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この ま ち が、 も っ と 好 きになる

39年の歴史に幕
10月8日

倉真6区で、地元住民、出身者ら約150人が集まり、

別れを惜しみながら最後の屋台の引き回しを行いました。
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誰もが﹁生涯お達者市民﹂で幸せなまちへ

〝
今日から 健
幸 生活
〟

年８

市では︑子どもから高齢者までの誰もが︑生涯健康で生きが
いを持ちながら自立して暮らす社会を目指して︑平成

健康づくり課︵☎

8111︶

市は︑これまでにも健診への助成︑
講座や講演会の開催︑学校や企業に

歳以上の方が︑元気で自立して

康寿命の指標で︑要介護2に満たな

お達者度︒これは静岡県独自の健

透していないことや︑健康づくりに

結果から︑これまでの施策が十分浸

してきました︒しかし︑お達者度の

動支援など︑さまざまな事業を展開

出向いての講座の実施や生きがい活

い

取り組む市民が少ないという課題も

年度に発表した掛川市

延伸を図るため﹁生涯お達者市民推

ちと考えられます︒
県が平成

進プロジェクト﹂を立ち上げました︒

市町の中では︑男性が

位︑
11

プロジェクトでは︑最初に市民の

課題抽出で見えた
生活習慣の改善の必要性

・７ 歳 ま で ︑ 女

・４ 歳 ま で 元 気 で 自 立 し た 生

82

活ができていると示されましたが︑

性は

の結果は︑男性は

27

女性が 位でした︒

県内

26

そこで︑市は健康寿命のさらなる

暮らせる平均期間のことを指します

市町中
位

注目しながら︑プロジェクトの取り組みを紹介します︒

今回は︑健幸生活のきっかけづくりに努める市民活動などに

月に﹁生涯お達者市民推進プロジェクト﹂を立ち上げました︒

27

︵図1参照︶︒わかりやすく言え

お達者度は県内
男性 位・女性

23
-

見えてきました︒

26 35

ば︑お達者な方が多ければ健康なま

11

65

85

35

仲間と楽しみながら
健康づくりに取り組む
「健康ステップアップ
教室」のみなさんに
目標を聞きました。
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〜誰もが「生涯お達者市民」で幸せなまちへ〜

今日から〝 健幸 〟生活

平均余命
50%

死亡

歳

健康に関する現状分析と課題抽出を
行いました︒

年度には生涯お達者市民

があるものの︑脳血管疾患による死

く︑がんの死亡率が低いという特徴

師は︑﹁掛川市は︑メタボが少な

成︑生涯お達者市民推進連絡協議会

置︑私の健康人生設計ノートの作

進︑公共施設へ血圧計や握力計の設

宣言の策定やウォーキング事業の推

め︑平成

亡が多いこと︑糖尿病予備軍が多い

こうした取り組みもあり︑平成

の立ち上げなどを行ってきました︒

この分析に関わった市の岩附保健

こと︑特定健診受診率が低いことな

位に上昇しました︒

年度公表のお達者度は男性
性

位︑女

29

組み︑糖尿病や高血圧の予防を図る

どのようなものでしょうか︒

ため︑重点的に取り組むポイントは

さらにプロジェクトの推進を図る

プロジェクト顧問である浜松医科

大学教授の尾島俊之さんは﹁食生

活︑運動︑社会参加の生活習慣が健

康と寿命を左右する︒運動︑栄養に

ていない方より約3割低い︒社会参

配慮している方の死亡率は︑何もし
①脳血管疾患の予防

めています︒次ページでは︑この3

長寿の3要素として健康づくりを進

生活﹂﹁運動﹂﹁社会参加﹂を健康

市はこれらの課題に対して︑﹁食

る﹂と訴えます︵図2参照︶︒

加が加わると︑さらに約2割低くな

や認知症の予防

④要介護の要因となる生活機能低下

慣の形成と継続

の発症と重症化の予防

②糖尿病や高血圧などの生活習慣病

このような状況から︑市は次の対
策を掲げました︒

※性別、年齢、体格指数、喫煙状況で調整したハザード比
静岡県高齢者コホート調査研究

③子どものころからの健全な生活習

課題解決への5策と
平成 年度の取り組み効果

ことが︑脳血管疾患で亡くなる方を

健康長寿の3要素は
﹁食生活﹂﹁運動﹂﹁社会参加﹂

10

減らすことになる﹂と力を込めます︒

とから︑﹁食生活改善や運動に取り

における項目も県下で下位であるこ

分以上歩くなど︑日ごろの生活習慣

また︑減塩の意識や週1回以上

します︒

ど︑課題が見えてきました﹂と指摘

28

要素の取り組みを通して︑健康づく

小笠医師会会長／生涯お
達者市民推進プロジェク
ト推進委員会顧問／加藤
医院院長

18

りのきっかけを探ってみましょう︒

加藤進さん

医師

30

⑤地域社会とつながり︑生きがいを
持って生活する人を増やす

INTERVIEW

掛川市で特徴的な脳血管疾患や認知症などを予防するた
めには、特定健診やかかりつけ医を定期的に受診し、自身
の健康状態を把握することが大事です。
現代人は忙しいので、どうしても現状把握をせず、即効
性を求めて薬に頼りがちですが、本来は食事などから治療
を始めることが大切です。高血圧で例えるなら、まずは3か
月の減塩と運動を行い、改善しない場合に薬を処方しま
す。適正な生活習慣と薬の両方があってこその治療です。
プロジェクトを通して健康づくりに意識を持ってもら
い、最期まで自分で歩き、自分で食べられるお達者市民に
なれるよう予防に努めてください。

脳血管疾患も認知症も、
生活習慣による予防が大事です

28

これらの５ つの対策を進めるた
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運動・栄養・社会参加の有無と死亡率

平均要介護期間
要介護度2以上
＋社会参加あり

平均自立期間
（お達者度）
運動・栄養あり

3要因なし
0%

65

死亡率が
約半分！

49%
68%
100%

お達者度（平均自立期間）＝65歳時の平均余命−平均要介護期間
死亡率
51%減
死亡率
32%減
100%

お達者度とは？
図1
「3要因なし」を基準にした場合

図2

きっかけは︑すぐそこにある
楽しく無理なく続ける健康づくりとは
誰にでも﹁きっかけ﹂はすぐそこにあります︒
健康長寿3要素の啓発を実践する団体の声を参考に︑

ひさ し

市や地域と協働し「社会参加+
歩行」を組み合わせたウォーキ
ングイベントを開催している

す﹂と話します︒継続性の大切さに

量のみそでもおいしくいただけま

さんにすること︒だしをとると︑少

をしっかりとること︒そして具だく

いました︒減塩のポイントは︑だし

ところ︑1・6㌘と高い濃度の方も

体験したり︑健康クイズを楽しんだ

酸素運動を行うウォーキング方法を

100人が参加し︑正しい姿勢で有

協働で開催︒三世代家族ら市民約

シャル・ウォーキング﹄体験会﹂を

﹁かけがわ生涯お達者市民﹃ソー

ひさ し

さんは︑運動の習慣づけについて

同社CSR本部長代理の髙井尚志

慣づけることが大切ですね﹂と笑顔

﹁健康づくりは︑地域・行政・企業

が一体となって実現できます︒世界

一の長寿国・日本︒超高齢社会では︑

健康寿命の延伸が欠かせませんので︑

日常の中で気軽に活動できるきっかけ

つけたり︑社会との関わりを持った

続けて﹁生活の中での運動習慣を

を提供していきます﹂と話します︒
歩行などの日常動作﹁身体活動﹂を︑

りすることが重要︒ウォーキングは

チャームと市は今年6月︑ウォーキ

目の包括協定を締結したユニ・

年2月に健康増進など7項

毎日の暮ら し に プ ラ ス し て 楽 し ん

社会参加しながらのウォーキングを

す︒認知症予防にもなりますので︑

るので︑脳の機能活性につながりま

身近で手軽にでき︑社会参加も促せ

毎日 分多くするだけで健康寿命が延

スポーツやトレーニング︑家事や

︻運動︼
日常にウォーキングをプラス

秋の今こそ意識してみませんか︒

まず︑0・数㌘の減塩を︑食欲の

をみせます︒

ことは大変︒幼少期からの食育で習

りしました︒

INTERVIEW

髙井尚志さん

本部長代理

ついて﹁大人になって習慣を変える

この秋から一歩を踏み出してみてください︒

︻食生活︼
減塩のポイントは﹁だし﹂
生活習慣病の予防で︑全国的にも
注目されているのが塩分を控える
﹁減塩﹂です︒市健康づくり食生活
年度から連携

推進協議会︵食推協︶と市保健活動
推進委員会は︑平成
し︑地域で運動と食事の改善指導を
行っています︒﹁健康はなまる講
座﹂もそのひとつ︒家庭のみそ汁の
塩分測定を行い︑減塩を呼びかけて
います︒
食推協会長の福田智穂さんは﹁ 始
め た こ ろ は ︑ 0 ・ 8 〜 1 ㌘ が 標 準の

INTERVIEW

「まずは自分が楽しく」をモッ
トーに、152人の会員と食の楽
しさや大切さを伝える

ユニ・チャーム㈱CSR本部

ングのきっかけづくりにと企画した

平成

びる効果があると分かっています︒

10

29

27

掛川市健康づくり食生活推進
協議会会長 福田智穂さん

生涯お達者市民が大勢いるまちへ

ポイントは、掛川流「協働力」

働のまちづくりを基本理念に、掛川流「協働力」
協 を発揮していきます。各団体のつながりをつくり、

一層の効果をあげるための推進連絡協議会を平成28年11月
に開催。情報交換やワークショップを行うことで、全市民
の健康づくりへの機運醸成を図っています。

4

〜誰もが「生涯お達者市民」で幸せなまちへ〜

今日から〝 健幸 〟生活

で く だ さ い﹂と話します︒

市は︑今後も地区まちづくり協議

会を通して︑同社と体験会の開催を

呼びかけていきます︒息がはずむ程

度の有酸素運動︒地域の仲間とコツ

を学び︑健康づくりの第一歩を踏み
出してみましょう︒

INTERVIEW

趣味を通した交流︑ボランティア

良くなっていく姿を見ることも楽し

を重ねるごとに参加者の歩く姿勢が

ちゃっとサポート隊﹂︒講師役をは

運営するのは︑平均年齢

歳の﹁茶

活動﹁がんばれ︑筋ちゃん体操﹂を

ます︒みなさんも自分にできる社会

気になる︒まさにそれを実践してい

人とつながることで︑心も体も元

人の登録ボランティアメ

んは︑参加したきっかけや活動の魅

当初から参加している大場勝子さ

て幸せなことです︒

ごすことは︑家族や自分自身にとっ

生涯を通して心身ともに健康に過

年後︑ 年後

力を次のように話します︒

健康という幸せな暮らしへ

参加を始めてみましょう︒

いって大事だなって思います﹂︒

活動︑仕事など︑社会参加の方法は

歳以上の方々が集まる介護予防

みの一つになりました︒人との出会

になって帰れるのが魅力ですし︑回数

第1期から参加。今年から加
わった第3期メンバーとともに
教室を盛り上げている

さまざまです︒

︻社会参加︼
相手がいれば大笑いもできる

茶ちゃっとサポート隊
大場勝子さん（城西）

じめ︑教室の進行やサポート役まで
全てを︑

68

ンバーで運営しています︒

40

自分もそうなれたら素敵だなと思っ

気でユーモアのある方だったので︑

﹁ジムで出会った指導員さんが元

体活動や食生活︑社会参加などを見

何が必要なのか︒日常の何気ない身

い︒そこにたどりつくために︑今︑

の幸せな自分を想像してみてくださ

生涯お達者で自分らしく暮らし続

ていました︒そんなとき︑募集して

けるため︑健康と幸せを実感できる

直してみてください︒きっかけは︑

は楽しい方ばかり︒自分も参加者も

﹁健幸生活﹂︑今から始めませんか︒

いたこのサポート隊に参加しまし

い つも笑っています︒一人で大笑いは

すぐそこにあります︒

30

た︒最初は不安でしたが︑メンバー

10

できませんから︒参加者も自分も笑顔
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65

①
③

②

①ユニ・チャームと市が協働したウォーキングイベントは子どもから高齢者
までが楽しんだ ②10月15日の「健康フェア」で、食推協会員が家庭のみそ
汁を塩分測定。子どもたちも興味津々 ③茶ちゃっとサポート隊が運営する
「がんばれ、筋ちゃん体操」の最後はハイタッチでみんな笑顔

10年後、みなさんは何をしていたいですか?

