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ささえあい

10 月 4 日（月）
あ
熱海市伊豆山ささえ逢いセンター
が開設されました。
（熱海市総合福祉センター６階）

◆今月の主な内容◆
火災に備えて･･･････････････ ２
熱海市の下水道････････････ ４
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各記事に記載している７桁のページ

を市の HP の検索窓に入力すると、該当ページが表示されます。

熱海消防からのお知らせ～火災予防について～
在宅酸素療法を行う時は火気の取り扱いにご注意ください！
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、在宅酸素療法を行う自宅療養者が増加しています。
在宅酸素療法に使用する酸素濃縮装置、液化酸素装置および酸素ボンベの使用中に、喫煙など火
気使用が原因と考えられる火災が発生していることから、在宅酸素療法を行う際には酸素吸入時の
火気の取り扱いについて以下の事項に十分注意してください。

火災の被害を抑えるためには日頃の取り組みが重要です。
消防用設備などの点検
□法令に基づく点検を実施し、消防機関に報告をしていますか？
□不備事項を改修していますか？
避難施設などの維持管理
□避難方法を理解していますか？
□階段、防火戸、避難通路や避難器具降下場所などに物が置かれて
いませんか？
□火気機器、喫煙場所、電気器具、避難施設、消防用設備などや
防火設備など定期的にチェックしていますか？

高濃度の酸素を吸入中
に、たばこなどの火気を
近づけるとチューブや衣
服などに引火し、重度の
火傷や住宅火災の原因と
なります。

酸素濃縮装置などの使用
中は、装置の周囲２ｍ以
内には火気を置かないで
ください。
特に酸素吸入中には、た
ばこを絶対に吸わないで
ください。

火気の取り扱いに注意し取扱説明書どおりに正しく使用すれば、酸素が原因でチューブや衣服な
どが燃えたり火災になることはありません。過度に恐れることなく、医師の指示どおりに酸素を吸
入してください。

熱海市消防本部では住宅用火災警報器の設置をお手伝いします！

・熱海市内在住で 65 歳以上の人
・様々な理由で取り付け困難な場合
ご相談いただければ、無料で設置する支援を実施しています。
※住宅用火災警報器は各世帯で事前に購入していただく必要があります

全国 83％
静岡 81％

熱海市における住宅用火災警報器の設置率は 80％となっています。
火災の早期発見や逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置しましょう！
定期的な点検の実施と、設置から 10 年経過したものについては交換をお願いします。
※設置率は令和 2 年度統計

まずは住宅用火災警報器相談窓口までご連絡ください
熱海市消防本部 消防総務課 予防室 ☎0557
（86）6621
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火災に備えて

消防訓練の実施
□火災発生時に適切な通報、初期消火、避難誘導ができますか？
□消火器や屋内消火栓設備、避難器具の使用方法を知っていますか？
こんなところにも気をつけましょう！
□建物内の火気取り扱い場所を明確にして把握しておきましょう。
□死角となりやすい場所には、可燃物を置かないようにしましょう。
□台所周りは常に清掃し、整理をしましょう。

事業やお店を始められる皆さんへ
消防法や条例に基づき各種届出が必要です！
共同住宅やビルなどを新築した場合や、事業を行う目的でテナントに入居する場合などで、
新たに消防用設備など ( 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備など ) の設
置が必要となったり、防火管理や定期点検などの届出が必要となる場合があります。
消防が防火対象物の使用状況を把握し、防火の専門家の立場から届出内容の確認や消防用設
備などの設置状況などを事前に審査・指導をすることにより、建物の安全性を確保するために
も、届出をお願いします。
また、届出を怠ると消防法令違反となります。

まずは消防本部にお気軽にご相談ください
熱海市消防本部 消防総務課 予防室 ☎0557
（86）6620
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公共下水道整備区域図

湯河原町浄水センター

公共下水道に接続しよう！

T

泉処理区

【公共下水道接続までの手続きの流れ】

黄色いエリアが公共下水道に接続することができるエリアだよ！

P 伊豆山浜中継ポンプ場

T 熱海市浄水管理センター
熱海処理区

全体計画区域
事業計画区域
供用区域

P 南熱海中継ポンプ場

①下水道課へ問い合わせる。
下水道接続にどのような費用がかかるのか、
また、利用できる助成制度などについて、下
水道課職員が詳しく説明します。
②熱海市指定工事店（管工事業者）から下水
道接続工事の見積をもらい工事を発注する。
工事費は、各家庭・工事店によって異なりま
す。
工事費については、助成制度や貸付制度があ
ります。

お気軽

に聞い

熱海市の下水道

キレイな水を守るには下水道接続が一番
まちを清潔にすることや、海や川などの身近な環境を守る
下水道。
下水道は、日常生活で使用しているトイレやお風呂、洗濯、
台所などからでる生活排水を処理し、キレイにしてから海に
戻し、水質保全の役割を担っています。
下水道は、見えないところで私たちの安全・安心で快適な
暮らしを支えています。

熱海の水環境は、甦る水100選受賞

てくだ

さいね

！

清らかな水環境の創出を目指し、昭和 26 年に下水道事業の認可を得て事業に着手し、その後、泉・伊豆山・
南熱海地区の順で公共下水道を利用できるようになりました。
また、熱海市はサンビーチや東海岸町を中心とした下水道整備が評価され、平成 12 年に建設省（現国土交
通省）より「甦る水 100 選」として表彰されています。サンビーチや長浜海水浴場などきれいな水環境が保
たれているのも、下水道が整備されているためです。

問い合わせ先
下水道課

施設室

☎ 0557（86）
6526
6528
1000888

数字からみる下水道の豆知識

公共下水道と浄化槽の違い
「処理後の汚れ量」をみると、
水がきれいになることがわかる

【128km】下水道管の長さ

ね！単独浄化槽は、雑排水の処

熱海市の地面には約 128km の下水道管が埋まっています。普段は
見えない下水道管ですが、状態が悪くなると詰まってしまったり、破
損して道路が陥没したりするので、順番に管の更新を行っています。
※ 120km ＝熱海から東京までの距離

