広報あたみ No.724 ６月 ９日発行

◆今月の主な内容◆
平成28年度熱海市の財政状況･･･････････２
重大な消防法令違反のある建物の
公表制度が始まります････････････････４
国民健康保険税について････････････････６

狙って狙って、
あとちょっと！
５月21日、第一小学校グラウンドで「中部地区グラウンドゴルフ大
会」が開催されました。夏を思わせるような快晴の下、老若男女が「ナ
イスショット！」など声を掛け合いながら楽しんでいました。
各記事に記載している７桁のページ ID を市HPの検索
CHECK 窓に入力すると、該当ページが表示されます。
ID

表示

一般会計

予算の執行状況

平成

28

福祉や教育、道路整備など、市民生活のための基本的な事業の会計です。
※歳入・歳出ともに平成27年度からの繰越明許費を含みます。
予 算 額
収入済額

188億7,966万円
173億9,265万円

執行率

年度

熱海市の財政状況

歳入

92. 1%

歳入は、昨年同時期（178億2,120万円）に比べ４億2,855万円減少しまし
た。主な要因は、諸収入・財産収入手数料ほかが昨年同時期（20億4,236
万円）に比べ８億351万円減少したことなどによります。また、歳入の根
幹を占める市税は昨年同時期に比べ、3,425万円減少しました。
地方譲与税・各種交付金 5.3%
９億2,298万円
市債 6.2%
（9億2,361万円）
10億7,960万円
（13億1,030万円）

県支出金 4.8%
８億3,007万円
（12億1,691万円）

上段：科目 収入済額構成比
中段：収入済額
下段：
（予算額）

依存財源
34.3%

国庫支出金 12.4%
21億5,397万円
（25億3,002万円）

歳入

地方交付税 5.6%
９億8,320万円
（９億6,955万円）
繰越金 4.3%
７億4,418万円
（７億4,418万円）

市税 54.3%
94億3,981万円
（97億4,665万円）

自主財源
65.7%

歳出

予 算 額
歳出済額

188億7,966万円
150億5,544万円

執行率

79. 7%

29

歳出は昨年同時期（158億4,221万円）に比べ７億8,677万円の減少となっ
ています。主な要因は、議会費・総務費が昨年同時期（24億6,853万円）
に比べ５億1,587万円減少したことなどによります。

土木費 12.4%
18億6,246万円
（25億6,275万円）

歳出

民生費 36.5%
55億426万円
（65億8,249万円）

観光商工費 2.9%
４億4,121万円
（５億6,791万円）
農林水産業費 1.3%
１億9,996万円
（３億6,226万円）

衛生費 9.1%
13億7,049万円
（22億7,298万円）

86

︶６１１４

歳出を市民１人当たりに換算すると、市民１人当たりの執行額は40万
283円となります。（平成29年３月31日現在人口37,612人）
昨年同時期（41万7,702円）に比べ、１万7,419円減少しました。

財政室☎０５５７︵

消防費 4.7%
７億804万円
（７億5,206万円）

ID

１００４４７５

議会費・総務費 13.0%
19億5,266万円
（25億5,601万円）

教育費 8.9%
13億4,305万円
（14億9,962万円）

問い合わせ

公債費 11.1%
16億6,907万円
（16億8,934万円）

上段：科目 支出済額構成比
中段：支出済額
下段：
（予算額）

諸支出金ほか 0.1%
424万円
（3,424万円）

熱海市では︑皆さんに市の財政を理解していただくため︑年２回６月と 月
に財政状況を公表しています︒今回は平成 年３月 日現在の一般会計︑特別
会計の予算執行状況を中心に︑市債状況︑市有財産についてお知らせします︒
また︑より詳細な内容については︑市ホームページに掲載しています︒
なお︑平成 年４月１日から５月 日までが出納整理期間となりますので︑
最終的な決算額は今回公表するものとは異なります︒

諸収入・財産収入
手数料ほか 7.1%
12億3,885万円
（14億3,844万円）

31

29

31
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特別会計予算の執行状況
国民健康保険や介護保険のように対象者が限られるなど、特定の事業を行う場合や特定の歳入
を特定の歳出に充てる場合に、一般会計と区別する必要がある事業の会計です。
会計区分

予算額

国民健康保険事業
駐車場事業

61億3,305万円（87.3%）

60億5,549万円（86.2%）

2億6,371万円

2億5,335万円（96.1%）

1億7,390万円（65.9%）

5,570万円

4,077万円（73.2%）

4,915万円（88.2%）

45億8,804万円

44億3,304万円（96.6%）

40億8,112万円（89.0%）

2,774万円

571万円（20.6%）

2,002万円（72.2%）

6億8,728万円

6億4,085万円（93.2%）

5億8,928万円（85.7%）

初島漁業集落排水処理事業
後期高齢者医療事業

歳出（執行率）

70億2,570万円

離島初島簡易水道事業
介護保険事業

歳入（執行率）

市債の状況
平成29年３月31日までに一般会計お
よび特別会計が公共施設整備などのた
めに、借り入れた資金の残高です。
道路や学校など、世代を超えて長く
利用できる施設の整備事業の財源は、
単年度の市税などだけでは賄いきれま
せん。後年度の市民との負担を均等に
することからも、財源の一部を市債と
して借り入れ、後年度に市税などで返
済していきます。