平成 年度一般会計・特別会計・
水道事業会計の決算がまとまり︑
９月 の 市 議 会 定 例 会 で 認 定 さ れ ま
したので︑お知らせします︒

■歳入の特徴
① 市税収入が︑税制改正によ
る法人市民税の減などにより︑
前 年 度 か ら ２ 億７ ０ １ ９ 万 円
減少したこと︒
② 地方交付税が︑合併自治体
に対する特別措置の縮減によ
る影響などから︑前年度より
３億４３１万円減少したこと︒
③ 寄附金が︑ふるさと納税の
推 進 な ど に よ り 前 年 度 か ら１
億３３０７万円増加したこと︒

24

歳入のおよそ半分は︑みな
さんから納めていただいた市
税です︒しかし︑その市税も８

年前の平成 年度と比べると
世界同時不況や税制改正など
の影響から︑約 億円減少し

ています︒

20

5億6,317万円増）

21

１-１９７︶

一般会計歳入額 469億6,248万円
（前年度比

財政課︵☎

歳 入

を報告します

28

納めていただいた
市税を一人当たりに換算すると175,253円
国庫支出金（11.2％）
52億8,602万円
市税（43.9％）
206億2,461万円

市債（9.1％）
42億5,720万円

地方交付税（7.4％）
34億9,211万円
県支出金（7.0％）
32億7,198万円

依存
財源
41.3％

自主
財源
58.7％

歳入

その他（5.5％）
25億7,621万円
その他（1.5％）
7億1,740万円
繰入金（2.2％） 使用料、負担金など
10億4,708万円（2.4％）
11億698万円

400
350

51.0
60.7

464.0

469.6

100

その他依存財源

34.9

地方交付税

41.9

42.6

市債

74.7

85.6

国・県支出金

61.5

58.8

その他自主財源

69,356円

13,854円

市たばこ税

軽自動車税

入湯税

6,507円

2,911円

264円

繰入金

都市計画税は、街路、下水道、区画整理などの都市
計画事業に要する費用に充てるために課税される目的
税です。平成28年度は、前述の都市計画事業をはじめ、
都市計画事業のために借り入れた地方債の償還に充て
られました。

都市計画事業費等合計 29億5,659万円
都市計画税
16億3,038万円

地方債
4億6,530万円
一般財源
4億1,405万円

230.2

208.9

206.2

市税
H20と比べて
24億円減

50
0

諸収入（5.4％）
25億4,056万円
繰越金（3.3％）
15億2,018万円

38.0

200
150

82,361円

H20

H27

H28

〈歳入の推移〉

都市計画事業の
地方債償還
17億404万円

国庫（県）支出金
2億8,511万円

負担金その他
1億6,175万円

都市計画
事業費等

250

16.4
32.6

都市計画税

右記の
財源内訳

300

425.6

市民税

都市計画税が使われた
事業と財源内訳紹介

地方譲与税（1.1％）
5億2,215万円

（億円）
450

固定資産税

下水道
6億5,876万円
区画整理など
2億5,178万円

街路
1億1,708万円

公園
その他
1,103万円
2億1,390万円

6

一般会計歳出額 457億5,374万円
（前年度比

■歳出の特徴
① 認 定 こ ど も 園１ 園 と 保 育 園
１ 園の開設にかかる経費とし
て︑７億９１０５万円を支出︒
増加が見込まれる待機児童の
解消に努めたこと︒
② 教育環境の充実と整備のた
め︑小学校施設整備にかかる
経費として８億４７７４万
円︑安全安心な学校給食の提
供を目指し︑学校給食施設整
備 費 と し て７ 億９ ６ ８ ４ 万 円
を支出したこと︒
③ 市民生活を支える安全・快
適な道路網の整ったまちづく
りを目指し︑道路新設改良事

業 費 と し て 億３ ０ ４ ９ 万 円
を支出したこと︒

このほか︑市内 地区で設
立した地区まちづくり協議会
に対し︑希望のまちづくり交
付金を交付するなど︑協働に
よる活動の機会の拡大と一層
の活性化を図りました︒
市では︑補助金の見直し︑
公債費の削減など行財政改革
に積極的に取り組み︑その効
果額を﹁成長戦略﹂に対する
投資の財源に充てています︒
31

11

◇平成28年度における主な事業
■民生費《子育て支援や高齢者福祉などに》
保育園等施設整備費
7億9,105万円
保育園等運営費
23億4,885万円
児童手当
20億7,347万円
高齢者福祉事業
3億9,776万円
放課後児童健全育成事業
1億8,391万円
■教育費《学校施設の建設費や学校教育などに》
学校給食施設整備費
7億9,684万円
学校給食運営費
10億6,516万円
小学校の施設整備にかかる経費
8億4,774万円
幼稚園にかかる経費
12億9,540万円

農林水産費ほか（8.9％）
40億5,018万円

52億3,895万円

■総務費《自治区振興や市役所経費などに》
地域環境整備調整事業
3億7,041万円
公共交通対策事業（天浜線、バス）
2億 667万円
地籍調査費
1億3,162万円
■土木費《道路や橋などの建設費に》
道路新設改良事業
中心市街地活性化事業
河川整備事業
海岸防災林強化事業

■消防費《消防・救急や地震津波対策に》
地震・津波対策事業
消防団活動事業

11億3,049万円
1億3,921万円
2億3,134万円
7,889万円
4億
3万円
2億3,435万円

■農林水産業費ほか《農業や商工労働、議会に》
農林業振興事業
12億3,630万円
企業誘致対策事業
3億7,040万円

7

KOHO KAKEGAWA 2017.11

H20と比べて増加
H20
H28
87.7億円→134.9億円
（47.2億円増）

消防費（3.7％）
17億403万円

土木費（9.3％）
42億5,995万円

総務費（11.1％）
50億8,284万円

■衛生費《健康づくりやごみ処理、公衆衛生費に》
ごみ処理にかかる経費
13億3,961万円
中東遠総合医療センター支援事業
10億2,542万円
子ども医療助成事業
3億9,623万円
生物循環パビリオン施設改修事業
4億4,047万円
■公債費《借入金の返済に》
償還金

8億7,462万円増）

歳 出

決算

平成28年度一般会計

民生費（29.5％）
134億8,860万円

歳出
（目的別）
教育費（14.6％）
66億8,904万円

公債費（11.4％）
52億3,895万円

衛生費（11.5％）
52億4,015万円

〈歳出（性質別※）の推移〉

※市の経費を、経済的性質を基準として分割したもの

（億円）
450

448.8

400
350

131.6

300
250
200
150
100
50
0

457.5

412.9

40.8
63.2
63.0
72.7
41.6
H20

160.6

37.3
53.1
62.7
64.9
70.2
H27

149.2

37.9
52.4
61.3
76.9

79.8
H28

その他

繰出金
公債費
人件費
普通建設事業費
扶助費

H20と比べて
38.2億円増

国

般

民

健

会

計

康

保

469億6,248万円

険

特別会計

公

共

護

用

保

地

取

得

5億 421万円

易

水

道

2,698万円

公 共 下 水 道 事 業
農 業 集 落 排 水 事 業

2億3,785万円

浄化槽市町村設置推進事業

財産区（上西郷、桜木、東山、佐束）
企業
会計

水道
事業

1,557万円

収 益 的 収 支
資 本 的 収 支

合

3億7,133万円

計

779億1,818万円

92.4

246万円

1,984万円

156.7

2億3,785万円

100.0

1,235万円

110.6

91.8
89.6

29億5,823万円

31億1,824万円

1億2,503万円

69.3

2億7,881万円

2億7,881万円

101.5

6,548万円

24億9,951万円

24億9,951万円

6億6,189万円

105.1

1億 931万円

1億1,177万円

97.8

10億6,413万円

91億4,760万円

92億7,263万円

掛川駅周辺施設管理
簡

127億8,896万円

10億6,795万円

険

差し引き
A−B
対前年比（％）
101.9
12億 874万円

457億5,374万円

134億5,085万円

後期高齢者医療保険
介

歳出
B

100.1

9億1,922万円

76.2

758億5,503万円

100.3

382万円

4億3,873万円
714万円
0万円
0万円
0万円

322万円

1億6,001万円

△5億4,789万円
20億6,315万円

※収益的収支=1年間の事業活動に関する水道料などの収入と、受水費や電気料、職員の給与などの支出
※資本的収支=水道施設整備のための企業債や一般会計出資金などの収入と、水道管敷設などの投資的経費や企業債の元金償還金などの支出
※水道事業会計の不足分は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんされています。

財政の健全性を
示す5つの指標

財政良好

①実質赤字比率

H26
なし

H27
なし

H28
なし

対前年度比
-

②連結実質赤字比率

一般会計等と公営事業会計を合わせた全会計での
赤字の比率
H26
H27
H28 対前年度比
なし

なし

なし

③実質公債費比率

④将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債残高の
比率（家計に例えると、借金総額が年収の何倍になる
かを表す。
）
H26
H27
H28 対前年度比
80.0

76.8

健全！

掛川市
なし

11.97%

掛川市の財政は
全ての指標で
健全なんだね。

掛川市
なし

健全！
0%

健全！

0%

健全！

H26

H27

H28

各公営企業
会計なし

各公営企業
会計なし

各公営企業
会計なし

Ⓒ掛川市 きんじろうくん

財政悪化

財政再生基準
20.0%

すべての会計が黒字のため、該当なし

16.97%

30.0%

すべての会計が黒字のため、該当なし

掛川市
9.9%

掛川市
76.8%

△3.2

⑤資金不足比率

各公営企業会計での
事業規模に対する資
金不足額の比率

健全！

早期健全化基準

-

一般会計等の借入返済額の比率
（家計に例えると、1年間のローン返済額が臨時的な
収入を除く年収に占める割合。ローンが家計をどれ
だけ圧迫しているか H26
H27
H28 対前年度比
を示す。
）
△0.2
10.3
10.1
9.9

94.2
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、平成28年度
決算に基づく健全化判断比率と公営企業の資金不足比率を算出しました。
掛川市は全ての指標において、財政上のイエローカードを示す早期健全化
基準を大きく下回っており、財政状況が健全であることがわかります。

掛川市の財政の健全性
一般会計等での赤字
の比率

市 に は ︑ 一 般 会 計 の ほ か に ︑ の 特 別 会 計 と１
つの企業会計があります︒これらを全て合わせる
と ︑ 歳 入 総 額 は７ ７ ９ 億 １ ８ １ ８ 万 円 ︑ 歳 出 総 額
は７５８億５５０３万円です︒

