒に「熱海で子育て♪」を楽しみませんか？図書館のホー
ムページやフェイスブックからウォーミーの活動が見られます！

F
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acebook

あたみ子育てコミュニティ〜warmy〜ウォーミー
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大好きな電車がいっぱい！

３月11日・12日、いきいきプラザで「春の鉄道展」が行われ
ました。会場には大勢の子どもたちや家族連れが訪れ、鉄道模
型やジオラマに見入っていました。

絶景！さくらの名所散策路「四季の道」

３月16日、伊豆多賀駅、熱海高校間に完成した「さくらの名所散策路」の開通式が行われました。熱海高校内
で募集し決定した愛称は「四季の道」。散策路から見える景色はまさに絶景で、桜はもちろんですが、四季を通
して自然を感じられる道になると期待できます！

３年間の思い出を胸に

３月17日、多賀中学校にて卒業式が行われ
ました。檀上で、一人ずつ卒業証書を受け取
り、中学校生活での思い出を背に、それぞれ
の進路に向け旅立ちました！

広報あたみ 2017.4
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３月16日、長浜海浜公園にて「海の冒険」をテーマにし
た大型複合遊具の完成式を行いました。完成を喜び、多く
の子どもたちがそれぞれの遊具で楽しんでいました。

長浜海浜公園に大型複合遊具が完成！

３月12日、沼津市で開催された「かのが
わＶiewLineリレーラン2017」に熱海市中
部地区駅伝チーム２チームが出場し、見事
優勝・14位の成績を収めました。チーム
ワークが良かったこと、楽しく走れたこと
などを市長に報告しました。

楽しく走れました！

齊藤

桜の名所散策路が完成！

熱海市長

栄

毎月第１水曜日午後２時〜３時、FM熱海湯河原(79.6MHz)で放送中！

齊藤市長 本音トーク
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３月 日︑熱海高校の通学路となる
﹁桜の名所散策路﹂がついに開通しまし
た︒用地取得が難航し︑完成が危ぶまれ
た時期もありましたが︑ 年越しの工事
がようやく完成しました︒これまでご協
力いただいた多くの関係者の皆様に︑心
から感謝を申し上げます︒
当日は晴天のもと開通式典が行われ︑
多くの来賓にお越しいただきました︒そ
して熱海高校の生徒約１７０人とともに
散策路を歩きましたが︑高校生たちのう
れしそうな顔が印象的でした︒ある女子
学生は﹁伊豆多賀駅から歩く時間が半分
になりました﹂と喜んでいました︒生徒
会長からは﹁四季の道﹂という愛称の発
表がありました︒﹁四季を通じて高校生
活を彩ってくれる﹂という思いから名付
けたそうです︒
私は︑熱海高校は熱海市の将来を担う
人材を育成・輩出する重要な高等教育機
関だと考えています︒熱海高校に入学し︑
希望すれば必ず地元に就職ができるよう
になれば︑若年層の地元定着につながり︑
ひいては熱海市の人口減少に歯止めがか
けられると考えています︒
散策路からの眺めは﹁絶景﹂そのもの
です︒高台から多賀湾︑そして初島を望
むことができます︒また︑あたみ桜を中
心に植栽を行っており︑桜の季節には多
くの観光客が訪れることでしょう︒この
散策路が熱海高校の魅力をさらに高める
とともに︑南熱海そして熱海市の発展に
寄与していくことを期待しています︒
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住宅・店舗リフォーム工事の
助成金交付について