普通債

これは償還（返済）により、土木
（道路、港湾の整備など）、教育（学
校建設など）を目的として起債した市
債発行残高が昨年同時期に比べ減少し
たことが主な原因です。
平成28年度には、ごみ焼却施設（エ
コ・プラント姫の沢）整備事業、公園
等施設（さくらの名所散策路）整備事
業、熱海駅前広場整備事業などについ
て、借り入れを行いました。

土地

2,256,645.69㎡
8,074,768.08㎡

有価証券

銀行株券など

無体財産権
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金 額
77億1,397万円
4,392万円
14億2,738万円
1億 541万円
8億7,160万円
3億 440万円
10億9,751万円
11億4,253万円
9,229万円
8億7,659万円
4億2,505万円
13億2,728万円
4,492万円
2億6,627万円
70億4,764万円
8億 150万円
7,957万円
9,719万円
4,242万円
6,050万円
1億5,699万円
163億1,097万円

構成比
47.2%
0.3%
8.7%
0.6%
5.3%
1.9%
6.7%
7.0%
0.6%
5.4%
2.6%
8.1%
0.3%
1.6%
43.2%
4.9%
0.5%
0.6%
0.3%
0.4%
1.0%
100.0%

※その他は、臨時財政補填債2,161万円、減収補填債
7,558万円です。

市が所有している財産です。（平成29年３月31日現在）

10,331,413.77㎡

行政財産
普通財産

的

公有林
総務
民生
保健衛生
農林水産
観光
土木
公営住宅
都市計画
消防
教育
災害復旧債
減税補填債
臨時財政対策債
退職手当債
行政改革推進債
その他※
駐車場事業債
離島初島簡易水道事業債
初島漁業集落排水処理事業債
合計

一般会計と各特別会計の市債（借り
ているお金）の合計残高は昨年同時期
に比べ１億8,752万円減少しました。

市有財産

目

2,633万円

建物

228,456.89㎡

行政財産
226,462.22㎡
普通財産
1,994.67㎡
市庁舎、市営住宅、学校など

出資による権利
引湯権など

２件 （著作権、商標権）

6,366万円

■行政財産
行政目的に直接使用される財
産。私権の対象とすることは極
めて例外的な場合にしか許され
ない。
■普通財産
行政財産以外の財産をいい、
原則として特定の行政目的に直
接使用されることのないもの。

消防本部から重要なお知らせ

重大な消防法令違反のある建物の
公表制度が始まります

公表制度制定に至る経緯

違反公表制度とは

飲食店︑物品販売店やホテル・
旅館など︑不特定多数の人が利用
する建物や︑病院︑福祉施設など︑
一人で避難することが難しい人が
利用する建物です︒

公表の対象となる建物

スプリンクラー
の未設置

屋内消火栓
の未設置

ホームページで公表
法令違反があった場合には…

各消防本部の立入検査

○不特定多数の人が
利用する建物
○一人で避難することが
難しい人が利用する建物

各消防本部の
ホームページで公表
自動火災
報知器
の未設置

違反を公表する旨を
関係者に通知

建物を利用する人が︑利用する
建物の危険性に関する情報を自ら
入手し︑その建物の利用について
判断できるよう︑消防が立入検査
の際に確認した重大な消防法令違
反をホームページなどで公表する
制度です︒
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平成 年５月に広島県福山市で
起きたホテル火災︵死者７人︑負
傷者３人︶や︑平成 年２月に長
崎県長崎市の認知症高齢者グルー
プホームで起きた火災︵死者５人︑
負傷者７人︶などを受けて総務省
消防庁が実施した﹁緊急調査﹂お
よび﹁フォローアップ調査﹂に
よって︑重大な消防法令違反のあ
る建物が全国に数多く存在するこ
とが判明しました︒また︑建物の
状況が利用者などに知らされてい
ない状況にありました︒
そこで︑消防庁は平成 年 月
日付けの通知により︑速やかに
条例などの改正を行い︑公表制度
を実施することを義務付けました︒
本市でも火災予防条例の改正を行
い︑平成 年７月１日から市ホー
ムページ上などで違反対象物を公
表していきます︒
25

25

運用開始日
平成29年
７月１日から

24

29

違反対象物情報は各消防本部のホームページで公表されます。

1004332
ID

消防総務課予防室☎0557(86)6622
問い合わせ

19

4
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長野県

岐阜県

静岡県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

北海道

青森県

秋田県

岩手県

山形県

宮城県

福島県
関東エリア

愛知県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

山口県

近畿エリア

九州・沖縄エリア

三重県

滋賀県

福岡県

佐賀県

京都府

大阪府

長崎県

熊本県

四国エリア

兵庫県

奈良県

大分県

宮崎県

徳島県

香川県

鹿児島県

沖縄県

愛媛県

高知県

建物関係者の皆さんへ

中国エリア

福井県

公表する内容

中部エリア

山梨県

重大な消防法令違反

北海道・東北エリア

石川県

左記の設備が消防法令上必要で
あるにもかかわらず︑建物全体ま
たは必要な部分において︑
○未設置なもの
○維持管理不良で全体的な機能が
失われているもの
このような違反のある建物を公
表していきます︒