一

歳入
A

区分

会計

特別会計など

歳出総額 758億5,503万円

各公営企業
資金不足なし

25.0%

35.0%

新規借入を抑え公債費の抑制に努めている
こと、交付金収入の増加などにより好転し
ました。
350.0%

一般会計の債務の減少や、新病院など一
部事務組合の借入金負担分の減少などに
より、数値が好転しました。
20.0%

すべての公営企業会計において資金不足
は発生していません。

※一般会計等とは、一般会計および公共用地取得特別会計、掛川駅周辺施設管理特別会計の3会計を合算したものです。
※公営事業会計とは、国民健康保険および後期高齢者医療保険、介護保険、簡易水道、公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽市町村設置推進事業、水道
事業の8会計を合算したものです。

8

27

将来負担額は︑平成 年度
に新病院建設による地方債負
担分が大きく増加したことで
将来負担額も一時的に増加し
ましたが︑その後は順調に減
少しています︒

19

24

将来負担額

844.8億円

一般会計等地方債残高

460.5億円

債務負担行為に基づく支出予定額

借入金の利息
9,304万円

71.9億円

（幼保園の建設債務など将来支出が予定されているもの）

施設の減価償却費※
8億9,961万円

他会計地方債残高（一般会計等負担分）

収入

支出

水道料金収入
27億7,380万円

受水費
14億732万円

（公共下水道などの特別会計への繰出見込額）

170.8億円

一部事務組合等地方債残高（一般会計等負担分） 70.8億円
（掛川市・袋井市病院企業団などの一部事務組合への負担見込額）

退職手当負担見込額

土地開発公社負担見込額（一般会計等負担分）

（公社の短期借入金や未払金に対する負担見込額）
その他収入
3億4,444万円

純利益
1億6,001万円

負担額からの控除財源
（市民一人あたり

※減価償却費とは、建物や機械などの固定資産の
原価と耐用年数に応じて分割計上した費用

水道料金収入は、平成21年度はリーマンショック、平成23
年度は東日本大震災、平成26年度は消費税増税の影響などに
より大きく減少しています。
（t）
16,000

（億円）
28

672.2億円
79.4億円

地方債の償還などに充当可能な歳入

130.6億円

地方債残高に係る普通交付税
基準財政需要額算入見込額

462.2億円

（借入金の返済に充てることができる歳入）

（借入金に対して国が地方交付税で措置するもの）

将来負担額の推移

1000

15,000

27

水道料金収入の推移

7.5億円

地方債の償還などに充当可能な基金

（億円）

使用水量の推移

63.3億円

571,186円）

（借入金の返済に充てることができる積立金）

水道料金収入の状況（税抜き）

14,000

13

（市民一人あたり 717,764円）

経営活動に伴う収支の構成割合（税込み）

施設の維持、
送水のための費用
5億5,827万円

将来︑負担すべき債務は前年度比 億円の減

将 来 負 担 額 は ︑８ ４ ４ 億７
９４０ 万円で平成 年度に比

13

平成 年度から始まった
﹁地方公共団体の財政の健全
化に関する法律﹂の規定によ
る算定以降︑最も低い水準と
なりました︒

27

べて約 億円減少しました︒
これは︑一般会計や一部事
務組合の起債の償還が進み︑
起債の残高が減少したことに
よるもので︑４ 年連続の減少
となりました︒
また︑今後の財政事情を考
慮し積み立てた基金を有効に
活用していることも減少につ
ながった要因です︒

たことなどにより︑
前 年 度 か ら３ ４ ６ １ 万 円
増となりました︒
しかし︑大口使用者の状況
や人口構成の変化などにより︑
水道料金収入は不透明であり︑
厳しい事業運営が予想されま
す︒
引き続き安全・安心で良質
な水道水の供給と顧客サービ
スの向上に努めていきます︒

問 水道総務課
︵☎ ︲0711︶

29

水

道事業会計

31

収益的収入は︑水道料金収
入 の 増 加 な ど に よ り ︑３ ８ ５

３ 万 円 増 の 億１ ８ ２ ４ 万 円
となりました︒
支 出 は ︑３ ９ ２ 万 円 増 の

億５８２３万円であったため︑
平 成 年 度 は ︑１ 億６ ０ ０ １
万円︵税込み︶の純利益とな
りました︒
純利益は︑住宅団地の新規
造成などで使用水量が増加し
28

950
900

26
850

13,000

9

H20

H21

H22

H23

H24

KOHO KAKEGAWA 2017.11

H25

H26

H27

H28

25

800

H23

H24

H25

H26

H27

H28

105

H26
100.2

100

H27
99.5

H28
100.9

95
90

掛川市

給料の状況

平均給料月額および平均年齢
区

H28
99.1

H27
98.7

H26
98.6

一般行政部門

会

税

務

総
民
衛
労

28年度

165

161

7

務

7

44

生

62

生

70

働

1

農林水産
工

25

19

小

計

452

453

消
小
水

47

育
防

108

計
道

その他
小

総合計

0
1

71

30

6

764

761

3

採 用と退 職

採用人数（平成29年4月1日）
区

分

平成29年度

高校卒
0人

短大卒
3人

大学卒
26人

合

分

平成28年度

定年退職

合

普通退職

14人

12人

区

計

長

3.5%

36

長

7.9%

55

12.0%

95

20.8%

144

任
事

31.6%

28

事

6.1%

39

8.5%

44

9.6%

457

100.0%

（平成29年4月1日現在）

給料月額（報酬） 期末手当（年間） そのほかの手当
911,000円
734,000円
677,000円

495,000円
435,000円

411,000円

分

4.30月分

扶養手当

※支給要件・
額は職員と
同じ

3.30月分

計

勤勉手当

1.375月分

0.85月分

2.60月分

※支給割合は、
国と同じです。

区 分
自己都合

定

計

0.85月分

2.075月分

1.70月分

4.30月分

退職手当

20.3％

（平成29年4月1日現在）

期末手当

1.225月分

12月期

※対象職員：市長部局の一般職員
（年途中の採用・退職者、休職者などを除く）
※1 総取得日数を総付与日数
（年間）
で割った率
（小数点以下四捨五入）

2.225月分

-

21

（平成29年4月1日現在）

20年
25年
35年
最高限度
20.445月分 29.145月分 41.325月分 49.59月分

年 25.556月分 34.582月分

滞

納は納税をしている方
との公平性を欠く行為

税金は安定した行政運営に

欠かせない財源です︒

滞納するということは︑義

務を果たさないまま︑行政

サービスを受けることになり

ます︒つまり︑財政を圧迫し

市民サービスに支障をきたす

ことになります︒そして︑期

間内にきちんと税金を納付し

ている大多数の方との公平性

を欠くことになります︒

金は納期内に納付を

納期限までに自主的に納付

されない場合は︑今年度中の

税金で少額であっても︑滞納

税

構成比

16

計

6月期

26人

7.9日

※前年の残日数のうち20日を限度に
翌年に繰り越すことができます。

幹

（平成29年4月1日現在）

期末手当および勤勉手当

平均取得日数 取得率※1

付与日数
（年間）

（平成29年4月1日現在）

職員手当の状況

年次有給休暇の取得状況（平成28年）
20日＋前年残日数

178,200円

職員数（人）

主事補

合

計

29人

退職人数（平成28年4月1日〜平成29年3月31日）
区

主

主

区分
市 長
副市長
教育長
議 長
副議長
議 員

3

※職員数は、
一般職に属する職員数です。

184,800円

国

146,100円

特別職・議員の報酬などの状況

0

68

長

主

2級
1級

部

主

3級

1

−3

36

計

−5

17

150,500円

大学卒

係

4級

−1

21

17

5級

6

240

18

下水道

高校卒

課

6級

1

108

241

7級

0

132

掛川市

主な職務

8級

−4

52

133

分

人件費や職員数などの状況を
報告します︒
1133︶
行政課︵☎

特別行政 公営企業等
部門
会計部門

教

木

50.0歳

（平成29年4月1日現在）

級

−4

30

50.6歳

一般行政職の級別職員数

1

1

31

商
土

4

74

286,833円

10年
15年
25年
区 分
一般 高校卒 データなし 257,200円 362,017円
行政職 大学卒 258,800円 316,439円 392,850円

0

66

43.6歳

経験年数別・学歴別の平均給料月額

対前年
増減

43

42.8歳

330,531円

333,500円

国

一般行政職

29年度

平均年齢

336,900円

掛川市

区

（各年4月1日現在）

議

（平成29年4月1日現在）

平均給料月額

国

初任給

職員数の状況
分

掛川市

技能労務職

※ラスパイレス指数とは、
国家公務員の職員構成を基準として、
一般
行政職について学歴別、
経験年数別に平均給料月額を比較したも
のです。
国を100とした場合の数値で、
給与水準を表します。

区

分

一般行政職

全国市平均

職員数
（人）

市職員給与

給与水準
（ラスパイレス指数）

49.59月分

49.59月分

11・12月は滞納整理強化月間

許されません !
税の滞納

納め忘れの税金はありませんか?
納税課（☎21-1206）

10

12月3日

自助・共助 地域で高める防災力
お願いします︒

自分の命を守るのは自分
防災訓練にあわせて︑家族

積極的な訓練参加で︑
地域のつながりを力に
地域防災訓練は︑各自主防

で﹁家庭の避難計画﹂の作成
避難場所︑避難に必要な時

や見直しをしましょう︒

災会が中心となって︑地域の
防災活動を推進する訓練を実
施します︒
図るためには︑自らの命は自

自分の命を守る第一歩です︒

認してください︒その行動が︑

間や避難経路の危険箇所を確

ら守る﹁自助﹂︑自主防災会

大規模災害時の被害軽減を

や地区で助け合う﹁共助﹂の

家屋の耐震化と
家具の固定に補助

担う役割は大きく︑日ごろか

しなければ家の中は非常に危

市は︑一部屋だけを安価に

険な状態になります︒
第4次地震被害想定では︑

耐震化するシェルターや︑家

らの地域のつながりが災害時

800人の死亡者のうち︑

処分︵差し押さえなど︶の対

財産の差し押さえは︑給

象となります︒

与︑預金︑生命保険︑動産︑

不動産︑自動車などが対象と

なります︒

付が困難な場合は︑早
めにご相談ください

失業などのやむを得ない事

情がある場合は︑納税課窓口

へお越しください︒相談は︑

本人と直接面接します︵委任

を受けた税理士など以外で︑

分︵木曜

午前8時

権限のない第三者は同席でき

月〜金曜日

ません︶︒

とき

分〜午後5時

市役所2階納税課

護士が納税の応援をしていき

はFPが︑多重債務者には弁

家計に不安のある滞納者に

を行っています︒

﹁生活再建支援型納税相談﹂

しや債務整理の支援を行う

弁護士と連携し︑家計の見直

シャルプランナー︵FP︶や

掛川市では︑ファイナン

市税滞納者に生活再建支援

ところ

います︶

日は午後7時まで延長して

15

に大きな力となります︒

具の固定などに補助を行って

納

ます︒
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600人が建物の倒壊による

地域防災訓練で
は、同報無線や
メールを使った情
報伝達訓練を全市
一斉に行います。

30

▲三角巾法を学ぶ中学生ら（昨年の浜野区）

地震や津波、武力攻撃など国
から送られてくる緊急情報を、
同報無線を通じて市民へ瞬時に
周知する訓練です。

災害は︑いつ︑誰に襲いか

とき

11月14日（火）午前11時ころ

います︒詳しくは危機管理課

全国一斉情報伝達訓練による
同報無線放送があります

と 想 定 さ れ て い ま す ︒ また︑

「Jアラート」

かるか分かりません︒家族全

防災インフォメーション

までお問い合わせください︒

■緊急メールの一斉配信訓練
とき 午前9時5分ころ
内容 市内の全ての携帯電話やス
マホにメールが配信されます。
※マナーモード中でも鳴ることが
あります。

建物が無事でも︑家具を固定

■同報無線による情報伝達訓練
とき 午前9時ころから正午ころ
まで
内容 緊急地震速報・震度速報・
大津波警報のサイレン、防災訓
練終了の放送など数回実施

員で積極的に訓練への参加を

災害情報の伝達訓練

地域防災訓練では「みずから命を守る」「地域をみんなで守
る」ため、自主防災会を中心に、自助・共助の取り組みを広
げる機会にしましょう。
倒壊家屋から被災者を救出する参加者（駅前公園）