理ができないから、処理後の汚
れ量は、公共下水道の 16 倍に
もなるんだ！

★公共下水道普及率
熱海市

5

平成 30 年度 13%

令和元年度 16%( 全国平均 6%)

★水洗化率

処理後の
汚れ量

処理水

市 トイレ排水と雑排水

２g

合併浄化槽 家屋所有者 トイレ排水と雑排水

４ｇ

公共下水道 熱

海

単独浄化槽 家屋所有者

公共下水道の利用状況(令和元年度末現在)

【16%】下水道管の老朽化率

法定耐用年数を超えた下水道管の長さの割合を表した指標。下水道管の耐用年数は約 50 年間とさ
れており、順番に管の更新を行っていますが、熱海市の下水道管は昭和 40 年代から急激に整備され
た管の割合が高く、年々上昇しています。

維持管理

トイレ排水

32ｇ

・雑排水
風呂、手洗い、洗濯、台所で使用した水
・処理後の汚れ量 処理方法によって処理された後の水の汚れ量
１人１日あたりの排水量約 200 リットルに
含まれる生活排水の汚れ 40 グラムで計算

【18,000㎥】1 日あたりの下水処理量

熱 海 市 の 下 水 処 理 場 ( 浄 水 管 理 セ ン タ ー ) で は、1 日 に 約
18,000㎥のトイレ排水と雑排水を処理しています。水の汚れは、
ゴミなどを取り除いた後、微生物が汚れを食べ、さらに沈殿させて
きれいにしているため、きれいな水に再生するまでに 24 時間以上
の時間を必要とします。きれいになった水は、最後に塩素消毒して
海に放流しています。
※ 18,000㎥ = 小学校の標準的な 25m プール 約 30 杯分

処理方法ごとの処理水と処理後の汚れ量
処理方法

公共下水道が一番少なく、

★熱海市

下水道のマスコットキャラクター
スイスイです！
下水道について案内するよ！

人口のうち、公共下水道を利用できる人の割合

68％

全国

79％

熱海市で公共下水道を利用
できる人のうち、あと 12％
の人が公共下水道に接続す
ると 100％になるね！
接続するにはどうすればい
いんだろう？
次のページを見てみよう！

公共下水道を利用できる人のうち、実際に下水道に接続して汚水
処理している人の割合で 100％となっていることが望ましい。

熱海市

88％

全国

95％
広報あたみ 2021.10

4

令和４年度

幼稚園児・保育園児等入園のご案内

問い合わせ 学校教育課 教育保育推進室 ☎0557(86)6553

〇幼
稚
園 ･･･ 小学校以降の教育の基礎を作るために幼児期の教育を行う施設
〇保育所など
保
育
園 ･･･ 就労や病気等により家庭で保育ができない保護者に代わって保育する施設
認 定 こ ど も 園 ･･･ 幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持った施設
小規模保育事業所 ･･･ 0 歳から 2 歳 ( 令和４年 4 月 1 日時点 ) の子どもを対象に保育する施設

所在地

市ホームページ

電話番号

その他

多賀幼稚園

市立

下多賀918-１

☎0557(68)1768

—

伊豆山幼稚園

市立

伊豆山711

☎0557(80)5269

—

泉幼稚園

市立

泉52-１

☎0465(62)6431

—

電話番号

その他

所在地

MOAあたみ幼児学園

私立

海光町9-23

☎0557(84)2385

抽選日11月5日(金)10：00

あたみこども園

市立

桜町3-20

☎0557(82)1471

—

※教育内容など詳細は各園にお問い合わせください

保育所等(保育園・認定こども園・小規模保育事業所)

設置

所在地

市ホームページ

受入年齢

通常保育時間

延長保育

休日保育

私立

上多賀934-16

６カ月～

7：00～18：00

～19：00

〇

富士保育園

私立

東海岸町7-13

８カ月～

7：00～18：00

～20：00

×

栄光熱海中央保育園

私立

上宿町4-19

57日～

7：00～18：00

～20：00

〇

和田木保育園

市立

下多賀173-1

10カ月～

7：15～18：15

～18：30

×

初島保育園

市立

初島217-3

10カ月～

8：00～16：00

×

×

認定こども園

設置

所在地

受入年齢

通常保育時間

延長保育

休日保育

MOAあたみ幼児学園

私立

海光町9-23

10カ月～

7：30～18：30

×

×

あたみこども園

市立

桜町3-20・13-4

10カ月～

7：15～18：15

～18：30

×

小規模保育事業所

設置

所在地

受入年齢

通常保育時間

延長保育

休日保育

栄光熱海さきみ保育園

私立

57日～

7：00～18：00

～20：00

〇

※入園手続きや保育料などの詳細は、教育保育推進室☎ 0557(86)6553 までお問い合わせください
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おじいちゃんが
いなくなった！

→

保護

→

帰宅までの流れ
おじいちゃんが
見つかった！

あれ…大丈夫かな？
衣服についている二次元コード
（QR）を読み込んでみよう！

24時間365日連絡可

ご家族

【申請から利用準備までの流れ】

① 長寿支援室の窓口に申請書類
（申請書、
どこシル伝言板登録シート）を提出
してください。申請書のみホームページからもダウンロードできます。
② 申請受理後、
決定通知書と二次元コード
（QR）
のラベルシールを送付します。
③ 郵送された手順書に沿って、専用サイトにてパスワードを発行してください。
④ 二次元コード
（QR）
のラベルシールを普段よく使用するもの
（杖、シルバー
カー、帽子など）
に貼ります。
認知症高齢者保護情報共有サービス

Ⓡ

多賀保育園

咲見町12-18

徘徊のため行方がわからなくなってしまった認知症の人の早期発見につな
がるサービスです。発見者が衣類や持ち物に貼った二次元コード（QR）を読
み取り、インターネット上の伝言板に書き込むことで、ご家族にメールが送
信され、発見・保護につなげることができます。