公表制度に係る各消防本部のホームページ
（リンク集）が表示されます。

富山県

重大な消防法令違反の大半が︑
無届けでの増築や隣接建物との接
続です︒建物の増改築︑用途変更
などを計画する際は︑事前に相談
してください︒
また︑いろいろな用途で建物を
使用するときは︑消防に届け出が
必要になります︒ご不明な点は消
防総務課予防室までお問い合わせ
ください︒

屋内消火栓設備
（初期消火に有効）

調べたい建物が所在する地域の
都道府県をクリックしてください。

新潟県

①建物名称
②建物の所在地
③違反事項
④違反の内容
⑤その他
以上のことを市ホームページ上
で閲覧できるようになります︒ま
た︑消防庁のホームページからも
全国の違反している建物を閲覧す
ることができます︒

自動火災報知設備
スプリンクラー設備
（火災の早期発見に有効） （初期消火に有効）

和歌山県

器、
報
警
災
火
用
お宅の住宅
では
期
時
換
交
ろ
そろそ
ありませんか？

火災警報器

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、
火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。
10年を目安に交換しましょう。
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国民健康保険税について
国民健康保険は、皆さんが病気やケガをした際に安心して医療を受けられるように備えるための
制度です。
平成29年度においても、税率の改正は行わず、医療給付費分・後期高齢者支援金分の賦課限度
額および軽減判定所得の改正を実施することになりましたのでお知らせします。

国保税の基礎知識
◆国保税とは？
国保税とは国民健康保険税のことで、国民健康保険（国保）に加入している皆さんが安心して医
療機関を受診するための医療費に充てる重要な財源となります。原則として75歳未満で職場など
他の健康保険に加入している人を除き、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

◆国保税の納税義務者とは？
国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に国保加入者
がいれば世帯主が納税義務者になります。このことを擬制世帯主制度といいます。

◆国保税の通知はいつ届く？
平成29年度の国保税は、７月中旬頃に世帯主あてに「国民健康保険税納税通知書」にてお知ら
せします。

◆国保税の軽減制度とは？
国保税は、国保に加入している人の所得に基づいて決められます。国の定める所得基準を下回る
世帯については、国保税の均等割額と平等割額の７割、５割または２割が減額されますので、所得
の申告を必ず行ってください。国保に加入していない世帯主が所得の申告を行っていない場合は、
軽減が受けられないことがあります。
【平成29年度国保税の納期】
平成29年 8 月31日(木)

第3期

平成29年10月 2 日(月)

第4期

平成29年10月31日(火)

第5期

平成29年11月30日(木)

第6期

平成29年12月25日(月)

第7期

平成30年 1 月31日(水)

第8期

平成30年 2 月28日(水)

※やむを得ず国保税を納期限までに納
付できない場合は、早めに債権回収室
までご相談ください。

1000761

税に関すること
納付に関すること
債権回収室☎0557(86)6165

歳

市民税室☎0557(86)6145

64

介護納付金分

ID

歳〜

【問い合わせ】

40

分

後期高齢者支援金分

第2期

区
医療給付費分

平成29年 7 月31日(月)

全被保険者対象

第1期

【平成29年度の国保税率】
平成29年度

①所得割

前年中の※基準総所得金額×6.5％

②資産割

土地、家屋の固定資産税×25％

③均等割

加入者１人につき32,200円

④平等割

1世帯につき24,700円

賦課限度額 540,000円（昨年度から＋2万円）
①所得割

前年中の※基準総所得金額×0.7％

②資産割

土地、家屋の固定資産税×3％

③均等割

加入者１人につき5,400円

④平等割

1世帯につき8,000円

賦課限度額 190,000円（昨年度から＋2万円）
①所得割

前年中の※基準総所得金額×1.6％

②資産割

土地、家屋の固定資産税×7％

③均等割

加入者１人につき9,400円

④平等割

1世帯につき5,000円

賦課限度額

160,000円

※基準総所得金額＝総所得金額等−基礎控除33万円
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保険証更新などのお知らせ
国民健康保険証について
ID

国保高齢受給者証について

1000661

ID

後期高齢者医療制度について

1000663

ID

1000682

◆保険証の更新
◆高齢受給者証の更新
10月1日から保険証が更新され、
70歳からは自己負担割合が記載
新しい保険証（クリーム色）は９月 された高齢受給者証が保険証ととも
中旬に世帯主の住所地へ郵送します。 に必要となります。
※転送不要封筒での郵送となります。
対象の人については、新しい受給
者証（クリーム色）を７月中旬に住
◆保険証の窓口受取
保険証の窓口受取を希望する人は、 所地へ郵送します。
事前に申し込みが必要となります。
◆自己負担割合の見直し
※申し込みは世帯単位となります。
高齢受給者証の自己負担割合は所
【申込場所】
得に応じて毎年見直され、新しい負
保険年金室または各支所
担割合の適用は８月１日からとなり
【持参する物】
ます。
保険証、印鑑、身分証明書
※世帯の変動や税申告などにより８
【申込期間】
月１日以外でも負担割合が変更とな

◆保険証の更新
８月１日から保険証が更新され、
新しい保険証（藤色）は７月中旬に
住所地へ郵送します。

７月３日(月)〜８月31日(木)

あります。詳細は下記を参照してく
ださい。

る場合があります。

◆保険料のお知らせ
平成29年度の保険料決定通知は
８月中旬に発送予定です。すでに年金
から差引（仮徴収）させていただいて
いる人についても改めて通知します。
ただし、今年６月以降に後期高齢
者医療制度に加入した人については、
通知を９月以降に発送します。
また、平成29年度については後
期高齢者医療保険料の軽減見直しが