危機管理課（☎21-1131）

地域防災訓練

その

91

にあるためです︒一方では︑待機児

が進むなど︑減額が見込まれる状況

定特例︵合併特例債︶の段階的縮小

ることのほか︑普通地方交付税の算

やゴルフ場利用税の廃止が懸念され

入の十分な伸びが期待できないこと

ました︒なぜなら依然として市税収

予算の編成作業に取り組むこととし

今年は例年より早く来年度の当初

騰するなど日本経済が混乱するリス

貨の信認が揺らぎ︑金利や物価が高

により︑財政悪化が続くと国債や通

スの黒字化の達成を先送りすること

2020年度のプライマリーバラン

ついて異論はありません︒しかし︑

で︑﹁全世代対応型﹂の社会保障に

などについて議論をしていますの

上げ︑乳幼児教育のあり方や無償化

けがわ乳幼児教育未来学会﹂を立ち

ド感の違いが残念ながら今回の辞職

が︑行革審の提言を達成するスピー

ても︑庁内で検討を進めていました

できました︒今回の中間答申につい

がら組織編成や予算編成に取り組ん

十分ではなかったにしろ︑尊重しな

これまで行革審の答申に対しては︑

ればならない﹂と規定されており︑

ができる︒市長はこれを尊重しなけ

て審議し︑市長に意見を述べること

的な行財政運営に関する事項につい

年度の当初予算の編成に向けて

童問題など少子化対策や医療︑介護

クが高まる心配もあると思います︒

平成

などの社会保障関係経費などの多額

は︑行政運営においては︑仕事の優

につながったものと思います︒私
ので︑総選挙の結果がどうなってい

日に書いている
︵この原稿は

算編成にあたっては︑﹁選択と集中﹂

主張です︒掛川市においても︑﹁か

重点を広げていく必要があるという

のから子ども・若者や現役世代にも

本の社会保障給付を高齢者中心のも

国民に信を問うということです︒日

て支援の強化に充てることについて

税増税の使途を教育の無償化や子育

相が急きょ総選挙に踏み切り︑消費

ことが起こりました︒一つは安倍首

こうした中︑突然二つの予期せぬ

市長の諮問に応じ︑効率的かつ効果

い﹂とのことでした︒﹁審議会は︑

を庁内でまともに検討した様子もな

のに︑全く動きがみられない︒提案

が︑﹁市長も実行を目指すと言った

の導入﹂など中間答申を提出した

持管理の包括契約化﹂や﹁民間活力

由については︑今年3月に﹁施設維

会長が辞職したことです︒辞職の理

川市行財政改革審議会︵行革審︶の

もう一つの予期せぬ出来事は︑掛

算編成に取り組んでまいります︒

くなるまち掛川﹂の実現に向けた予

﹁希望が見えるまち・誰もが住みた

や働き方改革なども視野に入れ︑

目指し︑公共施設マネジメント推進

れた経営資源の最大限の有効活用を

例を踏まえ︑健全な財政運営や限ら

いずれにしても︑これら二つの事

示しています︒

なければならないと職員に対して指

化を図る意識を常に持って取り組ま

進めるなど知恵と工夫が必要です︒

先順位をしっかり付け︑業務の効率

18

るのか分かりません︶

10

や﹁ 市 民 と 行 政 の 協 働 化 ﹂ を さ ら に

月

な財政需要が見込まれますので︑予

30

12

中東遠総合
医療センター

小笠袋井
薬剤師会

小笠医師会 その43
（☎23-4372）

〜家で死んだらどうなるの?〜

いテーマでびっくりされた方もいる

このコーナーで登場したことのな

しょうと判断した場合には︑死体検

な病気のために亡くなられたので

れは老衰の結果ですとか︑このよう

は多くあります︒推理小説ではあり

たことが解剖で判明することも実際

ていますが︑Aiではわからなかっ

﹁葬儀までに必要なこと﹂
でしょう︒実は知りたい︑けど人に

ませんが︑巧妙に仕組まれた殺人が

活動に努めていますが︑制度上の問

案書が発行される場合もあります

まずは警察に連絡して︑検視を受

題もあり︑全ての究明は難しいのが

は聞けない︑そんなお話です︒

行う︒お宅で亡くなった場合も全く

けなければなりません︒事情聴取な

現状です︒

病死として処理されてしまうことも

同じです︒かかりつけの医師がいれ

どで犯罪の可能性がないと判断され

が︑どこの病院にもかかったことが

ば︑そちらに連絡すると︑医師が自

ると︑警察から協力依頼を受けた医

病院に入院されている方が亡くな

宅を訪れ︑今まで診ていた病気の結

師が立ち会って︑改めて検死が行わ

残念ながらあるかもしれません︒医

果で亡くなられたのなら︑死亡診断

れます︒警察は︑犯罪性があるかど

ない︑という元気な方だったりする

書を発行します︒今まで診ていた病

うかを見極めるのが目的ですが︑残

ると︑死亡診断書が発行されます︒

気と違う原因で亡くなられたことが

念ながら全て確実な判断がされるわ

師会は警察と協力して︑正確な検死

根拠をもって推定される

けではありません︒日本では︑監察

と少し厄介です︒

場合には︑死体検案書を

医制度が機能していないため︑大部

それを持って︑自宅に戻り︑葬儀を

発行します︒名称は違い

分の不詳死は検視・検死で終わって

※１ Ai︵
死体画像診断の略︶
※2 CT︵
X線を用いて体を輪切りに撮影する装
置の略︶

g
n
i
g
a
m
i

リア︑ドイツなどでは︑9割以上が

ますが︑書式も効力も変
問題は︑原因不明で突

解剖され︑死因の究明がされていま

しまいます︒アメリカ︑オーストラ
然に亡くなってしまった

すが︑この差は︑容易には解消しま

y
s
p
o
t
u
A

小笠掛川
歯科医師会

わりません︒

場合です︒救急車を呼ん

せん︒
などで画像診断する例も増え

といって︑死体を

（※1）

でも︑亡くなった方は搬

昨今︑Ai
CT
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送してくれません︒かか
りつけの医師が診て︑こ

（※2）

小笠
医師会
掛川市
介護支援専門員
連絡協議会

y
h
p
a
r
g
o
m
o
T
d
e
t
u
p
m
o
C

平日夜間・休日の救急診療はまず

N

小笠掛川急患診療所

掛川駅

受診前に
連絡を!

希望の丘内・中部ふくしあ2階（入口別）
（ところ：杉谷南1-1-30、☎61-1299・FAX61-1400）

東名掛川IC
東名高速道路

※急病以外は、通常の診療時間内に開業医を受診してください。
※急患診療所では、交通事故と労災の診察をお受けできません。

月〜金曜日（平日夜間）●受付時間 19：00〜21：30

東名掛川IC

診療科：内科、小児科

土曜日

希望の丘

県立掛川特別支援学校
掛川東
病院

※急患診療所は休み・市内の開業医へ

診療案内 中央消防署（☎21-0119）、市役所日直（☎21-1111）

広場

保育園

日曜日・祝日 ●受付時間 9：00〜11：30、13：00〜16：30
診療科：内科、小児科、外科、歯科（午前のみ）

小笠掛川急患診療所

各医療機関の診療案内は平成29年7月号折り込みの「保存版」または
市ホームページ「救急医療」で検索

静岡こども救急電話相談

＃8000

急な発熱や病気、けがで夜間または休日に受診を迷った
とき、まずはお電話を。保健師や看護師が相談に応じます。

特別養護
老人ホーム

（受付2階）

■固定電話（プッシュ回線）・ 携帯電話 ⇒☎#8000
■固定電話（ダイヤル回線）・IP電話 ⇒☎054-247-9910
平日 18：00〜翌朝8：00／土曜 13：00〜翌朝8：00
日･祝 8：00〜翌朝8：00

※中東遠総合医療センター（☎21-5555）の救急医療は、入院や手術の必要な重症患者を中心に行っています。

12月の子育て・健康案内
・健診、講座の問い合わせ
健康づくり課（☎23-8111）
・子育てコンシェルジュへの相談 こども政策課（☎21-1211）

コンシェルジュだより
赤ちゃんと絵本
「赤ちゃんとどう遊んだらいい
の?」とよく聞かれます。
まだしゃべれず、自分では動き
回れない赤ちゃんでも、周りの
様子を見たり聞いたりしていま
す。「ばあー」とか「○○ちゃ
ん」と名前を呼んで笑いかけてくれることを、とても喜
びます。
「絵本」を見せてあげるのも一つの方法です。赤ちゃ
んは、始めはなめたりかじったりして、絵本と出会って
いきます。
絵本に触れさせたり、眺めながら話しかけたりして、
赤ちゃんと一緒に過ごす時間が、楽しい「遊び」の時間
になることでしょう。
※コンシェルジュ便り11月号では、赤ちゃん向けの絵本
なども紹介しています。詳しくはそちらをご覧くださ
い。

事業名称・受付時間 日 曜

健診・相談・予防接種
説明会

徳育：徳育保健センター（御所原）
大東：大東保健センター（三俣）
対

象

1 金 平成29年10月出生児

会場
徳育

9：15〜9：30

6か月児健康相談
9：15〜9：45

6 水 平成29年 5月 1日〜15日出生児
15 金 平成29年 5月16日〜31日出生児
20 水 平成29年4〜5月出生児

1歳6か月児健康診査
13：00〜13：30

2歳2か月児
健康診査

13：00〜13：30

3歳児健康診査
13：00〜13：30

5 火 平成28年 5月 1日〜15日出生児
8 金 平成28年 5月16日〜31日出生児
6 水 平成27年 9月 1日〜15日出生児
15 金 平成27年 9月16日〜30日出生児
20 水 平成27年8〜9月出生児
11 月 平成26年11月 1日〜15日出生児
12 火 平成26年11月16日〜30日出生児

離乳食教室

（もぐもぐごっくん教室） 20 水 生後4〜8か月児の親（予約制）

9：15〜9：30

パパママセミナー（絆編） 22 金
13：15〜13：30

徳育
大東
徳育

徳育
大東
徳育

徳育

妊婦
（予約制）
※夫婦での参加も可 徳育

●各健診とも、上記日程で都合のよい日に受けてください。
●赤ちゃんの身体測定は、徳育保健センターの開館日午前9時〜午後4時
に、いつでも身長や体重を測ることができます。
※転入された方へ 高校3年生以下の子どもがいる保護者で、まだ予防接種
の手続きが済んでいない場合は、母子健康手帳を持っ
て徳育保健センターへお越しください。

14
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図書館へ行こう

市立図書館

お薦めの1冊を
紹介します

29
BooKリレー○

■中央図書館（☎24-5921）
午前9時〜午後5時（水・木曜日は午後7時まで※）
12月の休館日：毎週月曜日、年末年始

川端 誠作『お化けのおもて
なし』をお薦めします。子ども
のころ「お化けがでるよ!」なん
て大人に驚かされたお化けた
ち が 仲 良 く 暮 らす お 化 け シ
リーズ。愉快で人間味にあふれ
たおもてなしに親しみが湧き
ます。今 年は市内で原 画展も
開催され、世代を超えて心ゆく
まで楽しめました。

■大東図書館（☎72-1143）
午前9時〜午後5時（木曜日は午後7時まで※）
12月の休館日：毎週月曜日、23日（土・祝）、年末年始
■大須賀図書館（☎48-5269）
午前9時〜午後5時（金曜日は午後7時まで※）
12月の休館日：毎週月曜日、23日（土・祝）、年末年始
※祝日は午後5時まで
※年末年始=12月29日（金）〜平成30年1月4日（木）

▲このゆびと〜まれ
土屋由美子さん

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
神さまのいる書店

はっけよい!雷電

三萩せんや/著
（KADOKAWA）
本好きの高校2年生、紙山ヨミは、
夏休みのアルバイトに「まほろば書
店」を紹介されます。
そこは、魂の宿る生きた本「まほろ
本」を扱っている不思議な書店でし
た…。

催

し物・展示

吉橋通夫/著
（講談社）
両国国技館で相撲観戦をしていた太
郎は、なぜか江戸時代にタイムス
リップ。そこで出会ったのは、史上
最強の力士、雷電関!!心優しい英雄
とさまざまな事件に巻き込まれる太
郎の運命やいかに?

