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◆今月の主な内容◆
住まうまち熱海づくり①
（高齢者福祉編）
… ２
平成29年度熱海市の財政状況… …………… ８
国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料について…………10
各記事に記載している７桁のページ ID を市の
HPの検索窓に入力すると、該当ページが表示
CHECK

ID

熱海の暮らしを楽しむ
年齢を聞いてびっくり！色々な趣味をもつシニアの皆さんが、
日々、熱海の暮らしを楽しみいきいきと活動をしています。
誰もがいきいきと暮らす、住まうまち熱海を目指して！！

されます。
検索
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2018

広報あたみ 4 月号で掲載した「平成 30 年度施政方針」の分野別概要をお知らせします。

「住まうまち熱海づくり」①

問い合わせ

長寿支援室

高齢者福祉の向上

☎ 0557（86）6316

高齢者の現状～高齢者世帯と活動の状況～
高齢者数・高齢化率

高齢者のいる世帯の状況

人口の 45.9％は 65 歳以上

高齢者世帯の約半数が１人暮らし世帯
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41.5％

高齢化率
H25
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34.6％
H28

H27
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28％

（高齢者のいる世帯数
11,977世帯）
47％
（5,625世帯）

高齢化率
＜住民基本台帳（各年12月31日現在＞

興味のある活動

活動日数の多い人は生活満足度が高い
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身体を動かし、人と関わる活動に興味がある
（上位5項目）
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23％
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H29

１週間の活動日数と生活満足度

１人暮らし世帯

高齢者夫婦のみ世帯

子らとの同居世帯

その他の高齢者のみ世帯

＜高齢者福祉行政の基礎調査（平成29年4月1日現在）＞

暮らしを支える福祉サービスと相談窓口～それぞれの暮ら

サービス

【介護が必要になったら】

2日以内
2日以内

活動日数別人数
活動日数別人数

生活満足度
生活満足度

＜2017年度熱海市いきいき活動調査＞

＜2017年度熱海市いきいき活動調査＞

しに合わせた多様なサービスと相談窓口を用意～
【元気な生活を送るために】

・ホームヘルプサービス

・膝痛・腰痛予防教室

・高齢者等給食サービス

・デイサービス

・脳活セミナー、脳トレ体操

・在宅生活安心サービス

・ショートステイサービス

・元気アップ教室

・福祉用具（福祉ベッドなど）
の貸し出し

・健幸（けんこう）チャレンジ

・住宅改修補助

（1 人暮らし緊急連絡サービス）
・家族介護用品支給事業

健康教室

・各種健診、健康相談、健康教室など
・大人の食育セミナー

窓口

改修例（トイレ手すり）▶

減塩教室

◀健幸チャレンジ記録帳

脳トレ体操

熱海市
（P5）
･ 高齢者相談センター （P6）・社会福祉協議会（P7）

住み慣れた地域で日常生活を営み一人一人が思い描く
「熱海の暮らし」を送ること ができるよう、支援メニューを拡充し地域や各機関がさらに連携していきます。

これからの取り組み～地域の絆や各機関との連携を強化～
居場所（地域サロン）づくりの
トータルサポートの推進（P7）
3

地域ケア会議の充実（P6）

認知症初期集中支援チーム
の設置（P6）

熱海市版エンディングノートの
作成・活用促進（P5）
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高齢者が安心して元気
高齢者支援とネットワークづくり

介護予防・生活支援サービスなどの

熱

海

市

長寿支援室☎ 0557
（86）
6316
ID 1001185

に暮らすために

高齢者福祉の向上

高齢者のための３つの機関
３つの機関が連携し

住み慣れた地域で高齢者が元気に暮らすために熱海市の

さまざまな相談、支援を行っていきます！

●介護保険のサービス
訪問型サービス、通所型サービス、施設サービス、福祉用具
の貸与、住宅改修などのサービスがあります。

●介護予防教室

どこに相談してよいか
わからない人はこちらへ

日常生活の動作が楽になるよう、介護・認知症予防のための、
膝痛・腰痛予防教室、健幸チャレンジ、脳トレ体操など年間
を通して教室を行っています。

熱海市（P5)

お口の健康教室

●高齢者福祉のサービス

１人暮らしの高齢者などが安心して暮らすことができるように、在宅高齢者などの給食
サービス、在宅生活安心システム、家族介護用品の支給事業などを行っています。

介護予防・生活支援サービスなどの高齢者
支援事業を行っています。地域の高齢者相
談センターをご紹介します。

●健康づくり
生活習慣病を予防して健康寿命を延ばし、健康な生活を送るため、各種健診、健康相談、
健康教室、大人の食育セミナーなどを行っています。

さらに充実を図ります！
熱海市版エンディング
（終活）
ノートの作成と配布
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「あんしん在宅医療」
熱海市版冊子発行