後期高齢者医療保険料の軽減が変わります！
制度の持続性を高め、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、平
成29年度保険料より次のとおり見直しされました。
＜保険料の軽減特例の見直し＞
低・中所得者および資格取得日前日まで社会保険などの被扶養者
保険料率（平成28・29年度）
だった人への負担軽減を目的として特例的に実施されていた保険料軽
平成28・29年度
区分
減について、軽減割合が引き下げられました。
39,500円
①均等割額
◆均等割保険料 ※均等割とは全員が負担する保険料です。
対象者

前年中の

軽減の割合

資格取得日前日に社会保険 〜平成28年度
の被扶養者だった人

②所得割額

平成29年度

平成30年度〜

７割

５割

９割

→平成31年度からは、資格取得から２年を経過するまでの間に限ります。

◆所得割保険料 ※所得割とは前年の所得に応じて負担する保険料です。
対象者

軽減の割合

前年の基礎控除後の総所得 〜平成28年度
金額等が58万円以下の人

平成29年度

平成30年度〜

２割

廃止

５割

※

賦課限度額

平成29年度〜

5割軽減 33万円＋26万5千円×被保険者数

33万円＋27万円×被保険者数

2割軽減 33万円＋48万円×被保険者数

33万円＋49万円×被保険者数

※その他の保険料軽減措置は継続されます。

7

57万円

【問い合わせ】
国民健康保険に
関すること

均等割保険料の５割軽減・２割軽減について、軽減対象が拡大となりました。

〜平成28年度

×7.85％

・１年間の保険料は①＋②の合計額です。
・合計額が賦課限度額を超える場合は
賦課限度額が年間の保険料になります。
※基準総所得金額＝総所得−基礎控除33万円

＜均等割保険料の軽減対象の見直し＞
区分

基準総所得金額

☎0557(86)6258
後期高齢者医療保険に
関すること
☎0557(86)6257

平成29年度

熱海市職員採用試験
問い合わせ

まちをつくる。

人事研修室☎0557(86)6036

まちをつくる。

ID

1001637

まちをつくる。

熱海市では︑市職員とし
ての自覚と責任を持って
﹁住まうまち熱海づくり﹂
に本気でチャレンジできる
職員を募集しています︒
平成 年４月１日に採用
予定の試験は次のとおり実
施します︒
第一次試験日
７月 日 日( )
申込期間
６月 日 金( 〜)７月７日
金( )(
土・日曜日を除く )
午前８時 分〜午後５時
分
ただし︑７月２日 日
※
( に
)
限り︑午後１時〜５時に受
け付けます︒
申込方法
人事研修室および市ホー
ムページにて交付︵郵送請
求も可能︶する書類一式
を︑人事研修室の窓口へ︑
受験者本人が直接持参して
ください︒代理の人による
提出や郵送などによる提出
は︑受け付けることができ
ません︒

人物重視の試験を実施しま
す！いわゆる﹁公務員試験
対策﹂は必要ありません︒

15

23

23

30

30

職種および受験資格
採用職種
一般事務
（大学卒）
土木技術
（大学卒）

募集人員

職種別要件

昭和62年４月２日以降に生まれた人で、大学卒業以上の学歴を有する人または平
成30年３月末日までに大学卒業見込みであり、市内在住または採用後に市内に居
10人程度
住できる人
※身体障害者手帳のある人は受験資格が異なりますのでお問い合わせください。
昭和62年４月２日以降に生まれた人で、土木専門課程を履修（専攻）して大学卒
５人程度 業以上の学歴を有する人または平成30年３月末日までに大学卒業見込みであり、
市内在住または採用後に市内に居住できる人
若干名

昭和62年４月２日以降に生まれた人で、建築専門課程を履修（専攻）して大学卒
業以上の学歴を有する人または平成30年３月末日までに大学卒業見込みであり、
市内在住または採用後に市内に居住できる人

若干名

昭和62年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士資格を有する人または平成30年
３月末日までに取得見込みであり、市内在住または採用後に市内に居住できる人

士

５人程度

昭和58年４月２日以降に生まれた人で、保育士の登録および幼稚園教諭の免許をい
ずれも取得した人または平成30年３月末日までに取得見込の人（市内居住要件なし）

幼稚園教諭

５人程度

昭和58年４月２日以降に生まれた人で、幼稚園教諭の免許および保育士の登録をい
ずれも取得した人または平成30年３月末日までに取得見込の人（市内居住要件なし）

保

５人程度

昭和62年４月２日以降に生まれた人で、保健師の免許を有する人または平成30年
３月末日までに取得見込の人（市内居住要件なし）

建築技術
（大学卒）
社会福祉士

保

育

健

師

※一般事務（短大卒・高校卒）、消防などは、９月17日(日)に試験を予定しています。
なお、受験資格などの詳細は、広報あたみ８月号でお知らせします。
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第三次 あたみ腹ペコ食育推進計画が完成しました！

食育推進の基本方針

本計画ではさまざまな課題や現
状を踏まえて基本目標を大きく３
つ定めました︒それぞれの目標を
達成させるために個人が意識を高
めるとともに︑個人の生活に関わ
る環境や人々が一体となり協力・
協同して食育を進めることも必要