おじいさんなら
できる

フィービ・
ギルマン/作・絵
（福音館書店）
おじいさんが作ってくれた、すてき
なブランケット。汚れて破れてし
まったけれど、大丈夫。おじいさん
ならなんとかしてくれる!「床下」に
も注目しながら、ご家庭でじっくり
読んでいただきたい絵本です。

市内34か所へ！ 移動図書館

★は各館へ申し込み、■は直接会場へ

■「ジモトノシゴト展」 大東
期間：11月28日（火）〜12月13日
（水）
※住宅相談・耐震相談 12月10日（日）午後1時〜3時
■平成29年度明るい選挙啓発ポスター展
期間：12月1日（金）〜12月5日
（火）

大須賀

★手づくり講座「お正月飾りを作ろう」 大東
とき：12月7日（木）午後1時30分〜3時30分
定員：大人10人 ※11月21日（火）から申込受付
■掛川三城ものがたり展 中央
期間：12月7日（木）〜28日
（木）
内容：「掛川城」
「高天神城」
「横須賀城」をさまざまな展示物で紹介します。
■冬の夜の図書館 中央
とき：12月22日（金）
内容：開館時間を午後8時30分まで延長し、BGMを流します。

絵

本のよみきかせと楽しい手遊び

対 象：乳幼児と保護者
中 央：12月 1日・ 8日（金） 午前10時30分〜11時
大 東：12月 1日・ 8日（金） 午前10時30分〜11時
大須賀：12月 15日・22日（金） 午前10時30分〜11時
※
のおはなし会では子育てコンシェルジュが
育児相談などを行っています。

よみきかせ会 ひまわりのおはなし会
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中

央：毎週水曜日 午後3時〜

小学校、公民館、農協などを巡回しま
す。日程は図書館へ問い合わせるか、
図書館ホームページをご覧ください。

北部
おおぞら号

南部
コスモス号

絵本のよみきかせと簡単な工作
対 象： 幼児から小学校低学年
中 央： 12月9日（土）・23日（土・祝）午後3時〜3時30分
大 東：12月2日・16日（土）
午前10時30分〜11時10分
大須賀： 12月9日（土）
午後3時〜3時30分

おすすめ絵本の紹介「え（ほ）んむすび」
対
中

象：家庭でよみきかせをしたい方
央：12月15日（金）午前10時30分〜11時

事業名

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

横山茂明さんを講師に招き、銀行や金融の仕組み
どなたでも
「松ヶ岡物語（全6回）」
11/11（土）13：30〜15：30
を解説し、
掛川銀行の成り立ちとその歴史について
70人
第5回講座
松ヶ岡（十王町）
お話しします。
100円（資料代）
社会教育課（☎21-1158）
直接会場へ（先着順）
11/11（土）〜19（日）
「税を考える週間」
9：00〜17：00（月曜休館） どなたでも
小中学生の税に関する作品展
※17日（金）は19：00まで 入場無料
納税課（☎21-1206）
大須賀図書館（西大渕）
パソコン未経
はじめてのパソコン講座 11/15（水）9：30〜11：30
験者8人
IT政策課（☎21-1341） 市役所4階会議室6
受講無料

税に関する小学生の習字とポスター、中学生の作文
を展示します。この機会に税の仕組みや目的などを
考えてみませんか。
直接会場へ
電源の入れ方や切り方、マウス・キーボードの操作
を学びます（初心者、高齢者歓迎）。パソコンは市役
所で用意します。
11/10（金）までに電話で申込（申込多数のとき
は抽選）

ブルーライトdeスロー
エアロビック
11/18（土）17：30〜18：30 どなたでも
50人
健康づくり課
三の丸広場（掛川）
参加無料
（☎23-8111・FAX23-9555 ※雨天時中央図書館
tokuiku@city.kakegawa.shizuoka.jp）

日体協公認エアロビック指導員の真野まり子さんを
講師に招きスローエアロビックを体験します。
持ち物 飲み物、ブルーライトにちなんで青いもの
（Tシャツやタオルなど）、運動のできる服装
電話、FAXまたはメールで申込（申込順）

11/22（水）10：30〜12：00
菊川文化会館アエル（菊川市）
11/27（月）13：30〜15：00 事業者の方
参加無料
市役所4階会議室
11/29（水）13：30〜15：00
御前崎市研修センター（御前崎市）

H31/10/1（火）に予定されている消費税の引き上
げと同時に実施される消費税軽減税率制度の説明
会です。
制度の概要や制度対応に係る支援制度などをテーマ
にしています。
直接会場へ

11/22（水）
・年末調整等説明会
年末調整・個人
13：00〜14：50
青色申告対象
・個人青色申告決算等説明会
者やその家族
15：00〜16：15
菊川文化会館アエル（菊川市）

事前に税務署から年末調整関係書類が届いた方
は、忘れずにお持ちください。個人青色申告者で源
泉徴収義務者の方は「年末調整等説明会」もご利用
ください。個人青色申告決算書用紙は、確定申告書
に同封されます。
直接会場へ

消費税軽減税率制度等
説明会
掛川税務署
法人課税第一部門
（☎22-5274）
平成29年分個人青色申告
決算等説明会・年末調整
掛川税務署
年末調整関係（☎22-5284）
青色申告決算関係（☎22-5144）
法定調書関係（☎22-5143）

①掛川農業祭
①11/23（木・祝）
JA掛川市（☎20-0809） 9：00〜14：30
どなたでも
農林課（☎21-1147）
JA掛川市本所（千羽）
入場無料
②JA夢咲大城フェスティバル ②11/25（土）9：00〜16：00
JA遠州夢咲（☎72-2416） シオーネ（大坂）

伝言板

とき・ところ

①②農産物展示即売会、もち投げなど①は試食
コーナー、②は品評会も行います。
直接会場へ
※駐車場が大変混雑します。乗り合いまたは公共交通
機関でご来場ください。①はシャ
トルバスを運行します。詳細は
JA掛川市または掛川市ホーム
ページ参照

対象・参加料

内容・申込方法など

掛川市民グラウンドゴルフ大会 11/17（金）9：00〜15：00
協会事務局
いこいの広場（細谷）
（☎080-3068-4822）
予備日11/21（火）

一般
700円

掛川市を再発見するバスツアー
11/17（金）9：00〜16：30
掛川市勤労者協議会
市役所玄関前集合
（☎22-3401）

どなたでも
事任八幡宮、茶草場農法の茶畑、道の駅、竹
30人
の丸、和田岡古墳群などをバスで巡ります。
参加無料（昼食
電話で申込（申込順）
代は各自負担）

11/10（金）13：00〜15：00に掛川B&G
海洋センター（大池）ロビー来館で申込

11/19（日）13：30〜16：00
歴史講演会「本郷西の歴史考」
原谷地域生涯学習センター
佐藤（☎26-1761）
（本郷）

歴史に関心の
ある方
受講無料

原谷史学習会主催で昨年に続き2回目。原
谷地区まちづくり応援事業として「教育・文
化部」が開催します。
直接会場へ

毎週水曜日
きもの着付1日体験
①10：00〜11：30②14：00〜
戸塚（☎090-9944-2637） 15：30③18：30〜20：00
神代地公民館（南）

女性
参加無料

お正月に着物を着てお出かけしませんか。
帯飾りのプレゼントを用意しています。
参加希望日3日前までに電話で申込
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事業名

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

11/26（日）9：30〜12：00
第39回 東遠まつり
どなたでも
雨天決行
東遠学園（☎35-2753）
入場無料
東遠学園（菊川市）

もち投げ、フリーマーケット、模擬店（おにぎり、カ
レー）など
直接会場へ

大東市民交流センターフェスタ 11/26（日）9：00〜13：30
どなたでも
大東市民交流センター 大東市民交流センター
入場無料
（三俣）
（☎72-1115）

市民団体の活動成果の展示。野菜・花の苗・手作り品
などの販売。かるたやAED体験など
直接会場へ

講師は藤野アメリさん。一緒に簡単な
一般20人
フランスママの家庭料理教室
フランス料理を作って、楽しくいただ
11/29（水）9：30〜13：00
1,200円
大東北公民館
きましょう!
大東北公民館（下土方）
（材料費含む） 11/22（水）までに電話または来館
（☎74-2200）
で申込（申込順、月曜休館）
せん

剪定技粉砕機（チッパー） 11/30（木）13：30〜15：00 一般30人
予備日12/1（金）
運転講習会
受講無料
環境政策課（☎21-1145） 板沢最終処分場（板沢）

①12/2（土）
要約筆記入門講座（全2回） ②12/6（水）
福祉課（☎21-1139）13：00〜16：00
あいり〜な（掛川）

希望した自治区に市が貸し出す「チッパー」の操作
方法を事前に学ぶ講習会です。
11/1（水）から電話で申込（申込順）

要約筆記に関 1回のみ受講も可。難聴者の体験発表や聴覚障がい
心のある方
者の基礎知識、要約筆記の基礎などを勉強します。
各回10人
電話で申込（申込順）
受講無料

紅葉ライトアップと生演奏、おい
どなたでも
竹の丸ライトアップと
しい食事を楽しみながら昭和歌
12/3（日）17：30〜19：30 25人
高歌放吟の会
謡をみんなで歌います。
竹の丸（掛川）
4,500円
竹の丸（☎22-2112）
11/6（月）から電話で申込（申
（食事・ドリンク付き）
込順）

★事業の詳細は︑各連絡先にお問い合わせください︒
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出張相談会
地域若者サポート
ステーションかけがわ
（☎61-0755）