後期高齢者医療保険料の軽減見直しについて
保険年金室☎0557(86)6257

熱海商工会議所☎0557(81)9251

熱海市内の施工業者を利用して、
住宅・店舗などをリフォーム工事
する場合に、助成金を交付します。
ただし、助成対象者は市税などに
未納のないことが条件です。
対象工事：熱海市内に不動産登
記されている住宅・店舗・事務所
などを所有する人が行うリフォー
ム工事。または熱海市内に店舗・
事務所などを賃借する人が賃貸人
の承諾を得て行うリフォーム工事。
※申請は１軒について１回限り、
平成30年１月末までに工事を完
了すること。
助成内容：消費税を除く10万円
以上のリフォーム工事費の10％
(限度額10万円)。ただし、申請
前に着工した工事は対象外です。
また設備の購入費用が大半をしめ
るリフォーム工事など、一部対象
とならないものもありますのでご
注意ください。
申請期間：
第１次４月17日(月)〜21日(金)
第２次７月３日(月)〜７日(金)
※応募多数の場合は抽選となりま
す。また、予算に達しない場合は
予算終了まで延長します。

検索

熱海商工会議所

対象者

改正前

前年の基礎控除後の
総所得金額などが
58万円以下の人

〜平成28年度

平成29年度

平成30年度〜

5割軽減

2割軽減

軽減なし

改正後

均等割保険料
対象者

改正前

後期高齢者制度に加入す
る前日まで社会保険など
の被扶養者だった人

〜平成28年度

平成29年度

平成30年度〜

9割軽減

7割軽減

5割軽減

熱海市ふるさとハローワークについて

熱海市ふるさとハローワーク☎0557(82)8655

熱海市ふるさとハローワークでは、職業相談や求人情報の提供
などを行っておりますので、ぜひ、ご利用ください。
場所：県熱海総合庁舎２階
時間：午前９時30分〜午後５時（土・日・祝日を除く）

毎年５月は消費者月間です

行動しよう

ID 1004298

熱海市では、毎月第１日曜日を
「全市一斉清掃デー」と定めてい
ます。
自宅周辺、道路、河川などの清
掃を積極的に実施し、住みやすい
環境を保ちましょう。

消費者の未来へ

自動車税の納期限は、5月31日(水)です
納期限までに納めましょう！
静岡県熱海財務事務所☎0557(82)9061

2月末の人口
口

ID 1004214

高齢者などを狙った悪徳商法や架空請求などの被害が後を絶ち
ません。悪徳商法の手口に関する情報を広く共有し、注意を呼び
かけることが被害防止に役立ちます。ぜひ情報をお寄せください。

環境センター☎0557(82)1153

男
女

改正後

※その他の保険料軽減措置は継続されます。

今年のテーマ

人

1000682

後期高齢者医療保険料の軽減について、平成29年度より下記の
とおり変更されることとなりました。
保険料は世帯の所得水準などに応じて軽減されます。制度の持
続性を高め、負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める
観点から、見直しを行ったものです。保険料決定通知は８月中旬
に発送予定です。
【保険料の軽減特例の見直し】
制度発足当時より特例的に実施されていた保険料軽減について、
軽減割合が引き下げられました。
所得割保険料

市民協働推進室☎0557(86)6197

全市一斉清掃デー

統計情報

ID

37,597 人
16,996 人
20,601 人

世帯数
21,313 世帯
人口前月比
66人減

2月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,396
約 301
約1,697
105.6

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,612 ㌘
全 国
約 947 ㌘
全国は26年度平均データ
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あたみ図書館くらぶで
本と仲良くなろう
図書館☎0557(86)6591

あたみ図書館くらぶでは、毎月
１回「ブックトーク」を行い、小
学生を対象に楽しい本をたくさん
紹介しています。図書館探検や百
人一首などのスペシャル会もあり
ます。
今年度１回目は、説明会を兼ね
てミニ・ブックトークを開催しま
す。申し込みは不要で、無料とな
っていますので親子でお気軽にご
参加ください。
日時：５月27日(土)午前10時
30分〜11時30分
場所：図書館５階
その他：図書館利用者カードをお
持ちの人は、忘れずに持参してく
ださい。
☆あたみ図書館くらぶは、月１回
（第４または第３土曜日午前10
時30分〜11時30分）開催して
います。随時、会員を募集してい
ますので、ぜひご参加ください。