もしもの時は、思いがけないタイミング

市内の医療機関

で訪れます。医療や介護のこと、葬儀やお

や介護に必要な事

墓のことなどを書き記

業所などがマップ

すことで、残された家

で掲載されていま

族に、大切な
「意志」を

す。

伝えることが出来ま

市役所窓口、市

す。熱海市版のノート

内医療機関、歯科

を作成し、書き方など

医院、薬局でお配

の説明会を開催する予

りします。ご活用

定です。

ください。

（イメージ）

ボランティア活動や地域サロ
ンなどに参加したい、お金の
管理に不安がある人などはこ
ちらへ

社会福祉協議会
（P7）
ボランティアのマッチングや、
「成年後見制度」などの相談など
を行っています。

福祉や生活に関することなど、
何でもご相談ください。

高齢者相談センター
（P6）
市内３カ所の高齢者相談センター
では、専門家が地域のくらしに合
わせたさまざまな相談に応じま
す。
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高齢者が安心して元気

に暮らすために

福祉団体

身近なよろず相談窓口

福祉に関するさまざまな事業を行う

高齢者の在宅生活支える

社会福祉協議会
総合福祉センター 4 階

高齢者相談センター

☎ 0 5 5 7（８６）6 3 3 9

～名称が「地域包括支援センター」から「高齢者相談センター」に変わりました〜

●高齢者の権利擁護
お金の管理や契約に関することに不安があるとき、
頼れる親族がいない場合などには、成年後見制度に
関する相談をお受けします。

社協メンバー

●ボランティア活動の支援・マッチング
ボランティア活動の登録・相談に応じたボランティアのマッチングを
行っています。
（お掃除やお手伝い、レクリエーション、ガイド、運転、

【熱海地区】

【泉・伊豆山地区】

【南熱海地区】

熱海市緑ガ丘町 9-7

熱海市伊豆山 717-1
熱海伊豆海の郷内
☎ 0557
（80）
5566

熱海市下多賀 817-2
遠藤マンション 103 号
☎ 0557
（67）
7600

☎ 0557
（86）
0005

●介護、福祉、生活などさまざまな総合相談窓口

話し相手のボランティアなど…）

●高齢者・障がい者を含むすべての人の福祉に関する相談

高齢者福祉の向上

ボランティア活動

日常生活・生活困窮者に対する貸付、自立支援、困りごとなどの相談
をお受けします。

介護保険の利用方法、申請のお手伝い、福祉や生活に関
することなど、本人、家族、近所の人からの相談をお受
けします。

●介護専門職の支援

●老人クラブ・地域サロンの活動支援
地域で気軽に参加できる場所や地域の高齢者が生きがいを持って
生活できるように、老人クラブや地域サロンの支援を行います。

老人クラブ

高齢者の暮らしを支えるため、ケアマネージャー、社会
福祉士、保健師など専門職が連携し、ネットワークの構
築や問題に対する支援を行います。

さらに充実を図ります！
地域サロンの充実

住民参加型“こつこつ”

ひとり暮らしの高齢者が孤立せずに

熱海版の住民参加型の有償のサービスが始まっ

地域で楽しく生活できるように、つど

ています。高齢や病気・ケガなどによって毎日の

いの場が広がっています。現在、23

生活に支障をきたしたときに、ご近所などお互い

カ所で開催されており公民館や公共施

に支え合うことで、困り事を解決するためのサー

設を利用し、体操をしたり、お茶を飲

ビスです。利用会員
（サービスを受けたい人）
と協

みながらおしゃべりをしたりして過ご

力会員
（できる範囲でサービスを提供する人）
双方

しています。今後、より見近な地域サ

を募集し、マッチング

ロンを増やします。

しています。

認知症初期集中
支援チームの設置
市内３つの相談センターで、認知症初
期集中支援チームができます。認知症に
関しては、65 歳未満の人でも相談を受
けられます。

外出支援 …散歩の同行、

地域ケア会議
地域ごとに抱える課題や問題につい
て、住民の皆さんと共に考え、解決する
ための方法を検討
する会議を市内で
町内

開催します。

必要な場合には、ご自宅まで相談セン

買い物、病院への付き
添いなど

さらに充実を図ります！

▲ゴミ出しボランティア

ター職員が訪問します。

関係団体

市民

ゴミ出しなど …家の片づけやゴミ出し、庭の
手入れなど
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特別会計予算の執行状況