12/5（火）
ハローワーク掛川（金城） 15〜39歳
保護者
12/8（金）
大東市民交流センター（三俣） 相談無料
13：30〜16：30

就労に関する相談。求人の探し方、履歴書の書き
方、面接の受け方などの研修を行います。
直接会場へ

不動産無料相談会
（公社）全日本不動産
協会静岡県本部
（☎054-285-1208）

12/6（水）13：00〜15：30 どなたでも
生涯学習センター（御所原） 相談無料

不動産の売買、賃貸借など、協会役員・弁護士が相
談に応じます。
直接会場へ

ビジネスチャンス相談
産業労働政策課
（☎21-1125）

市内在住・在勤
起業を考えている方、経営でお悩みの方の相談に
12/9（土）9：30〜16：30 （在学）の方
応じます。
中央図書館（掛川）
4人
電話で申込（申込順）
相談無料

伝言板

とき・ところ

月3回木曜日
新設ママさん合唱団
10：00〜12：00
コール・ジョイア団員募集
堀内（☎090-3899-1605） 勤労者福祉会館（大池）

対象・参加料

内容・申込方法など

女性
小さなお子さん連れで新しいことに挑戦し
500円/月
てみませんか。合唱を通じてママさん仲間
（講師を依頼した を見つけましょう。
場合変動）
電話で申込

毎週木曜日（月4回）※回数の
社交ダンスクラブ
おおむね63歳以上 認知症や寝たきりにさようなら!プロの講師
変更あり
からダンスを学びます（見学も歓迎）。
横山（☎22-9775）
700円/回
上級 9：30〜11：30 初級 13：00〜
電話で申込
不在時（☎090-1412-7532）
年会費300円
15：00 たまり〜な（満水）
初心者で市内 電源の入れ方から文字打ちまでの基本操作
11/29（水）
・30（木）
初心者パソコン教室
在住の60歳以上 を学びます（両日参加必須）。
10：00〜15：00
小関（☎72-5370）
10人
持ち物 筆記用具、昼食、飲み物
老人福祉センター山王荘（大坂）
参加無料
11/1（水）10：00から電話で申込（申込順）
第15回袋商ショップ
袋井商業高校
（☎0538-42-2285）

KOHO KAKEGAWA 2017.11

12/9（土）
・10（日）
9：00〜15：00
袋井商業高校（袋井市）

どなたでも
入場無料

衣料品、陶器、家電製品、自動車の販売など
を行います。
直接会場へ（ヤマハ発動機㈱グローバル
パーツセンター（袋井市）の駐車場をご利
用ください。無料送迎バスがでます）。

事業名

とき・ところ

対象・参加料

年金セミナー
12/10（日）10：00〜12：00 一般50人
（一財）静岡県年金福祉
生涯学習センター（御所原） 参加無料
協会（☎054-251-2767）

内容・申込方法など
年金、健康保険、失業保険についてのセミナーです。
12/4（月）までに電話で申込（申込順）

横須賀の歴史講座
どなたでも
12/12（火）13：30〜15：00
大須賀中央公民館
30人程度
（☎48-1012・FAX48-2024） 大須賀中央公民館（西大渕） 受講無料

横須賀藩校「脩道館」から見える横須賀の歴史と文
化・幕末国学者「八木美穂」について学びます。
持ち物 筆記用具、飲み物
12/5（火）までに電話、FAX、および来館で申込
（申込順、月曜休館）

エンディングノートの
どなたでも
書き方と活用の仕方講座 12/16（土）9：30〜11：30
30人程度
大須賀中央公民館（西大渕）
大須賀中央公民館
受講無料
（☎48-1012・FAX48-2024）

エンディングノートの書き方のポイントなどを紹介
します。
持ち物 筆記用具、飲み物
12/9（土）までに電話、FAX、および来館で申込
（申込順、月曜休館）

甲種防火管理新規講習
消防本部予防課
（☎21-6104）

よし

ほ

11/27（月）〜12/15（金）までに所定の申込用
H30/1/24（水）
・25（木） 市内で防火管理
者に選任される 紙、顔写真1枚（縦3㌢×横2.4㌢）、印鑑、受講料振
9：20〜16：00
予定の方優先 り込みの確認ができるものを持って直接消防本部
消防本部3階大会議室
へ申込
3,650円
（掛川）

第18回しずおか市町対抗駅伝
12月2日
（土）
午前10時県庁前スタート
12区間、42.195㎞を県内35市町・39チームが駆け抜けます。
掛川市のゼッケンナンバー「21」に、今年も熱い声援をお願いします。

応援パネル展実施

現地で選手を応援しよう!
市民応援団を募集

※掛川市選手団に選考された選
手は、元気はつらつ通信11月号
で紹介します。

過去5回の成績（市の部）
大会（年度）

順位（タイム）

第13回（H24） 25位（2時間30分23秒）
第14回（H25） 19位（2時間24分34秒）
第15回（H26） 15位（2時間21分14秒）
第16回（H27） 24位（2時間27分04秒）
第17回（H28） 17位（2時間20分08秒）
※過去5年とも市の部エントリーは27チーム

SBSテレビ 9：30〜12：50（生中継）
SBSラジオ 9：45〜13：00（完全生中継）

掛川市城下町駅伝のエントリーを
11月2日（木）から受け付けます。前
回大会と同様に記録計測システムを
導入。掛川城の城下町を仲間と気持
ちよく走ろう！
学校・職場の友達と奮ってご参加く
ださい。

種目 小学生男子、小学生女子、中学
生男子、中学生女子、高校生男子、
高校生女子、一般男子、一般女子、
一般男女混合
11
チーム編成 選手6人（正選手4人、補
欠選手2人以内）、代表者1人（成 18
人・兼選手可）
申込締切 平成30年1月5日（金）
（火
曜定休日、定員になり次第締め切る
24
場合があります）
掛川市体育協会（☎24-9781）
※詳しくは掛川市体育協会HP
（http//www.kakegawa-taikyo.com）

実行委員会︵☎
1
-162︶
／ ㈯ 午前9時〜 正午

とき 12月2日（土）午前7時市役所
出発〜午後5時市役所帰着予定
定員 20人（申込順）
申込方法 11月24日（金）までに
電話で申込（火曜定休日）
※参加無料
掛川市選手団事務局
（掛川市体育協会内☎24-9781）

とき 11月中旬〜12月1日（金）
ところ さんりーな（大池）
エントランス

午前9時掛川城三の丸広場スタート

今月のけっトラ市

メッセージボードに激励メッセージを
書いて、選手にエールを送りましょう。

第5回掛川市城下町駅伝大会
平成30年1月28日
（日）
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平成30年掛川市成人式は、
1月7日（日）
社会教育課（☎21-1157）

区域

ところ

と き

掛 川 生涯学習センター 10：30〜12：00
（御所原）
大 東 シオーネ（大坂） 12：30〜14：00
大須賀中央公民館
大須賀
13：30〜15：00
（西大渕）
対象 平成9年4月2日〜平成10年4月
1日までに生まれた方
10月31日（火）の時点で掛川市
に住民登録されている方には、案内
状を送付します。案内状がなくても
入場できます。
市外に住民登録をしていて、掛川
市の成人式に出席を希望する方は、
11月17日（金）までにご連絡くださ
い。
※会場内に家族席を設けます（数に
限りあり）。
※当日は手話通訳を準備します。その
ほか配慮が必要な方はご連絡くだ
さい。

ご利用ください
掛川市の教育ローン

労働金庫掛川支店（☎24-5111）
労働金庫小笠支店（☎72-7111）
産業労働政策課（☎21-1125）

★事業の詳細は︑各連絡先にお問い合わせください︒
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高校や大学、専門学校などへ進学ま
たは在学資金が必要な方のための低
利な教育ローンです。お気軽にお問い
合わせください。
対象 ①勤労者で、掛川市に住民登
録があり、1年以上市内に居住して
いる方 ②世帯の年間合計所得が
1,000万円以下で、その子弟の高
校・大学など（短大・専門学校を含
む）の進学在学資金が必要な方
③市税を完納されている方
融資金額 学生、生徒1人につき200
万円まで
融資利率 年1.50%（全期間固定金利）
返済期間 5年以内（据置返済の場合
は最長10年）
据置返済 在学期間中は元金据置返
済可能（据置期間は最長6年6か月）
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12月2日（土）市民課業務の
制限について

東遠広域都市計画（案）の
縦覧と公聴会

12月2日（土）は庁舎の電気設備点
検のため停電します。下記の時間は死
亡届の受け付けができなくなります。
とき 午前8時30分〜午後3時
※住民票と印鑑登録証明書のコンビニ
交付、連雀出張所は終日休業します。

内容 東名IC周辺地区計画および中
央二丁目地区計画の変更
※計画書に記載してある文字の修正
のみで、内容の変更はありません。
■縦覧
とき 11月13日（月）〜27日（月）
ところ 市役所2階都市政策課
意見書の提出 11月27日（月）まで
に都市政策課へ提出
■公聴会
都市計画（案）について公開の場で意
見を述べることができる公聴会です。
とき 11月28日（火）午後1時30分〜
ところ 市役所4階会議室6
対象 どなたでも
意見を述べるには 都市政策課にあ
る公述申出書を記入し、11月21日
（火）午後5時（必着）までの平日午
前8時30分〜午後5時15分に同課
へ提出。公述の申し出がなかった場
合、公聴会は中止となります。

市民課（☎21-1141）

認定長期優良住宅の維持
保全状況に関する抽出調査
都市政策課（☎21-1152）

認定長期優良住宅にお住まいの方
は、維持保全に関する記録を保存・作
成することが定められています。
下記対象住宅の中から無作為に抽
出された方に報告を依頼しますので、
ご理解とご協力をお願いします。
対象住宅 平成23年10月〜平成24年
9月の工事完了
提出期限 12月28日（木）

吹付けアスベスト対策
支援制度のご案内

都市政策課（☎21-1152）

吹付けアスベストなどの飛散による
健康被害を防止するため、吹付け建
材のアスベスト含有に係わる調査と
除去などの工事に対し助成を行って
います。含有調査の助成は今年度で
終了予定です。
助成額などの詳細はお問い合わせ
ください。

12月3日（日）〜9日（土）は
障害者週間
福祉課（☎21-1139）

障がいのある方を取り巻く環境や課
題の解決のためにできることを、みな
さんも一緒に考えてみませんか。市で
は、障がい者福祉についての理解と関
心を深める取り組みの一環として掛川
特別支援学校の児童・生徒の作品展を
行います。
とき 11月27日（月）〜12月1日（金）
ところ 市役所2階テラス

都市政策課（☎21-1151）

11月14日（火）は世界糖尿病デー
掛川城ブルーライトアップ
健康づくり課（☎23-8111）

11月13日（月）〜19日（日）までの
7日間、掛川城を糖尿病に立ち向かう
運動のシンボルカラー「ブルー」にラ
イトアップします。青く光る掛川城で
新感覚エクササイズのイベントも開
催します。詳しくは16Pへ

ふくしあ健康相談（12月）
●東部ふくしあ（☎61-2900）
12/20（水） 9：30〜11：30
さすが市
12/ 8（金） 9：30〜11：40
●中部ふくしあ（☎28-9713）
12/13（水） 9：30〜11：30
●西部ふくしあ（☎29-5977）
12/ 5（火） 9：30〜11：30
●大東ふくしあ（☎72-1116）
12/ 6（水） 9：30〜11：30
●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
12/ 7（木） 9：30〜11：30
とうもんの里
12/22（金）10：00〜12：00

「女性の人権ホットライン」
全国一斉強化週間

ナビダイヤル（☎0570-070-810）

家庭教育を考える強調月間
社会教育課（☎21-1157）

夫やパートナーからの暴力、職場で
のセクシャル・ハラスメント、付きまと
い（ストーカー）など女性の人権でお
困りの方はお電話ください。
とき 11月13日（月）〜19日（日）
午前8時30分〜午後7時（土・日は
午前10時〜午後5時）
主催 静岡地方法務局、県人権擁護
委員連合会