春季ハッピートリム教室の
参加者を募集します
スポーツ推進室☎0557(86)6603
ID 1004260

体力向上、健康増進のため、市
民を対象に体操教室を開催します。
内容：リズムムーヴメント・ス
トレッチングなど
講師：山田たつ子・横川さだみ
場所・日時：
南熱海マリンホール

５/９・16・23・30、６/６・13・20・
27の毎週火曜日８日間
午前10時〜11時30分
福祉センター体育室
５/11・18・25、６/１・８・15・22・
29の毎週木曜日８日間
【前半】午前９時30分〜11時
【後半】午前11時〜12時30分
定員：南熱海マリンホールは人
数制限なし。福祉センターに限り
前半・後半各40人
参加費：1,000円(保険料含む)
持ち物：体操ができる服装、上
履き、タオルなど
申込方法：電話またはメール
申込期限：４月28日(金)
メールアドレス：
sports@city.atami.shizuoka.jp

普通救命講習の受講者を
募集します
消防署救急係☎0557(86)6605
ID 1000523

市民、市内企業、団体を対象に
心肺蘇生法やＡＥＤの取り扱いな
どの救命講習会を実施します。突
然のけがや病気に備えて、家庭や
職場で応急手当や救命措置を行え
るよう丁寧に指導しますので、ぜ
ひご参加ください。
講習日：５月17日（水）
場所：第３庁舎１階会議室
時間：午前９時30分〜12時30分
対象：中学生以上の市内在住・
在勤・在学者
定員：30人（先着順）
※申込方法などの詳細はお問い合
わせください。
下記の部分はお店・企業の広告枠です。
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「大人の食育セミナー」の
受講生を募集します
健康づくり室☎0557(86)6294
ID 1001151

「健康」をテーマに、料理教室
と講座を組み合わせ、難しい栄養
学を楽しく学ぶ教室を開催します。
受講期間：６月〜平成30年３月
（全10回、毎月第１水曜日また
は第２水曜日）
場所：いきいきプラザ４階
時間：午前10時〜午後１時30分
講師：市管理栄養士ほか
参加条件：全10回の講座の半分
以上出席が出来る人
参加費：2,000円（調理実習費）
その他テキスト代がかかります。
定員：30人＊定員になり次第募
集を締め切ります。
申込方法：電話または窓口

アクティブシニアの
脳活セミナー
長寿支援室☎0557(86)6336
ID 1004190

認知症の原因や予防法について
学びます。脳年齢のテストも実施
します。
日にち：５/17・31、６/14・28、
７/12（いずれも水曜日）
場所：泉公民館
時間：午後１時30分〜３時
対象：65歳以上で、上記日程の
うち半分以上出席できる人
定員：20人
（多数の場合は抽選）
申込方法：電話または窓口
申込期限：５月９日(火)
※詳細はお問い合わせください。

声

の

広

報

広報あたみを音声で聞きませんか？
目の不自由な人のために「広報あたみ」を読み上げる「声の広報」をお届けします。
「声の広報」は、視覚に障がいがあり「広報あたみ」を読むことが困難な人のために記事をカセット
テープやデイジー図書に吹き込み毎月無料で送付しています。音声の吹き込みは、ボランティアグルー
プ「アイ・ボランティア熱海漁火会」の皆さんの協力で行われています。ぜひ、ご利用ください。
※声の広報は、市ホームページからも聞くことができます。
問い合わせ

広報情報室

☎0557(86)6070
ID 1004228

◇声の広報

概要

●形式：カセットテープ、デイジー図書
●発行回数：１カ月に１回
◇配布：申込方法
ご希望の人、または必要な人を知っている場合
は、広報情報室へご連絡ください。
※デイジー図書を聞くためのポータブルレコーダーは、視覚障害２級以上の人などが給付の対象となります。
詳しくは、障がい福祉室（☎0557(86)6347）までお問い合わせください。