一般会計

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。

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 28 年度からの繰越明許費を含みます

国民健康保険事業
駐車場事業

予算額

61 億 40 万円（84.2%）

57 億 4,145 万円（79.2%）

2 億 566 万円

2 億 464 万円（99.5%）

1 億 476 万円（50.9%）

5,050 万円

4,276 万円（84.7%）

4,457 万円（88.3%）

48 億 2,265 万円

46 億 4,863 万円（96.4%）

42 億 8,019 万円（88.8%）

3,684 万円

578 万円（15.7%）

2,442 万円（66.3%）

7 億 535 万円

6 億 8,873 万円（97.6%）

6 億 2,825 万円（89.1%）

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）

72 億 4,482 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

目

金

公有林

額

構成比

78 億 6,563 万円

48.2%

依存財源
33.4％

保健衛生

15 億 9,895 万円

9.8%

農林水産

3 億 134 万円

1.8%

地方交付税
繰越金 2.6%5.7%

観光

9 億 7,503 万円

6.0%

土木

9 億 9,531 万円

6.1%

公営住宅

9,375 万円

0.6%

都市計画

8 億 4,484 万円

5.2%

消防

4 億 270 万円

2.5%

教育

12 億 1,170 万円

7.4%

災害復旧債

3,884 万円

0.2%

減税補填債

2 億 2,016 万円

1.3%

71 億 4,878 万円

43.7%

7 億 1,435 万円

4.4%

行政改革推進債

7,114 万円

0.4%

減収補てん債

6,978 万円

0.4%

駐車場事業債

3,836 万円

0.2%

離島初島簡易水道事業債

5,728 万円

0.3%

1 億 4,989 万円

0.9%

163 億 7,421 万円

100.0%

自主財源
66.6％

10億1,733万円
4億5,795万円
（9億9,413万円）
（4億5,795万円）

繰越金・財産収入ほか
2.6%
諸収入
10.4%
諸収入・財産収入ほか 10.4%

13億9,471万円
（16億8,411万円）

公債費
教育費 9.4%
9.7%

諸支出金ほか 0.1%

961万円
（4,070万円）

8,686,517.30㎡

普通財産

1,285.04㎡

２件（著作権、商標権）

17億3,522万円
4億6,215万円
（24億2,472万円）
（5億9,943万円）

観光商工費 3.1%
農林水産業費 1.0%

4億6,215万円 1億6,201万円
（5億9,943万円）
（2億1,684万円）

農林水産業費 1.0%

議会費・総務費 12.5%

歳出
歳出

18億5,741万円
（23億4,993万円）

民生費 37.6%

55億9,897万円
（65億2,796万円）

民生費 37.6%

55億9,897万円
（65億2,796万円）

衛生費 9.8%

ID

14億6,055万円
（25億2,862万円）

衛生費 9.8%

14億6,055万円
1億6,201万円
（25億2,862万円）
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
（2億1,684万円）

126 円となります。（平成 30 年 3 月 31 日現在人口 37,225 人）
昨年同時期（40 万 283 円）に比べ、157 円減少しました。

40 万

86

）６１１４

引湯権など

6,366 万円

土木費
11.6%
観光商工費
3.1%

（23億4,993万円）

１００５５５５

出資による権利

■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。

17億3,522万円
（9億1,884万円）
（24億2,472万円）

下段18億5,741万円
：
（予算額）

財政室☎０５５７（

普通財産

消防費 5.2%
土木費
11.6%
7億7,529万円

上段：科目支出済額構成比
中段：支出済額
下段：
（予算額）
上段：科目支出済額構成比
・総務費 12.5%
中段議会費
：支出済額

31

日までが出納整理期間となりますので、

13億9,471万円
14億3,877万円
（16億8,411万円）
（17億1,140万円）

961万円
（4,070万円）

30
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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

諸支出金ほか 0.1%

公債費 9.4%

30

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

歳出は昨年同時期（150億5,544万円）に比べ1億6,075万円の減少となっ
ています。主な要因は、公債費が昨年同時期（16億6,907万円）に比べ
２億7,436万円減少したことなどによります。

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。

190 億 255 万円
歳出済額 148 億 9,469 万円 執行率 78.4％
予 算 額

歳出

また、より詳細な内容については、熱海市ホームページに掲載しております。

18億2,208万円
（20億1,163万円）

7億7,529万円
（17億1,140万円）
（9億1,884万円）

■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。

53.6％

94億1,919万円
（97億91万円）

問い合わせ

204,487.28㎡

市税

自主財源
66.6％

4億5,795万円
18億2,208万円
（4億5,795万円）
（20億1,163万円）

教育費 9.7%
消防費 5.2%
14億3,877万円

建物

94億1,919万円
（97億91万円）

年４月１日から５月

計

歳入
歳入

地方譲与税・各種交付金 5.6%
上段：科目収入済額構成比
9億8,066万円
（9億8,518万円）
中段：収入済額
下段：
（予算額）
上段：科目収入済額構成比
中段：収入済額
市税 53.6％
下段：
（予算額）