家庭教育は、全ての教育の出発点
です。県では、家庭教育の役割やその
重要性を見つめ直す月として、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、家族が集い、語り、学び、伝
え、育む場の創出を目的に「お茶の間
宣言」を提唱しています。
ぜひ、この機会に家族一緒に家庭教
育について考えてみませんか。

大東温泉シートピア
休館のお知らせ

11月は「計量強調月間」
〜暮らしを支える正しい計量〜

施設改修工事のため下記の期間休
館いたします。
工事期間 11月1日（水）〜30日（木）

私たちの暮らしが安全で快適である
ためには、計量器が正確に作動し、正
しく使われることが重要です。そのた
めに、
「計量法」で、規制の対象となる
計量器を指定するとともに、適正な計
量の基準を定めています。

観光交流課（☎21-1121）

掛川市非常勤職員
（介護認定調査員）募集

健康長寿課（☎21-1142）

募集人数 若干名
応募資格 介護支援専門員、看護師、
介護福祉士などの介護認定調査員
の基礎資格を有する方、運転免許
証（AT限定可）がある方
勤務場所 市役所健康長寿課
勤務内容 要介護認定の度合いを判
定するために、申請者の自宅または
施設などを訪問して、心身の状態を
調査します。
雇用期間 12月1日（金）〜平成30年
3月31日（土）※次年度の更新あり
勤務時間 平日午前9時〜午後4時
（昼休み1時間）の6時間
賃金 時給950円〜1,250円（基礎資
格により変わります）
その他 通勤手当、期末手当、有給休
暇の制度あり（服務、勤務時間、休
暇などは市の定める規定によりま
す）。
応募方法 健康長寿課に履歴書と上
記資格の証明書の写しを併せて提
出して応募。後日、面接日を設定し
ます。

産業労働政策課（☎21-1149）

裁判員制度
11月中旬に名簿記載通知を発送
静岡地方裁判所事務局総務課広報係
（054）251-6241

裁判員制度は、平成21年5月21日
から施行され、平成28年には6,363人
が裁判員として参加しています。この
制度はみなさんの協力なしには成り
たちません。引き続きご理解とご協力
をお願いします。
平成30年の裁判員候補者名簿に登
録された方には、本年11月中旬に名
簿に登録されたことの通知を発送し
ます（平成30年1月1日時点で20歳以
上の方に限る）。この通知は平成30年
2月ころから約1年の間に裁判員に選
ばれる可能性があることを事前に伝
え、あらかじめ心の準備をしてもらう
ためのものです。この段階では、具体
的な事件の裁判員候補者に選ばれた
わけではありませんので、すぐに裁判
所にお越しいただく必要はありませ
ん。

秋の全国火災予防運動が始まります

〜火の用心 ことばを形に 習慣に〜

消防本部予防課（☎21-6104）

実施期間
11月9日（木）〜15日（水）までの7
日間
目的 火災予防思想の一層の普及を
図り、火災の発生を防止し、高齢者
を中心とする死者の発生を減少さ
せるとともに、財産の損失を防ぐこ
とを目的としています。
今年の火災概況
市内では、本年1月から9月までの
間で22件（昨年同時期から9件減少）
の火災が発生しています。
出火原因の上位は、たき火6件、た
ばこ4件となっていて、不注意や不始
末によるものが多発しています。
屋外での焼却行為は厳しく制限され
ています
毎年、屋外で枯れ草などを焼却中に
周囲に燃え広がる火災が多発してい
ます。
空気が乾燥し、風も強くなるこれか
らの季節、野焼きは大変危険な行為で
すので気をつけましょう。屋外の焼却
行為は届け出などの手続きが必要です。

虐待かもと思ったらすぐ電話

〜いちはやく 知らせる勇気 つなぐ声〜
こども希望課（☎21-1144）

11月は児童虐待防止推進月間です。
○児童相談所全国共通3桁ダイヤル
いち

はや

く

1
8
9（24時間受け付け）
○県西部児童相談所
平日（☎0538-37-2810）
午前8時30分〜午後5時
夜間・休日（☎0538-33-4199）
○市こども希望課こども家庭係
平日（☎21-1144）
午前8時30分〜午後5時15分

国民健康保険税第5期、
固定資産税・都市計画税第4期
納期限は12月5日（火）
納税課（☎21-1206）

市役所、支所、市指定金融機関など
のほか、コンビニエンスストアで納付
できます。また、口座振替の方は口座
残高をご確認ください。
〜納税は口座振替が便利です〜
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自衛官候補生試験案内
制度説明会および車両展示会

袋井地域事務所（☎0538-43-3717）

募集種目 自衛官候補生（任期制）
応募資格 平成30年入隊時27歳未
満の男女
受付期間 11月20日（月）〜12月14日

（木）
試験日 12月16日（土）
合格発表 試験日にお知らせします。
入隊入校 平成30年3月下旬または
4月上旬
【制度説明会および車両展示会】
とき 12月2日（土）
・3日（日）午前10時
〜午後3時
ところ 朝日生命ビル3階および駐車場
（袋井市永楽町143）
内容 制度説明、自衛隊車両の展示
および迷彩服の試着と記念撮影、
災害派遣パネル展示など

地震・津波対策寄附金
多くのご支援
ありがとうございます
危機管理課
（☎21-1131）
平成29年10月16日現在の申出額

★事業の詳細は︑各連絡先にお問い合わせください︒
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区分

件数

金額（円）

個人

275

7,259,920

法人

395

198,704,650

団体

256

12,329,812

合計

926

218,294,382

みなさんからいただいた寄附
金の最新情報などは、二次元
コードもしくは市ホームページ
下部の「注目ページ」からご覧
いただけます。

東海アクシス看護専門学校
総務課（☎0538-43-8111）

3（金・祝）
4（土）
5（日）
11（土）
12（日）
18（土）
19（日）
23（木・祝）
25（土）
26（日）
12/ 2（土）
3（日）

北

部（掛川区域）
（株）
トダックス
（有）
松井管工
（株）
マツイ健設
協和水道
（株）
（株）
巧栄水道
（株）
掛川水道設備
（株）
まつだ配管
（株）
浅岡工業
（有）
諸星配管
（株）
トダックス
（有）
松井管工
（株）
マツイ健設
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こども希望課（☎21-1205）

募集人数 看護学科（3年）30人程度
受験資格 高校を卒業または平成30
年3月に卒業見込の方、文部科学大
臣が高校卒業と同等以上の学力を
有すると認定した方
出願期間 11月27日（月）〜12月12
日（火）午後5時必着
試験日
学科 平成30年1月11日（木）
面接 平成30年1月12日（金）
試験会場 東海アクシス看護専門学
校（袋井市）
合格発表 平成30年1月29日（月）
学校案内、募集要項など請求方法
直接窓口で受け取り、または郵送
（郵便番号、住所、氏名、電話番号を
明記し、215円分の切手を同封／
〒437-0033袋井市上田町267-30）
で請求
※過去問題集（4年分）も希望の方は
その旨を明記し、350円分の切手と
800円分の郵便小為替を同封

3歳児クラスの定員に空きがある園
で再募集を行います。
対象園 三笠幼稚園を除く10園で募
集。希望者多数のときは地元地区
を優先したうえで抽選します。空き
状況は11月6日（月）以降にこども
希望課へお問い合わせください。
対象児 3年保育：平成26年4月2日〜
平成27年4月1日生まれ
応募期間 11月16日（木）
・17日（金）
午後2時〜4時
応募方法 印鑑を持って、必ず対象児
と一緒に希望する園にお出かけく
ださい。
※4・5歳児は、こども希望課へお問い
合わせください。

アマゴの里親募集

子育てを応援していただける方を募
集しています。健康で子どもが好きな
方。資格は問いませんが、下記講習の
受講が必要です（託児あり）。
とき 11月30日（木）、12月5日（火）
・
8日（金）
・12日（火）
・13日（水）
※5日間で24時間程度。上記のほか託
児講習を2時間程度受講していた
だきます。
ところ あいり〜な会議室（掛川）ほか
応募方法 事前に市役所1階こども希
望課にて会員登録をお願いします。

ファミリー・サポート・センター
提供会員募集

こども希望課（☎21-1144）

環境政策課（☎21-1145）

アマゴの発眼卵を、自宅の冷蔵庫で
育ててみませんか。下記日程で発眼卵
の配布を行います。
平成30年2月には、育てた稚魚の放
流会を予定しています。
とき 11月23日（木・祝）
午前9時〜受付
ところ ならここの里キャンプ場（居尻）
持ち物 空の2㍑のペットボトル
応募方法 電話で申し込み
応募期限 11月17日（金）

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）11/3〜12/3
11/

平成30年度市立幼稚園・
認定こども園（幼稚園利用）
入園児二次募集

東海アクシス看護専門学校
平成30年度入学生募集

（☎26-2161）
（☎23-0581）
（☎23-8691）
（☎26-1331）
（☎24-7661）
（☎24-8055）
（☎26-3261）
（☎24-2611）
（☎22-2975）
（☎26-2161）
（☎23-0581）
（☎23-8691）

※宅地内の水道修理は有料です。 水道部
（☎27-0711）

11/

南

3（金・祝）
4（土）
5（日）
11（土）
12（日）
18（土）
19（日）
23（木・祝）
25（土）
26（日）
12/ 2（土）
3（日）

部（大東・大須賀区域）
（☎48-2093）
土屋設備
（有）
（☎48-2004）
綱取管興
（☎72-5515）
林配管
（有）
（☎72-5630）
豊設備
（有）
（☎48-4221）
浅岡管興
（有）
エイケイ赤堀工事 （☎74-3340）
（有）
（☎72-4685）
大城配管
（有）
（☎48-4476）
大澄設備
（有）
（☎74-2445）
北端工務店
（有）
（☎72-7223）
三久配管
（有）
（☎24-3322）
（株）
シンワ設備
（☎72-4705）
静管興業
（有）

さまざまな手続きの添付書類が不要に!
マイナンバーによる情報連携が始まります

企画政策課（☎21-1127）

情報連携とは
マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシ
ステムを用いて、異なる行政機関の間で特定個人情
報をやり取りすることです。
11月中旬から順次情報連携の本格運用が開始され、
マイナンバーを記載し申請などをする児童手当などの
事務手続きにおいて、これまで提出する必要があった
添付書類（住民票の写し、課税証明書など）の全部ま
たは一部を省略できるようになります。
※個別の事務手続きの際には、各担当課にお問い合
わせください。

例：児童手当の申請（申請する年の1月2日以降
に掛川市に引っ越してきた場合）
【情報連携開始前】
1月1日時点で住民登録していた市区町村で課
税証明書を取得し、児童手当の申請をします。
【情報連携開始後】
情報連携により引越し後の市区町村の担
当課で課税証明書の情報を確認することが
できるので、前住所地で課税証明書を取得
することなく児童手当の申請をすることが
できます。

マイナンバー制度の情報連携に伴い提出が不要になる書類の例
担当課

申請項目

省略可能な書類

障害者手帳
こども
希望課
保育園や幼稚園などの利用に 生活保護受給証明書
こども
当たっての認定の申請
児童扶養手当証書
育成係
（子ども・子育て支援法）
☎21-1205
特別児童扶養手当証書
児童手当の申請（児童手当法） 課税証明書
住民票