随時募集

アイ・ボランティア熱海漁火会会員募集!!
私たちは、こんな活動をしています！！

＜熱海漁火会の活動＞
活動日時：毎月（平日）３〜４回程度
午前10時〜午後４時
活動場所：福祉センター５階録音室

会員は随時募集していますのでお気軽にお申し
込みください！！
問い合わせ
代表

アイ・ボランティア熱海漁火会
河瀬☎090(9221)5552

活動内容：
●広報あたみの録音テープの作成
●多くの新聞から、楽しい記事を集めて、録音
テープを作成
●毎月、本を１冊選んで90分テープ１本を録音作成
●点字活動（小中学生への点字教室、カレンダー、
時刻表など要望に応じて作成）

ID 1004229
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5 月 May

各種相談日

■施設休館日
図 図書館休館日 ☎0557(86)6591
起 起雲閣休館日 ☎0557(86)3101
釣 熱海港海釣り施設休館日 ☎0557(85)8600
マ マリンスパ休館日 ☎0557(86)2020
■市民相談 市民相談室 ☎ 0557(86)6073
行 行政相談 13:00 〜 15:00
法 法律相談 ( 予約制 ) 13:00 〜 16:00
消 消費生活相談 13:00 〜 16:00
建 建築相談 ( 予約制 ) 13:00 〜 16:00
人 人権よろず相談 13:00 〜 16:00
交 交通事故相談 ( 予約制 )10:00 〜 15:00
不 不動産相談 13:00 〜 15:00
■福祉関係相談 福祉センター ☎0557(86)6335
身 身体障がい者相談会 9:30 〜 11:30
知 知的障がい者相談会 10:30 〜 12:00
障 障がい者就労支援相談 10:30 〜 12:00
何 身体障がい者「何でも相談」13:00 〜 15:00
■福祉関係相談
熱海健康福祉センター ☎0557(82)9120
心 こころの健康相談 ( 予約制 ) 13:30 〜 15:00

５月のブックバスかもめ号
実施日
ステーション
2日㈫ 網代小学校
16日㈫ 大縄公園
海光園
スルガケアサービス
17日㈬
上多賀会館
多賀小学校
ネオ・サミット湯河原
泉小中学校
18日㈭
泉支所
桃山小学校
伊豆山中央バス停横
マルコシ酒店横駐車場
19日㈮ 七尾団地集会場
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
9日㈫ 第二小学校
23日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
10日㈬ 第一小学校
24日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
11日㈭
多賀中学校正面玄関前
25日㈭
12日㈮
熱海中学校
26日㈮

時間
13：15〜14：15
14：45〜15：30
12：50〜13：20
13：40〜14：10
14：30〜15：00
15：15〜16：00
10：00〜10：30
13：00〜13：35
13：50〜14：20
15：10〜16：00
9：50〜10：20
10：35〜11：05
13：15〜13：45
14：00〜14：45
15：00〜16：00
12：30〜13：30
10：00〜10：50
13：00〜13：40
14：00〜14：35
15：05〜15：40
12：40〜13：30
12：40〜13：30

◇市役所 ( 代表 ) ☎0557(86)6000
◇南熱海支所 ☎0557(68)2151
◇泉支所 ☎0465(62)2335
◇エコプラント姫の沢 ☎0557(82)1153
◇南熱海マリンホール ☎0557(68)4778
■火災情報・救急当番医の情報は
火災・救急テレホンサービス ☎0557(81)9911
■学校・家庭・心の問題などの相談は
ふれあい電話相談 ☎0557(81)8080
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図

3㈬

憲法記念日
春のあたみビール祭り（レインボーデッキ）10：00〜16：00
※４日まで
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※７日まで

図

4㈭

みどりの日
春のそれ伊豆山伊勢海老磯まつり（伊豆山海岸）
10：00〜16：00 ※５日まで

図

こどもの日

図

1㈪

マークの説明

施設休業日
初島ところ天まつり（初島）※５日まで
姫の沢公園花まつり（姫の沢公園）※５日まで

消身

2㈫

5㈮
6㈯
7㈰
8㈪

●おはなし会（図書館）14：30〜15：00
消人
知

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9：30〜11：30
●０歳児サークルアイアイ（南熱海マリンホール）
10：00〜11：00
◆７〜８カ月児相談（いきいきプラザ）13：00〜15：00
●夜間エイズ検査※予約制（東部保健所）17：00〜19：45