なお、平成

合

市庁舎、市営住宅、学校など

9

国庫支出金 5.7%
11.6%
地方交付税

0.6%

203,202.24㎡

無体財産権

依存財源
33.4％

7億5,329万円
20億4,050万円
（10億9,873万円）
（22億1,792万円）

9,888 万円

行政財産

銀行株券など

県支出金 4.3%
国庫支出金 11.6%

民生

3,042,756.33㎡

2,633 万円

7億5,329万円 10億8,500万円
（15億3,610万円）
（10億9,873万円）

20億4,050万円
10億1,733万円
（22億1,792万円）
（9億9,413万円）

初島漁業集落排水処理事業債

9億8,066万円
（9億8,518万円）

県支出金 4.3% 市債 6.2%

8.0%

行政財産

有価証券

10億8,500万円
（15億3,610万円）

0.2%

市が所有している財産です。
（平成 30 年 3 月 31 日現在）
11,729,273.63㎡

歳入の根幹を占める市税は、昨年同時期に比べ 2,062 万円減少したもの
の、歳入は昨年同時期（ 173 億 9,265 万円）に比べ 1 億 8,335 万円増加しま
した。主な要因としては、環境衛生施設等整備基金等からの繰入金が昨年
地方譲与税・各種交付金 5.6%
同時期（2 億 市債
450 6.2%
万円）に比べ 6 億 2,317 万円増加したことなどによります。

3,948 万円

市有財産
土地

歳入

13 億 364 万円

退職手当債

年度

190 億 255 万円
収入済額 175 億 7,600 万円 執行率 92.5％
予 算 額

総務

臨時財政対策債

29

最終的な決算額は今回公表するものとは異なります。

平成 30 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。次世代の市民との負
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
いいきます。
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 6,324 万円
増加しました。
これは、
平成 29 年度末日
（平成 30 年 3 月 31 日）
が休日にあたり、償還日が 4 月 2 日になったこ
とが影響したものです。4 月 2 日に償還するも
のを勘案すると、昨年度より 19,488 万円の減
少となっております。
減少の主な要因としては、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に比べ減少した
ことによるものです。
平成 29 年度には、ごみ焼却施設
（エコ・プラ
ント姫の沢）整備事業、消防団第 3 分団・第 9
分団詰所新設事業などについて、借り入れを行
いました。

的

普通債

平成

熱海市の財政状況

会計区分

予算の執行状況

12

8

保険証更新などのお知らせ
国民健康保険証について

国保高齢受給者証について

ID 1000661

ID 1000663

11

第1期

平成 30 年 7 月 31 日（火）

第2期

平成 30 年 8 月 31 日（金）

第3期

平成 30 年 10 月 1 日（月）

第4期

平成 30 年 10 月 31 日（水）

第5期

平成 30 年 11 月 30 日（金）

第6期

平成 30 年 12 月 25 日（火）

第7期

平成 31 年 1 月 31 日（木）

第8期

平成 31 年 2 月 28 日（木）

区

※やむを得ず国保税を納期限までに納付できな
い場合は、早めに納税室までご相談ください。

の
国民健康保険
続きについて
加入・脱退手

ID 1000761

【問い合わせ】

会社へ就職して社会保険に加入した場合
国民健康保険を脱退するには必ず世帯主の届け

(自己負担額)

出が必要となります。まだ手続きをしていない人

90,000円

は社会保険証・国民健康保険証（回収）
・印鑑・

「限度額適用認定証」を提示しない場合

身分証明書を持参し、保険年金室または各支所で

①医療機関へ自己負担額の90,000円を支払います。
②通院された月から約２ヶ月後に、市役所から届く「高額
療養費申請書」と「領収書」を市役所へ持参し、自己負
担限度額の35,400円(※)を超えた54,600円の支給申
請をします。
③申請してから約１ヵ月後に世帯主口座に振り込みされま
す。

手続きをしてください。

「限度額適用認定証」を提示した場合

【 平成 30 年度の国保税率 】

会社を退職して社会保険を脱退した場合

40

税額に関すること
課税室☎ 0557（86）6143
納付に関すること
納税室☎ 0557（86）6165

64

介護納付金分

＝

【 平成 30 年度 国保税の納期 】

後期高齢者支援金分

0.３

◆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。⇒軽減措置を受けるには、所得の申告が
必要です。

医療給付費分

×

国民健康保険税は、平成 30 年度においても税率の改正は行わず、軽減判定所得の改正のみ実施します。
また、平成 30 年度の国保税額は、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。

歳

300,000円

国民健康保険税

歳〜

住民税非課税世帯のＡさん（50歳）が医療費総額
300,000円（10割）の受診をした場合
(負担割合)