発見者

設置

受付期間：11月１日（月）～19日（金）午前８時 30 分～午後５時 15 分 ( 土日祝日を除く )
受付場所：市役所第３庁舎１階 学校教育課
そ の 他 ：10 月中旬から教育保育推進室にて入園案内および申込書などを配布します。
申し込み多数の場合はご希望に添えない場合があります。
また、現在入園中で来年度も引き続き同じ保育園に通園を希望される場合は、
園を経由して申し込みを受け付けます。

長寿支援室☎0557（86）
6316 1006721

伝言板にアクセスし、
家族が自動メール受信

認定こども園

保育園

問い合わせ

個人情報は
表示されません。

対
象：平成 28 年４月 2 日（５歳児）～平成 31 年４月１日生まれ（３歳児）
受付期間：11月１日（月）～19日（金）午前９時～午後４時 ( 土日祝日を除く )
※ MOA あたみ幼児学園は希望者多数の場合、
抽選になりますので必ず下記日時に来園してください
受付場所：各園に直接お申し込みください。
設置

（認知症高齢者等保護情報共有事業 ）

発見

幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）

幼稚園

熱海どこシル 伝言板

地域の皆さんにお願いです

どこシル伝言板の手順を確認 ➡

このシールを貼った人はあなたの支援が必要です。
二次元コード（QR）を読み取るか、自治体や警察へ
シールに記載がある登録番号をお伝えください。

「見守り SOS ネットワーク」の事前登録

こちらも
併せて登録を！

住所や生年月日、身体的特徴や写真を添付した申請書を
長寿支援室に登録するほか、申請者の同意を元に所管警察
署へも届け出をし、情報を共有します。登録は無料です。
広報あたみ 2021.10
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県内 35 市町と静岡県、静岡地方税滞納整理機構は連携して地方税の徴収を強化します。

熱海芸術祭とは…
古くから国内有数の温泉観光地として多くの文豪から愛されてきた、この
熱海を舞台として新しい芸術の息吹を感じるイベントを開催いたします。
開催されるイベントは下記のとおりです。

です
「滞納整理強化月間」

11月
12月は

問い合わせ

納税室

納付相談☎0557
（86）6165
口座振替☎0557
（86）6164 1004436

税金は私たちが安心して暮らし、さまざまな行政サービスを受けるための大切な財源です。
市税の滞納は、納期限内に納税している皆さんと公平性を欠くことになり、さらには市の財
政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになります。
納付が困難な場合は、一人で悩まず、放置せず、早めの相談をお願いします。

強化月間中の主な活動

対象者の財産調査を行い、財産のある人へは債権などの差押を積極的に実施します。
また、必要に応じ滞納整理の専門機関である静岡地方税滞納整理機構への移管を行います。

コンビニでも市税が納められます！

納付書に記載された各納期限内であれば、
全国の主要なコンビニで納付することができ
ます。ただし、納付金額が 30 万円をこえる
場合など、一部取り扱えない納付書も
あります。

市税の納付には｢口座振替｣が便利です！

口座振替（自動払込）なら、指定口座から自動的
に市税を納めることができるため、金融機関に出
向く手間がなく大変便利です。
通帳と通帳印を持参のうえ、市内金融機関
（ゆ
うちょ銀行を含む。
）
の窓口でお申し込みください。
郵送で申し込みができる「ハガキ型の申込書」
もあります。希望される人はご連絡ください。

税の作品展のご案内
11 月 11 日から 17 日は「税を考える週間」です。熱海市内の児童・生徒の皆さんから
応募のあった税に関する作品の展示を行います。
期
会
内

間：11 月 13 日（土）～ 23 日（火）
場：マックスバリュ熱海店
容：「税の標語」「作文・習字・ポスター」作品展示
【問い合わせ】 熱海税務署

管理運営部門

☎ 0557(81)3438（ダイヤルイン）

スマホやパソコンから確定申告ができます
来年の確定申告は感染リスクの軽減のためにも、スマートフォンやパソコンで自宅から申告
することができる e-Tax のご利用を、是非お願いします。
「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたは IC カー
ドリーダライタ」があれば、パソコンやスマートフォンから e-Tax で所得税・消費税・贈与
税の申告書作成および送信ができますので、税務署に行く手間がかかりません。
【問い合わせ】 熱海税務署
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個人課税部門

☎ 0557(81)3518（ダイヤルイン）

※日程や時間など詳細については各団体へご確認ください
新型コロナウイルス感染症の状況により日程・内容が変更となる場合がございます

問い合わせ

観光推進室☎0557（86）
6195

● ATAMI ART EXPO 2021
（URL：https://atami-art-expo.jp）

歴史と文化に彩られた熱海の街を散策しながら多彩な作品を楽しむアート・イ
ベント。熱海を中心に活動するアーティストが、絵画、彫刻、写真、陶芸、鍛金、
彫金、人形、吹きガラス、壁画、刺繍、漫画、音楽ライブなどを披露します。
開催期間：10月22日（金）〜24日（日）をメインに、前後サテライト会場にて
10月1日（金）
〜11月15日（月）
会
場：起雲閣ほか
料
金：お問い合わせください。
お問合せ先：☎080（3260）
2737

●第 4 回熱海怪獣映画祭
（URL：https://atamikaiju.com）

かつて、数々の怪獣映画や特撮映画の舞台となってきた熱海を「怪獣映画の
聖地」として盛り上げようと、有志の熱海市民が立ち上げた映画祭。怪獣映
画の上映に加えて、怪獣映画制作者たちが集まってのトーク、お絵かきコン
クールの展示などが行われます。
開催期間：11月21日（日）～23日
（火）
会
場：国際観光専門学校熱海校ほか 料
金：お問い合わせください。
お問合せ先：info@atamikaiju.com