9㈫
10 ㈬
11 ㈭

図

起

交
法

◆両親学級①（いきいきプラザ）13：30〜16：15

12 ㈮

●にこにこサロン「おたのしみ会」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

13 ㈯

TAKATA-FESTA in 熱海（親水公園）10：00〜 ※14日まで
春季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：45

14 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
●朗読会（図書館）13：30〜14：30

15 ㈪

消

●熱海子育て支援センター「ようこそ熱海子育て支援センターへ」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00

16 ㈫

建

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9：30〜11：30
◆１歳歯磨き教室（いきいきプラザ）10：00〜11：00
◆おっぱい相談会（いきいきプラザ）10：00〜11：30
●読み聞かせ（南熱海マリンホール）11：00〜11：30

17 ㈬

行

18 ㈭

法

マ

釣

図

起

●エイズ検査・肝炎検査※予約制（熱海保健所）9：00〜11：15
◆１歳６カ月健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

マ

19 ㈮
ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00 ※21日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

20 ㈯
21 ㈰
22 ㈪

消人
障

23 ㈫
24 ㈬
25 ㈭

不

図

◆両親学級②（いきいきプラザ）10：30〜13：30
起

◆３歳児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

マ

26 ㈮

●にこにこサロン「リトミック」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

マ

27 ㈯

南熱海お宿グルメフェスタ（長浜海浜公園）11：00〜15：00
湯かけまつり（泉公園）19：00〜21：30

マ

28 ㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜11：00
南熱海お宿グルメフェスタ（長浜海浜公園）10：00〜15：00
海辺のあたみマルシェ（親水公園）10：00〜16：00

マ

29 ㈪

法

消何

図

30 ㈫
31 ㈬

◆両親学級③（いきいきプラザ）10：00〜12：00
●南熱海子育て支援センター「地引き網」
（長浜海浜公園）
9：00〜12：00

は各種相談会の開催日です。また、
は施設
の休館日です。相談会の種類、時間、場所および休館
施設名は頁左側の「マークの説明」をご参照ください。

起

市制施行80周年記念

「#わたしの熱海」
インスタグラムフォトコンテスト
問い合わせ

広報情報室☎0557(86)6070

ID 1004225

熱海市制施行80周年を記念して、インスタグラムのフォトコンテストを開催します。
募集する写真のテーマは、「わたしの熱海」。大好きなもの、思い出の場所、誰かに教えたいおす
すめのもの。あなたの「わたしの熱海」を写真に収めて、インスタグラムに投稿してください。たく
さんの投稿をお待ちしています！

■応募期間
９月30日(土)まで
■賞品
グランプリ
１名 旅行券15万円分
準グランプリ ２名 旅行券６万円分
佳作 ３名 熱海の名産品詰め合わせ
☆受賞作品は、広報あたみ紙面で紹介予定です。
■募集テーマ
「わたしの熱海」
熱海市内で撮影した好きなものやお気に入りの場所などを撮影し、インスタグラムに投稿してくだ
さい。
■投稿方法
①熱海市公式インスタグラムアカウント（atami̲oﬃcial）をフォロー
②熱海市内で写真を撮影
③タグ「#わたしの熱海」を付けて投稿
④応募完了
※受賞した人には、熱海市公式インスタグラムアカウントからメッセージをお届けします。フォ
ローを外すと受賞の連絡ができないことがありますのでご注意ください。
詳細は、熱海市ホームページをご覧ください。
下記の部分はお店・企業の広告枠です。

納期のお知らせ

５月１日（月）
■固定資産税・都市計画税
第１期
【債権回収室】☎0557(86)6165
■介護保険料
第１期
【介護保険室】☎0557(86)6282
納付には、便利な口座振替をご利用ください。

熱海市メールマガジン
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