ID 1000682

保険証の更新
高齢受給者証の更新
70 歳からは自己負担割合が記載さ
8 月 1 日から保険証が更新され、
れた高齢受給者証（以下「受給者証」） 新しい保険証（緑色）は 7 月中旬
が保険証とともに必要となります。
に住所地へ郵送します。
対象の人へは、新しい受給者証（藤
保険料のお知らせ
色）を７月中旬に郵送します。
平成 30 年度の保険料決定通知は
※受給者証は 70 歳到達月の翌月（1
8 月中旬に発送予定です。すでに年
日生まれの人は当該月）から適用開
金から差引（仮徴収）させていただ
始となり、8 月 2 日以降に 70 歳に
いている人についても改めて通知し
なる人は、適用開始の前月中旬頃に
ます。
郵送します。
ただし、今年 6 月以降に後期高
自己負担割合の見直し
齢者医療制度に加入した人について
受給者証の自己負担割合は所得に
は、通知を 9 月以降に発送します。
応じて毎年見直され、新しい負担割
また、平成 30 年度については後
合の適用は 8 月 1 日からとなります。
期高齢者医療保険料率などの見直し
※世帯の変動や税申告などにより 8
があります。詳細は「国民健康保険
月 1 日以外でも負担割合が変更と
税・後期高齢者医療保険料について」
なる場合があります。
（10 ページ）を参照してください。

医療費が高額にかかりそうになったら…
「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口負担が自己負担
限度額までになります。

(医療費の総額)

後期高齢者医療制度について

全被保険者対象

保険証の更新
10 月 1 日から保険証が更新され、
新しい保険証（藤色）は 9 月中旬に
世帯主の住所地へ郵送します。
保険証の窓口受取
保険証の窓口受取を希望される人
は、
事前に申込みが必要となります。
※申込みは世帯単位となります。
【申込場所】
保険年金室または各支所
【持参する物】
保険証、印鑑、身分証明書
【申込期間】
7月2日
（月）
～ 8 月 31 日
（金）

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について

分

平成 30 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

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

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−基礎控除 33 万円

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療制度の保険料率は、医療費の増加などを考慮し、次のとおり改定
になりました。保険料額は、
８月中旬に発送する決定通知書にてお知らせします。

【保険料率の改正】
年

度

平成 28・29 年度

平成 30・31 年度

会社を退職し、別の社会保険に加入もしくは任

①均等割額

39,500 円

40,400 円

意継続をする予定のない人は、国民健康保険に加

②所得割額

前年中の※基準総所得金額× 7.85％

前年中の※基準総所得金額× 7.85％

入しなければなりません。

賦課限度額

57 万円

62 万円

まだ手続きをしていない人は社会保険資格喪失

①医療機関へ自己負担限度額の35,400円（※）を支払います。

証明書（会社もしくは保険組合などの保険者が発

※70歳未満の住民税非課税世帯の限度額
＜注意＞70歳以上の場合は、所得区分により限度額認定
証がなくても「高齢受給者証」で窓口負担が自己負担限度
額となる場合があります。
詳しくはホームページもしくは保険年金室までお問い合わ
せください。

行）
・印鑑・身分証明書を持参し、保険年金室ま
たは各支所で手続きをしてください。

均等割保険料

所得割保険料

…被保険者全員が負担する保険料

対象者

軽減の割合

資格取得日前日に社会保険
の被扶養者だった人

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。保険料率は、２年
ごとに見直します。

…前年の所得に応じて負担する保険料

対象者

平成 29 年度

平成 30 年度

7割

5割

前年の基礎控除後の総所得
金額等が 58 万円以下の人

軽減の割合
平成 29 年度

平成 30 年度～

2割

廃止

→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。
【均等割保険料の軽減対象】 軽減対象が拡大となりました。

【問い合わせ】 保険年金室

【申 込 場 所】保険年金室または各支所

国民健康保険に関すること

☎ 0557（86）6258

【持参する物】保険証、印鑑、身分証明書

後期高齢者医療保険に関すること

☎ 0557（86）6257

区分

平成 29 年度

平成 30 年度

５割軽減

33 万円＋ 27 万円×被保険者数

33 万円＋ 27 万 5 千円×被保険者数

２割軽減

33 万円＋ 49 万円×被保険者数

33 万円＋ 50 万円×被保険者数

【問い合わせ】

後期高齢者医療保険
☎ 0557（86）6257
広報あたみ 2018.6
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お

知らせ

平成 30 年度狩猟免許試験
静岡県東部農林事務所
☎055(920)2169

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 26 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 25 日（月）
～７月 27 日（金）
◆予備講習会
日時：７月 14 日（土）
午前９時 50 分～
場所：静岡労政会館（静岡市葵区
黒金町５―１）
※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
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。必ず手続きをしてください。

コミュニティカレッジ受講生募集

水道・温泉メーター取り替え

富士山マイカー規制のお知らせ

市民協働推進室☎0557(86)6201

水道温泉課工務施設室☎0557(86)6506

静岡県道路企画課☎054(221)3359

静岡県コミュニティづくり推進
協議会では、住みよい地域づくり
を目指したコミュニティ活動を支
え、推進するリーダーの養成を目
指し「コミュニティカレッジ」を
開設し受講生を募集しています。
日程：７月 21 日、８月４日、９月
８日・15 日の講義と 8 月下旬に
１回の現地視察
場所：静岡県総合社会福祉会館ほか
対象：全 講 義 に 出 席 可 能 で、コ
ミュニティづくりに意欲と関心の
ある人
費用：無料
申込期限：７月２日（月）
申込方法：電話または窓口
※詳細はお問い合わせください。
普通救命講習の受講者募集
消防署救急係☎0557(86)6605
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(月)
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。