計画の基本目標

個人（家庭）

小中学校・高校

ボランティア団体など

幼稚園・保育園

医療関係者

生産者

食品関連事業者

政

行

③地域全体で
食生活を考える
②楽しい食生活が
心を豊かにする
①よい食生活が
健康な体をつくる

（地域サロン・町内会など）
地域

不可欠です︒
わ
今後も熱海市全体が環となって
食育を進められるような体制づく
りを目指して活動に取り組みます︒
食育に関するご意見・ご相談はお
気軽にお寄せください︒

9

計画策定にあたり協議を重ねる
と︑熱海市の食に関する課題が明
確になりました︒
子どもの﹁朝食を食べない﹂
﹁ジュースの多飲﹂﹁間食・夜食
の習慣﹂は︑幼児期︑小中学校︑
高校と年齢を重ねるごとに増える
ことが分かっています︒また︑高
齢化率が高い熱海市では︑ひとり
暮らしや少人数世帯の増加による
食への関心の薄れ︑それによる食
事の支度への影響︑不規則な食生
活や栄養バランスが崩れがちにな
るなどの課題が考えられます︒
子どもは︑親元を離れて自立し
た生活を送るときに﹁家庭﹂での
生活習慣や食習慣を基盤に自身の
生活を確立していきます︒高齢者
の食に関する課題は﹁地域﹂が声
を掛け合って食事を一緒にするな
ど支え合い・助け合うことが改善
の一助となります︒現在の熱海市
の課題を解決するために︑子ども
の食習慣は家庭から︑シニアライ
フの食は地域から各世代が﹁食﹂
を支えていくことが特に重要であ
るとして基本方針を定めました︒

基本目標①〜③

1001341
ID

健康づくり室☎0557(86)6295
問い合わせ

本計画が目指す基本方針は、

〜食事の習慣が身に付くのは 家 庭 から

シニアライフの食を支えるのは活気ある 地 域 から〜

ま

ce
in

当

37
19

担

市内各所を取

s

報
が

し

た

広
者

材

し

英語で遊ぶの、楽しいね！

５月18日、図書館の児童室で今年度第１回目の「親
子でちょこっと英会話」が開催されました。英語の曲
を流しながらの遊びでは、参加している子どもたちも
笑顔になっていました。

一足早い夏の訪れ

４月29日、７月に開催される南熱海ケイキフラフェスティバルのプレイベントが行われました。
訪れた大勢の人が、一足早い夏を感じさせるフラダンスに見入っていました。

梅の実いっぱい取れたかな？

５月25日、熱海梅園で梅の実取りが行
われました。第一小学校の１年生が見学
に訪れ、落ちてくる青々とした実を興味
深そうに眺めていました。

広報あたみ 2017.6
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潮風に吹かれながら乾杯！

５月３日・４日に、「春のあたみビールまつり」が開
催されました。ステージイベントなども開催され、会場
は浜焼きなどを楽しむ大勢の人で賑わいました。

５月４日・５日に、「春のそれ伊豆山伊勢海老
磯まつり」が開催されました。いけすに入れられ
た大きな伊勢海老の迫力に、訪れた人たちが驚い
ていました。

大きな伊勢海老、大迫力！

112

熱海市長

齊藤

栄

市の不良債務がようやくゼロに

19

今年度の熱海市の財政状況について︑
特筆すべき点があります︒それは不良債
務がゼロになる見込みだという点です︒
不良債務とは会計上の資金不足のこと
で︑銀行などから一時的に借り入れなけ
ればならない赤字額です︒計画的に返済
していく市債︵ローン︶とは異なります︒
平成 年当時︑水道・下水道・温泉の３
事業からなる公営企業会計に約 億円の
不良債務がありました︒この額は︑公営
企業会計予算規模 億円の約６割に相当
するほど莫大なもので︑同年 月の﹁財
政危機宣言﹂の大きな要因となりました︒
この不良債務が︑約 年を経てようや
く解消する見込みとなったのは︑﹁痛み
を伴う改革に市民の皆様がご理解とご協
力をして下さったから﹂に他なりません︒
特に平成 年度からの５年間は﹁行財政
改革プラン﹂に基づいて︑市庁舎や熱海
駅前広場など大型公共事業の凍結︑市役
所職員の８％の給与削減︑水道・温泉料
金の約四半世紀ぶりの値上げ︑高齢祝い
金等福祉事業の廃止などを断行しました︒
市民サービスのカットや市民の皆様に負
担を強いることは︑厳しい選択であり︑
やむを得ない決断でした︒
一方で︑削減だけでは熱海市の未来は
作れません︒厳しい財政状況の中でも︑
少しずつ基金の積み立てもしてきました︒
過去 年間で約 億円を積み立て︑今年
度はそのうち約 億円を︑認定こども園
の整備︑南熱海支所の改築︑火葬場のリ
ニューアルなどに使います︒健全な財政
は市政運営上の重要な基盤です︒今後と
も財政規律を緩めることなく︑健全経営
を堅持してまいります︒

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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18