●第三回熱海未来音楽祭

（URL：http://www.makigami.com/atamimirai.html）

熱海市在住の世界的ヴォイスパフォーマー巻上公一氏がプロデュースする
「SF 的な想像力で未知なる音楽へと誘う」音楽祭。電子音楽、即興音楽、朗
読、ダンスとのセッション、海岸でのパフォーマンスなど、アーティストと
参加者が一体となる刺激的な公演となります。
開催期間：10月16日（土）、17日
（日）
会
場：EOMO Store ほか
料
金：１プログラム 3,500 円
（18 歳以下 1,800 円、障がい者手帳をお持ちの人 2,500 円）
お問合せ先：makigamioffice@gmail.com、☎0465
（63）0578

●クレヨン王国ワールド 2021

あたみへ来てみてクレヨン王国！「クレヨン王国ワールド 2022」のプレイ
ベントを開催します。ファンタジー童話「クレヨン王国」の原作者、福永令
三先生本人撮影の物語にまつわる写真と三木由記子先生の表紙原画を展示し
ます。
開催期間：11月11日（木）～12月12日
（日）
（火曜日休催）
会
場：熱海の癒 新かどや会議室
料
金：100 円
お問合せ先：☎0557（83）
3311

● ATAMI ART GRANT
（URL：https://projectatami.com）

アーティストの制作活動支援を目的とした取り組み。熱海の街に彩りをつく
るアーティスト 30 組によって制作される作品は、本取り組みに共感した行
政・企業・個人の協力のもと、熱海市内に広く展示を行います。
開催期間：11月16日（火）
〜12月12日（日）
会
場：ホテルニューアカオほか
料
金：お問い合わせください。
お問合せ先：info@projectatami.com、☎0557
（82）
5154
広報あたみ 2021.10
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熱海市の人事行政運営状況

被災した皆さんへ 生活復旧支援のお知らせ
被災された皆さんへ各種相談窓口をお知らせします。不安に感じていることや、心配事などお気
軽にご相談ください。引き続き市ホームページでは生活復旧支援に関するご案内を掲載しておりま
す。詳細はホームページでご確認ください。
生活復旧支援等情報一覧
（市ホームページ）

各種相談窓口のご案内
対象項目

担当課

生活相談・健康相談
（伊豆山ささえ逢いセンター）

電話番号

熱海市社会福祉協議会・
長寿介護課 長寿支援室

0557-86-6380

予防接種相談

健康づくり課

0557-86-6295

市民相談室

協働環境課

市民相談室

0557-86-6073

土砂災害・浸水何でも無料電話相談

静岡県弁護士会沼津支部

055-931-1848

静岡県災害対策士業連絡会による生活再建
相談窓口
協働環境課
(毎月第２、第４土曜日開設）
こころの電話
消費相談窓口

中小企業の融資や返済に関する相談

健康づくり室

市民協働推進室

0557-86-6191

静岡県精神保健福祉センター

055-922-5562

熱海市消費生活相談窓口

0557-86-6197

静岡県消費生活相談窓口

055-952-2299

熱海商工会議所総合相談

0557-81-9251

日本政策金融公庫

055-931-5281

沼津支店

問い合わせ

Ⅰ 熱海市人事行政の運営等の状況の概要

人事研修室☎0557(86)6036 1001672

１．職員数に関する状況
部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4 月 1 日現在）

熱海市社会福祉協議会
0557-86-6529
（熱海市災害ボランティアセンター）

被災者のボランティア関係

市では毎年、人事行政の運営状況を市民の皆さんに公表し、公平性・透明性の確保に努めています。
ここでは、市の職員数や給与の状況、勤務時間などについてお知らせします。

部

門

区

分

一般行政部門
教育部門
消防部門
合計

職員数（人）
令和 2 年
令和 3 年
334
340
74
66
88
87
496
493

※△はマイナスを表します

対前年
増減数

主な増減理由

6
△8
△1
△3

認定こども園新設による部門変更など
認定こども園新設による部門変更など
欠員不補充
特別職を除き、再任用職員を含む。

２．給与の状況（令和3年4月1日現在）
① 職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況
区分
一般行政職

平均年齢
42.5 歳

平均給料月額
335,792 円

② 期末手当・勤勉手当および退職手当の状況

期末・勤勉手当支給率
期末手当
2.55 月分
勤勉手当
1.90 月分
退職手当支給率
自己都合
勧奨・定年
勤続 20 年
19.6695 月分
24.586875 月分
勤続 25 年
28.0395 月分
33.27075 月分
勤続 35 年
39.7575 月分
47.709 月分
最高限度額
47.709 月分
47.709 月分

③ 特別職の報酬等の状況

勤務時間
7時間45分

伊豆山復興推進本部

熱海市長

齊藤
栄

本年七月三日に伊豆山地区で発生した土石流

災害から約三カ月が経ちました。この間、市役

所の災 害 対 策 本 部が中 心となって、人 命 救 助・

捜 索 活 動、被 災 者 支 援 な どを 行ってきました。

発災当初は最大五百七十名を超える方たちが身

を寄せていた避難所は、地域への帰宅や応急住

宅への入居が進み、その役目を終えようとして

います。一方、逢初川などの復旧に向けた議 論

が始まってきました。このような状況を鑑みて、

行方不明者一名の捜索が続いている中ではあり

取り組みを着実に進めていくために、組織を再

ますが、今後の被災地域の復旧・復興に向けた

編し、伊豆山復興推進本部を新たに設置しまし

た。

復興推進本部の具体的な仕事内容は、まず年

度内に復興に関する基本的な方針となる「復興

まちづくり計画」を地元の皆様の意見をお聞き

しながら作ることです。地元に帰りたいと願う

皆様の希望を実現させるとともに、伊豆山全体

の発展に寄与する、未来を拓く計画に是非とも

したいと考えています。

ここで言う「復興」は広い概念で捉えています。

あ

河川や道路などの整備に限らず、今後設置する

「ささえ逢いセンター」による被災者の皆様への

フォロー、学校や子育てに関する対応、事業者

の皆様への支援なども含みます。これらの幅広

市役所全庁を挙げて取り組んでまいります。

い案 件 に 対 応 するために、関 連 部 局 が 連 携 し、

11

区分
市 長
副市長
教育長
議 長
副議長
議 員

給料・報酬月額
748,000 円
629,000 円
561,000 円
465,000 円
425,000 円
390,000 円

期末手当
4.45 月分

4.45 月分

④ 特記事項 令和 2 年人事院勧告を踏まえ、下記の対応を行いました。
ボーナスを 4.50 月から 4.45 月に 0.05 月分引下げ
３．勤務時間そのほかの勤務条件の状況
① 一般職員の勤務時間の状況（令和 3 年 4 月 1 日現在）