水道水道 ID 1004953
水道温泉 ID 1005374

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 31 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。
※詳細は電話または市ホームぺー
ジにてご確認ください。
暮らしなんでも相談
ライフサポートセンターしずおか
☎055(922)3715

消費生活、家庭、労働、介護、年金
問題、多重債務など暮らしの中の
悩み事相談を電話で受け付けてい
ます。
「困ったな！どうしよう？」
そんなときにご利用ください。
※相談・取次ぎは原則無料です
が、専門家に相談する場合は、別
途料金がかかる場合があります。
受付時間：平日午前９時～
午後５時

下記の部分は、お店・企業の広告枠です。

日曜朝市

夏休み抽選会を開催します！

夏休みの日曜朝市では、各店舗での購入金額に応じて
抽選券を配布します。無料のヨーヨー釣りやスーパー
ボールすくいもあります。ぜひご参加ください！
日時：７月 22 日
（日） 午前７時～ 10 時
場所：渚小公園
＊抽選会は、景品がなくなり次第終了します。
＊荒天などにより中止になった場合、抽選会は８月 12
日（日）に延期します。
農林水産室☎ 0557(86)6215 ID 1004239

13

～登録統計調査員を募集しています～
広報情報室☎ 0557(86)6094

富士山の自然保護と渋滞のない
安全で快適な登山を目的にマイ
カー規制を実施します。
規制期間中はマイカーの通行が
できません。有料の乗換駐車場（駐
車 料 金 は １ 台 あ た り 1,000 円 ）
を利用し、有料のシャトルバス・
タクシーにお乗り換えください。
富士宮口（富士山スカイライン）
日時：７月 10 日（火）午前９時～
９月 10 日（月）午後６時
連続 63 日間
須走口（ふじあざみライン）
日時：７月 10 日（火）正午～
９月 10 日（月）正午
連続 63 日間
司法書士による権利擁護
相談会開催のお知らせ
熱海市社会福祉協議会
☎0557(86)6339

熱海市社会福祉協議会におい
て、司法書士による成年後見制度
や相続、遺言などに関する無料相
談会を開催します。
参加希望の人はお申込み、お問
い合わせください。
日時：７月３日 ( 火 )
午後１時30分～４時30分
場所：総合福祉センター４階
定数：６組（1 組 30 分の予約優先）

日本の現状を把握するため、国の各省庁がさまざまな分野の統計調査
を実施しています。統計調査員の仕事は、調査対象となる世帯や事業所
に訪問し、調査票の配布・回収・点検などを行います。作成された調査
票が未来のまちづくりの礎となるやりがいのある仕事です。あらかじめ
市の
「登録統計調査員」
にご登録いただくと、
統計調査が実施される際に、
市からお願いをさせていただきます。
※今年度は平成 30 年住宅・土地統計調査を実施します。
報酬の額は、調査の種類・規模・受け持ち件数などにより異なります
が、概ね３～４万円程度です。
家事や育児、パートなどの合間の時間を使って活動することもできま
す。詳しくはお問い合わせください。
登録のお申し込み・お問い合わせは電話またはメール
（tokei@city.atami.shizuoka.jp）
にてご連絡ください。

夏休みは図書館へ行こう！
【読書感想画教室】

日時：７月 27日
（金）
８月 ３ 日
（金）
午前９時～午後３時
※７月 27 日は整理休館日です
が教室は開催します。
定員：小学生

※２日間参加する必要があります。
※参加費 500 円が必要です。
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：図書館５階会議室
申込期間：７月１日
（日）
～ 22 日
（日）
【読書感想画教室】
～８月５日
（日）
【親子手作り絵本教室】
申込方法：電話または図書館へ直接お申し込みください。

【熱海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 21 日
（土） 午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
場所：図書館５階会議室

【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
（日）
～ ８月 31 日
（金）
場所：図書館３階 Dream Book コーナー
図書館５階児童室特集コーナー
※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
口
男
女

【親子手作り絵本教室】

日時：８月９日（木）
午前９時 30 分～午後３時
８月 23日（木）
午前９時 30 分～正午

対象：小学生（図書館の貸出カードを持参）※申込不要

バスの車内事故防止に
ご協力ください
走行中に席を離れると、転倒な
ど思わぬけがをする場合がありま
す。お降りの際は、バスが停留所
に着いて扉が開いてから席をお立
ち願います。
静岡県バス協会☎ 054(255)9281