10

67

10 36

10

41
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皆さんのご理解とご協力をお願いします。

「生涯骨太！カルシウムアップ」
料理教室参加者募集
健康づくり室☎0557(86)6296
ID 1004405

骨粗しょう症予防をテーマとし
た料理教室です。子供から高齢者
まで、どの年代にも不足しがちな
カルシウム。牛乳、乳製品を使っ
たメニューで、バランスの良い食
事を心掛けましょう。超音波骨密
度測定も行いますので、ぜひ、ご
参加ください。
日時：７月４日(火)午前10時〜
午後１時30分
会場：いきいきプラザ４階調理実
習室
参加費：1,000円（当日徴収)
持ち物：エプロン、三角巾、手拭
きタオル
募集人数：30人（先着順）
申込期限：６月30日(金)
※６月30日以降のキャンセルは、
キャンセル料がかかります。
申込方法：電話または窓口でお申
し込みください。

子育て支援駐車場フリーパス
について
子育て支援室☎0557(86)6351
ID 1001019

子育て支援事業の一環として、
一部市営駐車場の料金が、１日１
回に限り４時間無料となるフリー
パスを交付しています。長浜海浜
公園駐車場（７月８日(土)〜８月
27日(日)の有料期間）も試験的に
利用できるようになりました。
対象：平成26年４月２日以降に
生まれた子どもの保護者
申請方法：自動車（保護者所有の
自家用車に限る）の車検証の写し
を持参のうえ、窓口で申請してく
ださい。

統計情報

〜熱海市火葬場の改修工事について〜
市民室☎0557(86)6251
ID 1000962
熱海市火葬場では施設の老朽化に伴い、内装、外装および防水工
事を実施します。工事期間中も通常どおり利用できますが、騒音や
工事業者の施設への出入りなど、皆さんには、ご迷惑をおかけしま
す。
工事期間：６月４日(日)〜平成30年１月26日(金)（予定）
〜熱海市いきいき活動調査の実施について〜
長寿総務室☎0557(86)6321
ID 1004399
住み慣れた地域で自分らしい人生を最後まで続けることができる
よう、超高齢化社会に向けたニーズや課題を把握することを目的と
して、市職員による訪問調査を実施します。
調査対象：主に65歳以上の世帯のうち無作為で抽出された世帯
調査期間：７月３日(月)〜８月31日(木)
調査方法：身分証明書を携帯した市職員が複数人でお伺いします。

夏休みは図書館へ行こう！
【読書感想画教室】
【親子手作り絵本教室】
日時：７月28日(金)
日時：７月27日(木)
午前９時〜午後３時
午前９時30分〜午後３時
（昼食休憩１時間）
（昼食休憩１時間）
８月３日(木)午前９時30分〜正午
※２日間の参加が必要です。
定員：小学生 各20人（手作り絵本教室参加の１〜３年生は保護者同伴）
場所：５階会議室
申込期間：７月１日(土)〜23日(日)
申込方法：窓口、電話、ＦＡＸにてお申し込みください。
【あたみ図書館くらぶ夏休みオープン企画】
〜夏休みの自由研究、何にする？大ヒントをブックトークで見つけよう！〜
日時：７月22日(土)午前10時30分〜11時30分
場所：５階会議室
対象：小学生（図書館の貸出カードを持参）※申込不要
【夏休み課題図書・推せん図書コーナーを開設】
期間：７月１日(土)〜８月31日(木)
場所：小学生 ５階児童室・中学生 ３階Dream Bookコーナー
※１人１冊１週間までの貸し出しとさせていただきます。
申し込み・問い合わせ 図書館☎0557(86)6591 ＦＡＸ0557(86)6593

４月末の人口
人

男
女

口

37,637 人
17,008 人
20,629 人

世帯数
21,474 世帯
人口前月比
25 人増

４月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約1,530
約 323
約1,853
95

㌧
㌧
㌧
％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,641 ㌘
全 国
約 947 ㌘
全国は26年度平均データ
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お

知

らせ

平成29年度狩猟免許試験
静岡県東部農林事務所
☎055(920)2169
ID 1000838

鳥獣保護法に基づく猟銃免許試
験、予備講習会を実施します。
日時：８月27日(日)午前９時〜
場所：静岡県東部総合庁舎（沼津
市高島本町１−３）
免許の種類：網猟、わな猟、第１
種・第２種銃猟
申込手数料：5,200円
申込期間：６月26日(月)
〜７月28日(金)
◆予備講習会
日時：７月20日(木)午前９時50分〜
場所：沼津労政会館（沼津市高島
本町１−３）
※予備講習会については、静岡県
猟友会事務局☎054(253)6427ま
でお問い合わせください。

児童手当の現況届
子育て支援室☎0557(86)6352
ID 1000967

児童手当を受給している全ての
人は、現況届の提出が必要です。
この届けは前年の所得や６月１
日現在の状況を確認し、６月以降
引き続き手当を受けられるかどう
かを審査するためのものです。
現況届は、児童手当受給者へ５
月下旬に送付していますので確認
のうえ６月末日までに提出をお願
いします。書類が未提出の場合は
手当が支給されませんので必ず手
続きをしてください。

市営住宅（抽選住宅）入居者募集
建築住宅室☎0557(86)6423
ID 1004480

市営住宅の入居申込受付と抽選
会を行います。
対象住宅：
○寺坂市営住宅 １戸
○林ケ久保市営住宅 １戸
○笹良ケ台市営住宅 ２戸
申込資格：同居の親族があり、市
内在住または在勤者（中学生以下
の子どもがいる世帯は、市外でも
可）。そのほか所得などの要件が
ありますので、詳細はお問い合わ
せください。
申込期間：６月19日(月)〜
７月11日(火)
抽選会日：7月19日(水)
申込方法：印鑑を持参のうえ、窓
口でお申し込みください。