〈９月30日執筆〉

※「平均給与月額」とは、給料月額と
毎月支払われる扶養手当、住居手当な
どの諸手当の額を合計したものです

平均給与月額※
408,116 円

開始時刻
午前8時30分

終了時刻
午後5時15分

休憩時間
正午～午後1時

② 年次有給休暇の使用状況（令和 2 年度）
一人当たり平均使用日数

10.2 日

４．分限および懲戒処分の状況（令和2年度）
分限
処分件数

降任

免職

０件

０件

休職
20件
(7人)

降給
０件

合計
20件
(7人)

懲戒
処分件数

戒告

減給

停職

免職

合計

0件

0件

0件

0件

0件

Ⅱ 熱海市公平委員会の業務の状況（令和 2 年度）

156

１ 勤勉条件に関する措置の要求の状況
２ 不利益処分に関する不服申立て状況

詳しい内容は熱海市ホームページで
公表予定です。

０件
０件

令和３年度熱海市職員採用試験【C 日程】
（金）
申込受付期間 10月29日（金）～11月12日
募集職種

第一次試験

令和３年11月27日（土）

土木技術（社会人経験者）、建築技術（社会人経験者）、水道技能、
幼稚園教諭・保育士
問い合わせ 人事研修室☎0557(86)6036 1001635

広報あたみ 2021.10
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※新型コロナウイルス感染症などの影響により変更が生じる場合があります

農業者年金の加入資格･要件

農業委員会事務局☎0557
（86）
6690
1007285

こども医療費助成受給者証更新

里親になりませんか(里親月間)

1000970

子育て支援室☎0557
（86）
6352
東部児童相談所☎055
（920）
2083

子育て支援室☎0557（86）
6352

農業者年金は、積立方式による
確定拠出型年金です。加入資格 ･
要件に該当する人はいつでも加入
･ 脱退ができます。また、保険料
の全額（生計を一にする配偶者等
の分を含む）について、所得税の
確定申告の際に社会保険料控除と
して所得金額から控除できます。
加入資格 ･ 要件（①～③すべて）
① 20 歳以上 60 歳未満
②農業に従事する者
（年間農業従事日数が 60 日以上）
③国民年金第 1 号被保険者
（国民年金保険料免除者を除く）

市では高校３年生までを対象に
医療費助成を行っています。10
月１日から利用できるこども医療
費助成受給者証を送付しましたの
で、届かない場合はお問い合わせ
ください。なお、保険証や保護者
などに変更のある人、出生 · 転入に
より助成の手続きをしていない人
は、窓口で手続きをしてください。

消費税インボイス制度説明会

新型コロナウイルス感染症の感
染拡大の長期化に伴い、市内中小
企業者等支援と市内経済活性化の
ため、登録店舗で使用できる「熱
海市民クーポン券」を対象となる
市民の皆さんに送付しました。

熱海税務署☎0557（81）
3515

令和５年 10 月１日から、現在
の区分記載請求書等保存方式か
ら、適格請求書等保存方式（イン
ボイス制度）が実施されます。イ
ンボイスを発行できる「適格請求
書発行事業者」となるための登録
申請手続は令和３年 10 月から受
け付けを開始します。事業者の皆
さんには事前予約による説明会を
開催します。
日時：
①11月４日（木）午前10時～11時
②12月13日
（月）午前10時～11時
場所：熱海税務署４階
（上宿町 14 番 15 号）
定員：各 20 人
※詳細はお問い合わせください

「熱海市民クーポン券」
ご不在時の受け取り方法

産業振興室☎0557（86）
6203
･6204
1006807

【ご不在などで受け取れなかった場合】

郵便局の保管期間（７日間）が
過ぎたものは、市役所でお預かり
しています。
原則、世帯主または世帯員にお
渡ししますので、郵便局の不在連
絡票と本人確認書類（運転免許証、
健康保険証など）をお持ちのうえ、
観光経済課産業振興室（第１庁舎
３階）へお越しください。
お渡し期限：令和４年１月 31 日
お渡し対応時間：市役所開庁日の
午前８時 30 分～午後５時 15 分
※再送付はできません

下記の部分は、お店・企業の広告枠です。

市民協働推進室☎0557
（86）
6073

1001020

10 月は里親月間です。里親制
度とは、さまざまな事情により家
庭で養育することが困難な子ども
を、知事の認定した里親に預け、
里親家庭で愛情を持って育てよう
という制度です。
里親になれる人
県が実施する研修を修了し、知事
が里親として認定後、里親名簿に
登録された人。
里親の種類
委託期間や目的などにより４種類
あります。
〇養育里親：要保護児童を養育
（一般的な里親）
〇専門里親：２年以内の期間で、
虐待を受けた子どもや障がいのあ
る子どもを養育
〇親族里親 : 親が死亡や行方不明
などの事情により養育できなく
なった子どもを、３親等内の親族
が養育
〇養子縁組希望里親 : 養子縁組を
希望するもの
里親になったあとは
〇児童相談所が里親の希望を聞い
たうえで養育する子どもを決定し
ます。
〇子どもを養育している間は、定
められた経費が支払われます。
〇子育てに関する悩みや不安に
は、児童相談所などが相談に応じ
ます。
※詳細はお問い合わせください