人

ID 1005277

37,279 人
16,844 人
20,435 人

世帯数
21,553 世帯
人口前月比
54 人増

4 月のごみ量
可燃ごみ
その他
合 計
対前年比

約 1,659㌧
約 291㌧
約 1,950㌧
105.2％

人口１人１日排出量
熱海市
約 1,744㌘
全 国
約 925㌘
全国は 28 年度平均データ
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■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

プ 第二小プール休館日☎ 0557(81)9558

4㈬
5㈭
6㈮

行

■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

法

交 交通事故相談 ( 予約制 )10:00 ～ 15:00
不 不動産相談 13:00 ～ 15:00
公 公証人相談（予約制）13:00 ～ 15:00

7㈯

津島神社例大祭（中野地区）※8日まで
◆パパママクラス（いきいきプラザ）10:00～12:00
●おはなし会（図書館）14:30～15:00

8㈰

日曜朝市（渚小公園）7:00～10:00
宮川マス釣り大会（下多賀宮川）8:00～12:00
南熱海ケイキフラフェスティバル（長浜海浜公園）10:00 ～ 16:00
●朗読会（図書館）13:30～14:30

■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

9㈪
10 ㈫
11 ㈬
12 ㈭

消人
知

図
プ

交
法

13 ㈮

■福祉関係相談

14 ㈯

来宮神社例大祭（来宮神社）※16日まで
ながはま特設市（長浜海浜公園）9:00～15:00※９月２日まで

15 ㈰

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

16 ㈪

海の日

熱海健康福祉センター ☎ 0557(82)9120

7 月のブックバスかもめ号

マ

20 ㈮

●南熱海子育て支援センター「あそびましょ」10:00～11:30

21 ㈯

サンビーチウォーターパーク（熱海サンビーチ）
10:00～16:00※９月２日まで
アタミアロハフェスティバル
（渚親水公園）13:30～20:00※22日まで
網代ベイフェスティバル（網代港埋立地）17:30～21:00
●おはなし会（図書館）14:30～15:00

22 ㈰

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2018（渚親水公園）10:00～15:00

熱海市長

藤

123

栄

歳以上の方を「高齢者」と呼びます

65

シニアは人生の上級者

一般的に

が、
私は
「シニア」
と呼ぶこともあります。シニア

は上級という意味で、多くの人生経験を積まれ

た人生の上級者の意味合いです。そして、シニア

の皆様の状況は必ずしも年齢によらず人それぞ

れです。

現在、介護サービスを使われる方は約２千人

で あ り、シ ニ ア 世 代 の 約 １ 割 で す。残 り の 約 ９

割の方は元気な方々であり、この元気な生活を

これからも長く送っていただくために、市役所

などが健康寿命を延ばすための教室、地域サロ

ンの充実、１人暮らし緊急連絡サービスなどを

■□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。

行っています。

夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20:20～20:50

また、昨年、市内を７地区に分け、３４２世帯

図
プ

消身

に行った「熱 海市いきいき活動 調査」によれば、

多賀神社例大祭（上多賀地区）※29日まで
ゆがわらサンバパレード＆伊豆湯河原温泉納涼花火大会
（泉公園）19:00～21:00

交通や地形などの条件により、地域によってシ

15

31 ㈫

図
釣

ニアの皆様のお困りごとなどが大きく異なるこ

30 ㈪

ふれあい電話相談 ☎ 0557(81)8080

夏季熱海海上花火大会（熱海湾）20:20～20:50
●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

28 ㈯
29 ㈰

起

法

27 ㈮

■火災情報・救急当番医の情報は
■学校・家庭・心の問題などの相談は

●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
◆両親学級（いきいきプラザ）13:30～16:15

25 ㈬
26 ㈭

図
プ

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9:30～11:30
◆おっぱい相談会（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～

24 ㈫

◇南熱海マリンホール ☎ 0557(68)4778
火災・救急テレホンサービス ☎ 0557(81)9911

人消
障

大空を泳ぐ鯉のぼりの下で
５月４日～６日、
「姫の沢公園花まつり」
が開催されました。期間中は、大空を泳ぐ鯉
のぼりの下で、ステージ演奏などさまざまな
イベントも行われ、姫の沢公園内では多くの
人が楽しみました。

出来たてのところ天のお味は？
５月 1 日〜 5 日、「初島ところ天まつり」が開
催されました。来場者は特製のタレをつけたとこ
ろ天や新鮮なサザエのつぼ焼きを味わいました。