普通救命講習の受講者募集
消防署救急係☎0557(86)6605

水道温泉課工務施設室
☎0557(86)6506
ID 1004409・1000907

各家庭に設置している水道メー
ターは、計量法で検定有効期限が
８年と定められています。
平成30年２月末までに、熱海
市が「熱海市指定給水装置工事事
業者」に業務を委託して、有効期
限満了に近づいている水道メー
ターの取り替えを行います。
取り替え作業中、断水などのご
迷惑をお掛けしますがご協力をお
願いします。
◆作業事業者は、名札、腕章を着
用します。
◆取り替え作業が完了したら、取
り替え従事者を記入した通知をポ
ストなどに入れておきます。
◆費用の負担はありません。
◆市営温泉の温泉メーターについ
ても同様の作業になります。

ID 1000523

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。
日時：７月２日(日)
午前９時30分〜12時30分
場所：市役所第１庁舎４階会議室
対象：中学生以上の市内在住・在
勤・在学者
定員：30人（先着）
※申込方法・期限など詳細はお問
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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水道・温泉メーター取り替え

無料体験陶芸教室参加者募集
姫の沢公園施設 陶芸係
☎0557(83)5301

日時：7月29日(土)①午前10時〜
正午②午後１時30分〜３時30分
場所：姫の沢公園 陶芸センター
対象：18歳以上の人
募集人数：①②ともに定員12人
内容：簡単な小鉢の制作
費用：無料
申込期間：７月１日(土)〜10日(月)
申込方法：電話にてお申し込みく
ださい。
※詳細はお問い合わせください。

INTERVIEW

うめはら いくぞう

梅原 郁三
熱海の歴史と言えば︑梅
原 氏︒熱 海 市 立 図 書 館 嘱
託員として 年勤め︑図書
館にある熱 海の歴史 資 料
を市民や各種メディアに紹
介し︑熱海の魅力を伝え続

80

を左右するような会談︵富士屋会談・
古屋会談︶も開かれるようになりま
した︒この頃から熱海には多くの人
たちが訪れるようになり︑熱海とい
う名が広がっていくのです︒

眞 誠社

眞誠社

●熱海の将来の展望
熱海には︑昔から多くの人々が訪れ
ました︒温 泉 保 養 地 としての魅 力 が
あったこともそうですが︑それを受け
入れる熱海の人たちの温かい心があっ
たからこそだと思います︒現在︑熱海
を訪れる観光客は増えつつあります︒
増えてきた今だからこそ︑熱海に住む
人たちが自分の街の歴史や魅力を知っ
て︑自分の街に誇りを持ち︑熱海に訪
れた人たちに皆で熱海の魅力を伝えて
いく︒そのようなまちづくりをしてい
くことが大切であると思います︒そう
すれば︑今後も多くの人が熱海を好き
になってくれると思います︒

提供：図書館

「明治10年頃の熱海」

けてきました︒

●熱海御用邸の建設によって
新しい旅館が多く誕生する中︑大
しん せい しゃ
湯 付 近 に 出 来 た 眞 誠 社の 宿 帳 に は︑
新政府の要人などのほかイギリス人
やドイツ人など外国人の名前もあり
ました︒その中には︑高円宮の家系
で︑皇太子の養育主任︑曽我祐準の
名前があり︑複数回宿泊しています︒
彼は︑皇太子が病弱のため︑宮内省
が冬季の保養地を探していたときに
熱海への御用邸建設を積極的に進言
したことで知られています︒宮内省
は曽我の進言のもとに熱海御殿が
あった土地︵現熱海市役所︶を所有
していた岩崎弥太郎から土地の献納
を受け︑明治 年﹁熱海御用邸﹂が
完成しました︒
御用邸竣工直前の熱海の旅館は
軒でしたので︑江戸時代より倍増し︑
船による海上交通の発達に伴い︑熱
海にはさらに多くの政治家︑実業家︑
文人墨客が押し寄せ︑これらの人々
によって別荘建設の動きも加速化さ
れ熱海に注目がおかれました︒

48
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広報あたみ 2017.6

元熱海市立図書館嘱託員

熱海市は、今年、４月10日に市制施行80周年を迎えました。今までの
歴史を振り返り、将来を展望する節目に連載（隔月）企画として熱海在
住の何人かに昔の熱海、将来の熱海について語っていただきました。
先人の残してきたものを大切にしながら熱海を愛し、熱海市民の１人
であることに誇りを持っていただく機会になれば幸いです。
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●熱海の発展の始まりは？
熱海市制は今年で 周年を迎えま
したが︑熱海の発展を振り返ると明
治９年に伊豆一円が﹁静岡県﹂に併
合 さ れ 現 在の 体 制 と なった 頃の 熱
海︒まだ︑江戸時代の湯治場の雰囲
気を残す漁村が︑明治維新をきっか
けにそれまでの社会環境が大きく転
換しました︒湯戸を中心とした支配
体制が崩壊し︑村人の力が増してき
たのです︒東京から近い温泉地熱海
を訪れる客層も変化し︑明治新政府
の役人や軍人たち︑時運に乗る実業
家 が 競って 熱 海 を 訪 れ る よ う に な
り︑熱海を舞台にして伊藤博文︑大
隈重信︑五代友厚などが集い︑政局
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熱海は︑昔も今も多くの人が
訪れるまち︑人を受け入れる
熱海の人の心は温かい