1004534

夫 · パートナーからの暴力やス
トーカーなど女性の人権でお困り
の人はひとりで悩まずお電話くだ
さい。
日時：11月12日（金）～18日
（木）
午前８時 30 分～午後７時
※土日は午前 10 時～午後５時
その他：強化週間以外でも、以下
のとおり受け付けています。
☎ 0570
（070）810
（ゼロナナゼロのハートライン）
※平日の午前８時 30 分
～午後５時 15 分
主催：静岡地方法務局、静岡県人
権擁護委員連合会
※詳細はお問い合わせください

保険年金室☎0557
（86）
6268

市の国民健康保険証で診療を受
けた人の中で、7 月に調剤された
薬をジェネリック医薬品に変更す
ることで薬にかかる自己負担額が
一定額以上軽減されると見込まれ
る人に、差額通知を 10 月中旬に
発送します。ジェネリック医薬品
への変更を希望される場合は、医
師 · 薬剤師にご相談ください。
普通救命講習の受講者を募集

消防署救急係☎0557（86）
6605
1000523

８月末の人口
人

口

男
女

35,410 人
16,057 人
19,353 人

親子deボッチャ体験会

社会教育室☎0557（86）
6572

1000671

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処置を行
えるように丁寧に指導します。
巡回交通事故相談（予約制）
日時：11月20日（土）
市民協働推進室☎0557
（86）
6073
午前９時30分～12時30分
1004537
場所：泉公民館２階大広間
対象：中学生以上の市内在住者 ·
静岡県交通事故相談所相談員が
在勤 · 在学生
解決に向けてアドバイスします。
定員：15人（先着）
相談は無料、予約制で、秘密は厳
申込期間：11月１日（月）
守します。
～11月14日（日）
交通事故でお困りの人はお気軽
申込方法：電話·窓口·メール·FAX
にご相談ください。
（事前に電話確認のうえ、市ホーム
日時：11月10日（水）
ページにある申込用紙でお申し込
午前 10 時～午後３時
みください。）
場所：市役所第１庁舎３階
（市民相談室）
詳細はこちら
内容：賠償額の計算、示談の進め
市ホームページ
方、事故の過失割合など
その他：新型コロナウイルス感染
申込方法：電話 · 窓口
症の拡大状況に
申込期限：11月８日（月）
その他：当日は交通事故証明書、 より、中止とな
る場合がありま
診断書など事故関係書類があれば
すのでご承知お
ご持参ください。
きください。
※詳細はお問い合わせください

統計情報
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ジェネリック医薬品差額通知

｢女性の人権ホットライン」
強化週間

世帯数
21,274 世帯
人口前月比
62 人減

1009188

静岡県は 11 月を ｢家庭教育を
考える強調月間｣と定めています。
市ではこの強調月間に「親子 de
ボッチャ体験会」を開催します。
日時：11月23日（火･祝）
午前10時～11時30分
場所：南熱海マリンホール
対象：小学生とその保護者
定員：10 組
※２人１組で 20 人まで（先着順）
参加費：100 円 / 人（保険料含む）
申込期限：11月５日（金）
申込方法：電話 · メール
※メールの場合は、参加者（親子）
の名前 ･ 住所 ･ 電話番号 ･ 学年を
明記してください
メ ー ル：shakaikyoiku@city.atami.
shizuoka.jp
その他：参加者の検温を実施し、
体温が 37.5 度以上の人は参加を
見合わせていただきます。また、
マスクの着用（不織布マスクを推
奨）を徹底し、競技中は人と人と
の距離を確保します。
中小企業等応援金
応援金コールセンター
☎0120
（880）
380

飲食店の休業 · 時短営業または
外出自粛などの影響により、売り
上げが減少した県内中小企業など
を対象に、国の「月次支援金」に
県独自の要件緩和や酒類販売事業
者への上乗せを行う「中小企業等
応援金」を給付します。
コールセンター対応時間：
午前９時～午後５時（土日 · 祝日
含む全日）
静岡県
ホームページ

８月のごみ量
可燃ごみ 約 1,453 ㌧
その他
約 269 ㌧
合 計
約 1,722 ㌧
対前年比
89.7 ％

人口 1 人 1 日排出量
熱海市
約 1,599 ㌘
全 国
約 918 ㌘

全国は令和元年度平均データ

広報あたみ 2021.10
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11月

November

マークの説明

各種相談日

■市民相談 市民相談室 ☎ 0557(86)6073
行政相談 13:00 ～ 15:00
法律相談 ( 予約制 ) 13:00 ～ 16:00
建築相談 ( 予約制 ) 13:00 ～ 16:00
人権よろず相談 13:00 ～ 16:00
交通事故相談 ( 予約制 )10:00 ～ 15:00
不動産相談 13:00 〜 15:00
公証人相談 ( 予約制 )13:00 〜 15:00

■福祉関係相談 障がい福祉室 ☎ 0557(86)6335
身体障がい者相談会 9:30 ～ 11:30
知的障がい者相談会 10:30 ～ 12:00
障がい者就労支援相談 10:30 ～ 12:00
身体障がい者「何でも相談」13:00 ～ 15:00

２㈫

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9:30～11:30
◆おっぱい相談（いきいきプラザ）10:00～11:30
●０歳児サークルアイアイ「冬の過ごし方（ナースのお話）」
（南熱海マリンホール）10:00～11:00 ※要予約(５組限定)
◆７～８カ月児相談（いきいきプラザ）13:00～15:00