担当課

申請項目

特別児童扶養手当の支給の申請 住民票
（特別児童扶養手当等の支給
課税証明書
に関する法律
住民票

障がい児通所支援・入所支援 課税証明書
の申請
生活保護受給証明書
（児童福祉法）
障害者手帳

福祉課
障がい者
課税証明書
福祉係
障害者手帳
☎21-1139 障がい福祉サービスの申請
（障害者総合支援法）
特別児童扶養手当証書

児童扶養手当の申請
こども
（児童扶養手当法）
希望課
こども
家庭係
☎21-1144
ひとり親家庭など日常生活支 課税証明書
援事業の申請
生活保護受給証明書
（母子及び父子並びに寡婦
福祉法）
児童扶養手当証書
福祉課
生活保護の申請
社会福祉係
（生活保護法）
☎21-1140

課税証明書
雇用保険受給資格者証
児童扶養手当証書

省略可能な書類

住民票
課税証明書
生活保護受給証明書
障害者手帳
住民票

障がい者・児に対する医療費
助成の申請
（障害者総合支援法）

課税証明書
生活保護受給証明書
障害者手帳
特別児童扶養手当証書

特別児童扶養手当証書
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10/3

見守りや災害情報を共有
日本郵便と市が協定締結

▲署名する小林掛川郵便局長（中央）や鈴木城東郵便局長（右）ら

市は日本郵便と、「地域における協力に関
する協定」と「災害発生時における協力に関す
る協定」を締結しました。
配送中に、高齢者や子どもの見守りを行う
ほか、道路の異常・不法投棄などを発見した場
合に情報提供を行います。また、災害時には緊
急車両の提供や、避難所に臨時の郵便差し出し
箱を設置し、郵便物の収集などを行います。

10/17

大東と大須賀の商工会合併
新名称「掛川みなみ商工会」

▲協定書を披露する若杉会長（左）と服部会長

大東町商工会館で、大須賀町商工会（服部
政美会長）と大東町商工会（若杉吉明会長）が
合併契約を締結しました。会員減少など環境の
変化に対応するため、昨年10月から合併に向
けて協議を進めてきました。
来年4月から、「掛川みなみ商工会」という
名称で、本所は大東町商工会館、支所を大須賀
町商工会館に置き活動を行います。

23

9/24

10年で100万人来館
大東図書館でセレモニー

▲松井市長（左）から記念品を受け取る山下さん

大東図書館が入館者100万人を達成し、同所
で記念セレモニーを行いました。
節目の入館者となったのは、毎週図書館を
利用しているという小貫区に住む山下幸代さ
ん。この日は、ボランティア活動で活用する資
料を探しに来館したところでした。山下さんは
「大好きな図書館の100万人目で、とてもうれ
しい」と笑顔いっぱいに話しました。

10/14

絵本作家自ら開き読み
川端誠さんが絵本ライブ

▲ユーモアたっぷりの語り口で聴衆を魅了する川端さん（右）

横須賀地区にある清水邸本宅で、絵本作家
の川端誠さんが自作を開き読みする「絵本ライ
ブ」が開かれ、親子連れなど約80人が絵本の
世界観や軽快なトークを楽しみました。
主催は大須賀図書館ボランティア「このゆ
びと〜まれ」（石野弓子代表）。川端さんは古
典落語を絵本にした「そばせい」などを披露
し、来場者の笑いを誘っていました。

広報かけがわ電子版では、フォトニュースをカラーでご覧いただけます。

秋の祭典
2017

９月初旬から
り

月 初 旬 にか け て ︑

ね

10

市内では屋台や祢里などの引き回し
や 舞 の 披 露 が 行 わ れ︑威 勢 のいい掛
け声や笛︑太鼓の音色が響き︑にぎや
かな雰囲気に包まれました︒

高瀬 ダンス「背中越しのチャンス」
（佐束）
三社祭礼囃子
千浜西

寺島（原田）
伊達方（東山口）

紺屋町（掛川第二）
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神明宮

浦安の舞（掛川第一）

三浜（睦浜）

下垂木南

傘踊り「千恵っ子よされ」
（桜木）

水垂・初馬（粟本）

構江

25

手踊り「五万石」
（西郷）

市公式Facebook「掛川がもっと好きになる」
でも
お祭りの写真を掲載しています。
ご覧ください。

沖之須（大須賀第三）

本谷（大須賀第二）

の木村美結さん︒今年8月に神

はにかむのは︑第二小学校6年

﹁陸上が全ての生活の源﹂と

する体力づくりにも熱心に取り

筋や腕立てなどを繰り返したり

走りづらい浜辺を走ったり︑腹

走などに加え︑オフシーズンには

国小学生陸上競技交流大会﹂に

組みました︒﹁練習では︑全国
ので︑本番でも緊張せず︑力を
く話す木村さん︒﹁家族やコーチ

出し切ることができた﹂と力強
の支えがあったからこそ︑今回の

木村さんは︑予選から準決勝
勝では︑大会記録に0・05秒
秒

上を続け︑全国大会で優勝した

来年は中学生︒﹁中学でも陸

揮することができ︑タイムも順

秒9﹂
い︒次に目指すタイムは

はその悔しさをバネに練習を重

る途中でつまずき4位に︒今年

村さんの挑戦は続きます︒

トのさらなる更新を目指し︑木

ム﹂と力を込めます︒自己ベス

かの選手ではなく自分のタイ

と目標を掲げ︑﹁競うのは︑ほ

11

ねてきました︒ダッシュや加速

昨年の同大会では︑走ってい

にこやかに語ります︒

位も納得いくものになった﹂と

会を振り返り︑﹁自分の力を発

への感謝も忘れません︒

記録を出すことができた﹂と周り

まで全て自己ベストを更新︒決

事︑優勝を果たしました︒

大会をイメージして走っている

奈川県で開催された﹁第

回全

▲金メダルとトロフィーを披露
する木村さん。掛川陸上クラブ
に所属。小学校2年のとき、鬼
ごっこで、足が速い木村さんを
見た友だちから陸上を勧められ
始める。負けず嫌いな性格で、
寝るのが大好きと話す。

出場し︑6年女子100㍍で見

33

という県小学生女

と迫る
78

ゴルフカー、発電機シェア日本ー
開発・製造・販売まで一貫した製品造り

▲ゴルフカーや発電機と並ぶ加茂課長ときんじろうくん

（第二小6年）
子の新記録を樹立しました︒大

12

木村美結さん
陸上女子100㍍で全国制覇

ゆ
み

30

きんじろうくん

東山口地区

ヤマハモーターパワープロダクツ㈱

年に創業を開始し︑

ヤマハモーターパワープロダク

ツは︑昭和

ものかもしれません︒

けたら︑それは掛川で生産された

ゴルフカーや青い発電機を見か

きたい﹂と意気込みを語ります︒

ながら︑さらに市場を拡大してい

加茂さんは︑﹁質の高さを求め

活動にも積極的に参加しています︒

林づくりやゴミ拾いなど地域貢献

す︒また︑津波対策のための防災

様の声を製品に直接反映していま

から販売まで一貫して行い︑お客

さらに︑同社では︑開発︑製造

化に努めている﹂と話します︒

り入れ︑高品質・低コスト・軽量

を発電する﹃インバーター﹄を取

賀章さんは﹁商用電源に近い電気

よし あき

青の装飾が特徴︒総務課長の加茂

で製造されたものです︒発電機は︑

対応でき︑国内の8割以上が同社

ながら︑あらゆるコース・用途に

ゴルフカーは︑安全性を重視し

は日本一︒

も︑ゴルフカーと発電機のシェア

まな事業を展開しています︒中で

外へも小型エンジンを核にさまざ

売拠点を置き︑さらに米国など海

川のほか︑東京︑兵庫︑福岡へ販

現在従業員は約580人︒本社掛
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姉妹都市

岩手県奥州市

つ な げ る・つ な が る

みち のく魅 力 発 信

まちに起こせビッグバン!

奥州ビッグバンフェスタ

奥州ビッグバンフェスタ︵水沢青年会議

所など主催︶が9月2日︑水沢駅通りで行

奥州

︵日本青年会議所東北地区協議会主催︶と

われました︒東北青年フォーラム

同時開催され︑ステージイベントのほか︑

にっく

ピアニスト

渡邊さんは、三重大学で工学研
究科リサーチフェローや名誉教授
などを務めています。
渡邊さんは、農商工が連携した
新しい産業の育成などを研究して
おり、平成28年10月に行った伊勢
神宮内宮への掛川茶奉納に協力。今
年5月と10月にも続けて奉納を果
たしました。
（9月27日委嘱）

今田さんは、2016年世界三大コ
ンクールの一つ「エリザベート王
妃国際音楽コンクール」ファイナ
リスト入賞など、国内外で活躍す
るピアニスト。今年3月に東京藝術
大学大学院修士課程を修了し、現
在はドイツのライプツィヒ演劇音
楽大学へ留学。活動の幅を広げ活
躍しています。 （9月26日委嘱）

今田篤さん（下俣南）

福祉課（☎21-1140）
と き 11/21（火）、12/19（火）9：15〜16：00
ところ 市役所北側駐車場

涼しい日が続いています︒大
学時代︑ 度を超える気温の中
で野球をやり︑熱中症になった
ことを今でもよく覚えていま
す︒
過ごしやすい季節になり気持
ちは高まります︒お休みにはど
んどん外へ出かけ︑残り少ない
秋を堪能したいと思います︒
季節の変わり目は体調を崩し
やすくなります︒みなさんも十
分に気をつけて︑秋にしか出来
ないことにチャレンジしましょ
︵榊︶
う︒
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・

117,878人（＋32）
113,947人（−10）
3,931人（＋42）

KOHO KAKEGAWA 2017.11

12

月

■市の人口（10月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

Atushi Imada

献血

40
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まちを守る特殊車両を見学する﹁防災フェ

三重大学リサーチフェロー
渡邊明さん（三重県）

住民基本台帳人口
日本人
外国人

in

掛川市の魅力を国内外に広く発信する「輝くか
けがわ応援大使」に、市にゆかりのある著名人2人
を委嘱しました。

応援大使、新たに2人

Akira Watanabe

スタ﹂や県内の肉料理が集結した﹁肉バン

フェスタ﹂など地域を意識した催しで盛り

駅通りをすごろく盤に見立て︑店舗など

上がりました︒

〜まちの魅力再発見〜﹂には︑子どもたち

ふ

を訪ねる﹁THE!奥州まちなかすごろく

え

かけがわの魅力を国内外へ発信

が多数参加︒友達と参加した羽田小学校6

年の及川恵歩さんは﹁クイズに答えたりご

みを拾ったりしてミッションをクリアする

▲全身を使って振ったさいころ。どんな目が
出たかな?

のが楽しかった﹂とまちなか探索を満喫し

ていました︒

Oshu

※使用している薬（外用薬を含む）の名前を伺います。

精神保健福祉総合相談

西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 11/28（火）、12/26（火）13：30〜（事前予約制）
ところ 西部健康福祉センター掛川支所（金城）

ごみの休日受け入れ

環境資源ギャラリー（☎23-2273）
き 11/11（土）
・26（日）、12/9（土）
・24（日）
9：00〜11：30

と

男

女

世帯数

58,982人（−21） 58,896人（＋53） 44,053（＋49）
57,161人（−29） 56,786人（＋19） 42,086（＋26）
1,821人（＋ 8） 2,110人（＋34） 1,967（＋23）

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」

広告

広報 かけがわ

11月
平成29年
（2017）

発行 掛川市役所（〒436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1）
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（☎0537-21-1123・FAX0537-21-1167）
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