とが分かりました。シニアの皆様の生活満足度

◇エコプラント姫の沢 ☎ 0557(82)1153

19 ㈭

を高めていくためには、各地域の特性を踏まえ

◇泉支所 ☎ 0465(62)2335

起

阿治古神社例大祭（網代地区）※ 21 日まで
◆１歳６カ月児健診（いきいきプラザ）12:30 ～ 13:30

今後、
高齢化が進んでいく中で、
シニアの皆様

◇南熱海支所 ☎ 0557(68)2151

●エイズ検査・肝炎検査※予約制（熱海保健所）9:00～11:15

た施策を実施しなければなりません。

◇市役所 ( 代表 ) ☎ 0557(86)6000

行

が置かれた状況や各地域の特性をこまやかに捉

12:40 ～ 13:30

18 ㈬

えながら、施策の充実を図ってまいります。シニ

13日(金) 熱海中学校

初木神社例大祭（初島）※18日まで
●読み聞かせ（南熱海マリンホール）11:00～11:30

アの皆様におかれましては、ご自身の熱海の暮

12:40 ～ 13:30

10:00 ～ 10:50
13:00 ～ 13:40
14:00 ～ 14:35
15:05 ～ 15:40

建

らしを楽しんでいただくとともに、これまで積

12日(木) 多賀中学校正面玄関前

12:30 ～ 13:30

き

図
プ

17 ㈫

23 ㈪

内各所を取

て
材し

マ

まれた人生のご経験を、地域への貢献という形

時間
13:15 ～ 14:15
14:45 ～ 15:30
13:10 ～ 13:50
14:10 ～ 14:55
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

が市

華やかな舞台を楽しむ
4 月 28 日〜 29 日、熱海芸妓見番で「熱海をどり」
が公演されました。芸妓衆は一年間の厳しい稽古
の成果を華やかな舞で披露しました。

でも生かしていただければ幸いです。

実施日
ステーション
3日(火) 網代小学校
17日(火) 大縄公園
スルガケアサービス
4日(水)
上多賀会館
18日(水)
多賀小学校
ネオ・サミット湯河原
5日(木) 泉小中学校
19日(木) 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
6日(金)
七尾団地集会場
20日(金)
伊豆海の郷前
伊豆山小学校
10日(火)
第二小学校
24日(火)
ひばりヶ丘団地下駐車場
11日(水) 第一小学校
25日(水) 緑ガ丘公園
相の原団地バス停上駐車場

者

起

●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

何 身体障がい者「何でも相談」13:00 ～ 15:00

心 こころの健康相談
（予約制）13:30 ～ 16:00

当

マ

心

建 建築相談 ( 予約制 ) 13:00 ～ 16:00
人 人権よろず相談 13:00 ～ 16:00

起

◆２歳６カ月児歯科相談（いきいきプラザ）9:30～10:30

担

公

◆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（東部保健所）※予約制17:00～19:45

広報

3㈫

釣 熱海海釣り施設休業日 ☎ 0557(85)8600
マ マリンスパ休館日 ☎ 0557(86)2020

図
プ

消身

た

2㈪

し

1㈰

マークの説明

施設休業日

熱海国際映画祭
初島花火大会（初島第二漁港）20:00～20:15

ま

7 月 July

各種相談日

釣
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熱中症を予防して元気な夏を！
熱中症とは？
熱中症とは、温度や湿度が高い中で、体内の水分や塩分（ナトリウムなど）のバランスが崩れ、体
温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体がだるい、ひどいときにはけいれんや意識の異
常など、さまざまな障がいをおこす症状のことです。

熱中症予防のポイント！
部屋の温度をこまめにチェック！（普段過ごす部屋には温度計を置くことをおすすめします）
室温 28℃を超えないように、エアコンや扇風機を上手に使いましょう！
のどが渇いたと感じたら必ず水分補給！
のどが渇かなくてもこまめに水分補給！
外出の際は体をしめつけない涼しい服装で、日よけ対策も！
無理をせず、適度に休憩を！

↓こんな時はためらわずに救急車を呼びましょう↓
●自分で水が飲めなくなったり、脱力感や倦怠感が強く、動けない場合はためらわ
ずに救急車を呼んでください。
●意識がない（おかしい）、全身のけいれんがあるなどの症状を発見した人は、た
めらわず救急車を呼んでください。
問い合わせ：消防署

納期のお知らせ
７月２日（月）
■市民税・県民税

☎ 0557（86）6605

維持管理室

☎ 0557(86)6218 ID 1001937

海水浴場を開設します！

第１期

■別荘等所有税
第１期
【納税室】☎ 0557(86)6164
■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。

ID 1000522

開設期間

７月 14 日
（土）
～９月２日
（日）

熱海サンビーチ・長浜海水浴場・網代温泉海水浴場

熱海市メールマガジン http://www.city.atami.shizuoka.jp/mailmagazine/ 広報あたみラジオ放送 ＦＭ熱海湯河原 79.6MHz
広報あたみは再生紙を使用しています。
発行：熱海市／編集：秘書広報課広報情報室／〒413-8550 熱海市中央町1-1☎0557（86）6070

koho@city.atami.shizuoka.jp