VOL.1

７月 July

各種相談日

マークの説明

■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
プ 第二小プール休館日 ☎0557(81)9558
■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 〜 16:00

７月のブックバスかもめ号
実施日
ステーション
4日㈫ 網代小学校
18日㈫ 大縄公園
海光園
5日㈬ スルガケアサービス
19日㈬ 上多賀会館
多賀小学校
ネオ・サミット湯河原
6日㈭ 泉小中学校
20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
7日㈮
七尾団地集会場
21日㈮
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
11日㈫
第二小学校
25日㈫
ひばりヶ丘団地下駐車場
12日㈬ 第一小学校
26日㈬ 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場
13日㈭
多賀中学校正面玄関前
27日㈭
14日㈮
熱海中学校
28日㈮

1㈯
2㈰

宮川マス釣り大会（下多賀宮川）8：00〜10：30
初島花火大会（初島第二漁港）20：00〜20：15

3㈪

◆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

4㈫
5㈬
6㈭
7㈮

図
プ

消身

起

行
法
心

マ

●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

8㈯

津島神社例大祭（中野地区）※9日まで
海水浴場開設（各海水浴場）※8月27日まで
◆パパママクラス（いきいきプラザ）10：00〜12：00

9㈰

日曜朝市（渚小公園）7：00〜10：00
南熱海ケイキフラフェスティバル（長浜海浜公園）
●朗読会（図書館）13：30〜14：30

10 ㈪
11
12
13
14

㈫
㈬
㈭
㈮

図
プ

消人
知

起

交
法

◆1歳6カ月児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00

マ

来宮神社例大祭（来宮神社）※16日まで
熱海こがし祭り山車コンクール（お宮緑地国道135号）
※16日まで
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

15 ㈯
16 ㈰

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

海の日
初木神社例大祭（初島）※18日まで

17 ㈪
18 ㈫
19 ㈬
20 ㈭

建

●読み聞かせ（南熱海マリンホール）11：00〜11：30

行

●エイズ検査・肝炎検査※予約制（熱海保健所）9：00〜11：15

10：00〜10：50
13：00〜13：40
14：00〜14：35
15：05〜15：40
12：40〜13：30
12：40〜13：30

■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

図
プ

起

◆両親学級①（いきいきプラザ）13：30〜16：15

21 ㈮

●南熱海子育て支援センター「あそびましょ（プール遊び）」
（多賀保育園）10：00〜11：00

22 ㈯

サンビーチウォーターパーク（熱海サンビーチ）
10：00〜16：00※8月27日まで
阿治古神社例大祭（網代地区）※24日まで

23 ㈰

日曜朝市・夏休み抽選会（渚小公園）7：00〜10：00
マリンフェスタ・アタミ2017（渚親水公園）10：00〜15：00
夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50

釣

網代ベイフェスティバル（網代港埋立地）16：00〜20：30（予定）

図
プ

24 ㈪

消人
障

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9：30〜11：30
●熱海子育て支援センター「なかよしランド」
（栄光熱海中央保育園）10：00〜11：00
◆1歳歯磨き教室（いきいきプラザ）10：00〜・11：00〜

12：30〜13：30

◇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
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施設休業日
●おはなし会（図書館）14：30〜15：00

25 ㈫
26 ㈬
27 ㈭

起
法

◆3歳児健診（いきいきプラザ）13：00〜14：00
多賀神社例大祭（上多賀地区）※29日まで
夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20：20〜20：50
●にこにこサロン「親子体操」
（親子ふれあいサロン）
10：30〜11：00

28 ㈮

図
釣

29 ㈯
ゆがわらサンバパレード&伊豆湯河原温泉納涼花火大会
（湯河原観光会館〜泉公園）19：00〜21：00

30 ㈰
31 ㈪

図
プ

消何

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。

熱海 の 観 光 プ ロ モ ー シ ョ ン 動画
「ほっとするね、私の熱海」 公開中!
「意外と熱海」のプロモーション動画ができました！ テー 「意外と熱海」プロモーションムービー
マは「ほっとするね、私の熱海」。バックグラウンドミュー
ジックは、坪内逍遙作詞の「熱海市歌」です。
坪内逍遙が、あたたかい熱海で、穏やかな海や温泉に癒さ
れ、つづったものだと分かる熱海愛に溢れた詩です。ウクレ
レのアレンジで聞いてみると、常春熱海の魅力がいっそう広
がります。熱海市外の人からも「熱海らしい良い曲ですね」、
「熱海に行きたくなりました」と好評です。

曲は、熱海市歌。坪内逍遙が晩年を過ごした熱海の魅力をつづる歌詞！

熱海ならではの魅力が、これまで市民の皆さんに親
しまれ、歌い継がれてきたこの歌とともに、全国、そし
て世界の皆さんにお届けできますように、ぜひイン
ターネットで動画をご覧いただき、シェアしてください！
意外と熱海プロモーションムービー

問い合わせ

検索

観光推進室☎0557(86)6370

下記の部分はお店・企業の広告枠です。

納期のお知らせ

6月30日（金）
■市民税・県民税
第１期
■別荘等所有税
第１期
【債権回収室】☎0557(86)6165
■介護保険料
第２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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