３㈬

文化の日

実施日

ステーション

時間

●献血（静岡県総合庁舎）12:15～13:45、
（国際医療福祉大学熱海病院）14：30〜16：00

６㈯

ながはま特設市（長浜海浜公園）9：00〜15：00※7日まで

７㈰

秋季熱海海上花火大会（熱海湾）20:20～20:40

８㈪
９㈫

◆両親学級③（いきいきプラザ）10:00～12:30

10㈬

１歳６カ児健診（いきいきプラザ）12:50～13:30受付

11㈭
12㈮
13㈯

日曜朝市（渚小公園）7:00～10:00

※熱海市文化財保護審議委員

社に合併され、電気の供給は平井発電所

（函南）から行われるようになりました。

そして、この電灯の導入により、熱海

※ 「あたみ歴史こぼれ話」のさらに詳しい内容は
市ホームページ（ 1009091）に掲載しています

の旅館は各部屋のランプの手入れや灯油

問い合わせ
歴史資料管理室☎0557（48）
7100

｢富士屋」は現在の「静岡銀行」
（熱海支店）
の辺りです。

の準備などから解放され、さらに火災の

明治 年に発行された
『豆州熱海全図』

※新型コロナウイルス感染症などの影響により日程・内容が変更になる場合があります

心配も大幅に減りました。

30㈫

第三十話

10

熱海の街に電灯がついた！

28

29

発電所や電線、電柱が描かれています。

撮影

とも

明治29年『豆州熱海全図』の部分図

「公園」
（梅園）の近くに「電機會社
梅園の近くにある 丹｢那トンネル殉職 には、
発電所」が記され、街には電柱や電線も
碑 の
｣ 入口を入ってすぐ左手に 熱｢海水
描かれています。
力発電所跡碑 が
｣ 建っています。
、『熱海風土記』
（山田兼次著）
明治 年 月、熱海に初めて電灯が点 参考『熱海市史』

りました。これは 熱｢海電燈株式会社（杉
｣
山仲次郎社長）が丹那トンネル東口付近

で、初川を利用して県下初（全国では８

きん

番目）の水力発電所を建設し、温泉街に

電気を供給したものでした。

さ い と う よ うはち

30

29㈪

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。

勝山輝男氏

｜問い合わせ｜文化交流室☎ 0557(86)6234

当時の様子が明治 年発刊の『熱海錦

のう

しょく

等に機械を三百五・六十か所設置してい

こう き

日曜朝市（渚小公園）7:00～10:00

たいさい

28㈰

ク燈を備え付け、大祭祝日、その他高貴

秋季熱海海上花火大会（熱海湾）20:20～20:40

る。富士屋（旅館）
の邸内は千二百燭のアー

27㈯

※要予約(10組限定)

こう さい

●マリンキッズ「作ってあそぼう」
（マリンホール武道場）10:00～11:30

さん らん

26㈮

めい か

25㈭

名家の送迎及び熱海で記録すべき事あれ

24㈬

ば、これを点燈して街に燦爛たる光彩を

勤労感謝の日

はく じつ

23㈫

あん や

14：15～15：15

添える。各店の電燈もこれと輝き合って、

21㈰

秋季熱海海上花火大会(熱海湾)20：20〜20：40

その光景のまばゆいことは暗夜も白日に

ながはま特設市（長浜海浜公園）9:00～15:00※21日まで
秋季熱海海上花火大会(熱海湾)20：20〜20：40

ほとり

20㈯

34

し

19㈮

※イズコゴメグサ

池田満寿夫記念館蔵

し

●熱海子育て支援センター
なかよしランド＆10・11月お誕生日会
（栄光熱海中央保育園）

はな

18㈭

富士

異ならない。たまたま館外を散策する遊

17㈬

陶板

客は知らず知らずこの辺に集まって雑踏

◆乳幼児相談（いきいきプラザ）9:30～11:30
◆1歳はみがき教室（いきいきプラザ）10：00〜・11：00〜
◆おっぱい相談（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
就業相談会（福祉センター6階）13:00～16:00

嚢』 齋
( 藤要八著 に
) 記されています。
「（街に）電柱線を設け、各商店・温泉宿

16㈫

22㈪

■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
■契約トラブルやその他消費生活の相談は
消費生活相談窓口 ☎ 0557(86)6197
■同報無線が聞き取りにくい場合は
同報無線音声再生サービス☎ 0557(86)6066
※放送後 24 時間以内に限る

※アシタカマツムシソウ

15㈪

12：40～13：30

【各種電話番号】
◇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

●マリンキッズ「歯科相談」
（多賀保育園）10:00～11:30 ※要予約
（10組限定）
第35回熱海梅園もみじまつり （熱海梅園）※12月5日まで
（もみじライトアップ16：30〜21：00）

実に熱海の華というべきである。
」
（要約）

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

※要予約(10組限定)

を極め、目を奪うばかりの光景となる。

ひばりヶ丘団地下駐車場
10日㈬ 熱海中学校
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
25日㈭
12日㈮
桃山小学校
26日㈮

●マリンキッズ「親子ビクス」
（マリンホール武道場）10:00～11:30

すん ず

12：30～13：30

文化財というと、古い家や古文書、骨董品な
どを思い浮かべるかもしれませんが、樹木や名
勝といった自然も対象になります。
十国峠は鎌倉幕府の公的な行事とされる「二
所詣」のルート上にあり、箱根権現と走湯権現
（伊豆山）を結ぶ信仰の道の途上に位置し、源
実朝が初島を見て詠んだ歌は『金槐和歌集』に
収められています。

『熱海市史』によれば、熱海電燈株式

９日㈫ 第二小学校

15

５㈮

生涯学習課
Facebook

生涯学習課
Instagram

ここは富士山をはじめ十国五島を一望に収め
る全天周囲眺望地点で、谷文晁の『日金絶頂真
景図』や葛飾北斎の『豆州日金山眺望絵巻』な
どの作品にもその特徴が描かれています。
太宰治も『富嶽百景』の中で「十国峠から見
た 富 士 だ け は、 高 か っ た。 あ れ は よ か っ た。」
と大絶賛しており、富士山を嫌っていた池田満
寿 夫 も 十 国 峠 か ら の 富 士 山 に 感 銘 を 受 け、 以
後、多くの陶板作品を制作しています。
十国峠は相模湾と駿河湾の分水嶺で、箱根火
山と伊豆半島の接点であり、周辺の多様な植生
も特徴です。姫の沢公園の笹の広場あたりの南
斜面の草原では、秋はマツムシソウやイズコゴ
メグサなどの可憐な草花を見ることができま
す。 ま た、 冬 に な
ると駿河湾に沈む
太陽による幻想的
な風景を見ること
ができます。
※冬の日没
コロナ禍で遠方
への旅行が難しい時だからこそ、身近な熱海の
魅力を発見してみてはいかがでしょうか。

06

年、駿豆電気鉄道株式会

13：15～14：15
14：45～15：30
14：10～14：55
15：15～16：00
10：30～11：00
13：00～13：35
13：50～14：20
９：50～10：20
13：15～13：45
14：00～14：45

VOL.

会社は明治

２日㈫ 網代小学校跡
16日㈫ 大縄公園
上多賀会館
17日㈬
多賀小学校
ネオ・サミット湯河原
４日㈭
泉小中学校
18日㈭
泉支所
伊豆山中央バス停横
５日㈮
七尾団地集会場
19日㈮
伊豆海の郷前

生涯学習（ 1001060）
・文化施設（ 1001839）については
市ホームページ、Instagram、Facebookで情報を発信しています

「国登録記念物」十国峠（日金山）

４㈭

14㈰

11 月のブックバスかもめ号

※

１㈪

■施設休館日

図書館休館日 ☎ 0557(86)6591
起雲閣休館日 ☎ 0557(86)3101
熱海港海釣り施設休館日 ☎ 0557(85)8600
マリンスパ休館日 ☎ 0557(86)2020
第二小プール休館日 ☎ 0557(81)9558

施設休館日

広報あたみ 2021.10
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第二小プール市民割引券
大 人
高齢者
中高生
小学生

320
210
210
100

円
円
円
円

第二小プール市民割引券

→ 160 円
→ 100 円
→ 100 円
→ 50 円

大 人
高齢者
中高生
小学生

※ 1 枚につき１人割引

320
210
210
100

円
円
円
円

→ 160 円
→ 100 円
→ 100 円
→ 50 円

第二小プール市民割引券
大 人
高齢者
中高生
小学生

※ 1 枚につき１人割引

有効期限 : 令和３年 12 月 28 日

320
210
210
100

円
円
円
円

→ 160 円
→ 100 円
→ 100 円
→ 50 円

第二小プール市民割引券
大 人
高齢者
中高生
小学生

※ 1 枚につき１人割引

有効期限 : 令和３年 12 月 28 日

320
210
210
100

円
円
円
円

→ 160 円
→ 100 円
→ 100 円
→ 50 円

※ 1 枚につき１人割引

有効期限 : 令和３年 12 月 28 日

有効期限 : 令和３年 12 月 28 日

第二小学校
屋内プールで健康づくり!!
第二小学校のプールを一般の皆さんに開放しています。屋内温泉プールなので、天候に左右されず年間を
通して楽しめます。また、源泉 100％の温泉もあるので、心も体もリフレッシュ！
「ダイエットをはじめてみようかな？」「もっと体力をつけたい !」という皆さん、第二小学校屋内プール
で健康づくりをはじめてみませんか !
利用料金

開放時間（総入れ替え制）
市民

市民以外

大人

320円

480円

高齢者(65歳以上)
中学生・高校生

210円

320円

小学生

100円

160円

6,420円

9,630円

一般

3,200円

4,800円

高齢者(65歳以上)
中学生・高校生

2,100円

3,200円

小学生

1,000円

1,600円

団体貸切
回数券

※未就学児は入館できません。小学１～３年生までは、
保護者の付き添いが必要です。お得な回数券、月間
パスポートもあります。また、本プールは子どもか
ら大人まで幅広い年代の人が利用しています。プー
ルでのルールを守り、安全に楽しく利用しましょう！

納期のお知らせ

11月１日（月）

■市民税・県民税（普通徴収）
第３期
■別荘等所有税
第３期
■国民健康保険税
第４期
【納 税 室】☎0557(86)6164
■介護保険料
第４期
【介護保険室】☎0557(86)6284
■後期高齢者医療保険料
第３期
【保険年金室】☎0557(86)6257
納付には、便利な口座振替をご利用ください。

① 12:30 ～ 14:00

休館日：毎週月曜日および
② 14:30 ～ 16:00 年末年始（12/29 ～ 1/3）
③ 16:30 ～ 18:00 ※学校開校日は③と④のみの開放と
なります
④ 19:00 ～ 20:30

場

所

熱海市桜町３-20
第二小学校体育館棟 1 階

駐車場は数台分有り。

新型コロナウイルス感染防止対策
新型コロナウイルス感染防止対策として、入館時の健康
確認や施設の利用制限などを行っています。
詳細は下記までお問い合わせください。

問い合わせ スポーツ推進室☎0557
（86）6604
屋内プール管理事務所☎0557（81）
9558
1004835

新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルスワクチン接種対策室☎ 0557(81)1115

現在、感染力が極めて強い新型コロナウイルス
変異株の脅威に直面しています。今一度、「マス
ク着用」や「密を避ける」など感染予防の徹底を
お願いします。また、不要不急の外出や移動の自
粛にご協力ください。
また、ワクチン接種を希望する人はお早めにお
願いします。

新型コロナ
ウイルスワクチン
接種に関する情報

熱海市の各種情報はこちらから▼
熱海市ホームぺージ
https://www.city.
atami.lg.jp/

熱海市Twitter
https://twitter.
com/atamicity

熱海市Instagram
https://www.instagram.
com/atami_official/

広報あたみバックナンバー
https://www.city.atami.lg.
jp/shisei/koho/1001429/

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

FM 熱海湯河原(79.6MHz)
http://www.ciao796.com/

koho@city.atami.shizuoka.jp
広報あたみは再生紙を使用しています。

