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平成29年度施政方針

協働のまちづくり飛躍の年へ

まい しん

はじめに
平成 年4月︑私は﹁希
望が見えるまち・誰もが住
みたくなるまち掛川﹂を行
政運営の目標に掲げ︑まち
づくりの手法の根幹に﹁協
働のまちづくり﹂を据え︑
市民・事業者の皆様ととも
に私の思い描くまちの姿を
共有し︑まちづくりに邁進
してまいりました︒
この間︑リーマンショッ
クに端を発した世界規模の
経済・財政状況の悪化︑甚
大な被害をもたらした東日
本大震災など多くの困難や
わが国が初めて直面する少
子高齢化・人口減少社会の
到来など︑大変厳しい状況
が今も継続していますが︑
高い市民力や優れた技術力
のある産業の集積などによ
り︑目標に向けた歩みが着
実に進んでいると実感して
います︒
﹁協働のまちづくり﹂に
ついては︑昨年︑市内全て
の地区で﹁地区まちづくり
協議会﹂が立ち上がり︑さ
らには︑市民活動団体の活
発な活動や︑事業所内保育
所︑障がい者特例子会社の
さい

つく

もり

しお

開設といった企業との協働
も進んでまいりました︒
また︑全国初の自治体病
院統合による中東遠総合医
療センター開院︑官民連携
の地域包括ケアモデルであ
る5か所の﹁地域健康医療
支援センターふくしあ﹂と
﹁希望の丘﹂の開設︑さら
には︑海岸防災林﹁掛川潮
騒の杜﹂の整備や待機児童
ゼロの達成︑優良企業の誘
致︑行財政改革の実行な
ど︑いくつもの掛川モデル
を創り上げました︒全ての
分野においてバランスのと
れた市政運営に取り組んで
きた結果︑平成 年度以降
の市民意識調査において︑
およそ8割の方が﹁掛川は
住みやすいまち﹂と評価し
ていただいています︒
さて︑国際情勢に目を向
けますと︑保護主義や内向
き志向が強まり︑反グロー
バリズムが世界を覆う状況
となってきており︑これら
の影響が日本におよぶこと
は必至で︑掛川市も例外で
はないと思います︒
世界は今︑歴史の岐路に
立たされており︑新たなイ

ノベーション︵新しい価値
の創造︶が求められていま
す︒このような状況下にお
いて︑自治体経営は﹁行政
主導﹂から﹁市民主体のま
ちづくり﹂への変革を図
り︑市民・事業者と市が支
え合い︑役立ち合ってまち
づくりを進める﹁協働のま
ちづくり﹂が必要であると
確信しています︒
これから先︑しっかりと
根を張り︑何があっても揺
るがない︑万全な掛川市を
創り上げるべく︑私が先頭
に立って取り組んでまいり
ます︒

市政運営の基本方針
少子高齢化︑人口流出・
減少は︑地方自治体が早急
に 取 り 組 ま な け れ ば な らな
い 大 変 大 き な 課 題 で す︒掛 川
市は︑これらの課題に真正
面から向き合うため︑昨年
4月にスタートした﹁第2
次総合計画﹂において︑
﹁教育・文化﹂﹁健康・子育
て﹂﹁環境﹂の3つの日本
一を戦略目標に掲げ︑
2040年の将来人口目標
を 万人に設定しました︒
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※施政方針の全文はホームページからご覧いただけます。
大須賀第一地区 まち協まつり

2月定例議会が2月21日から3月22日まで開かれ、松井三郎市長が
平成29年度の施政方針を述べました。今回はこの概要を紹介します。
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4 明日の掛川をつくり豊かで潤いのある安心な暮らしを守る

希望が見えるまち・
誰もが住みたくなる
まち掛川

このような中︑総務省が
発表した平成 年の人口移
動 報 告 に お い て ︑ 掛 川 市は︑
転入超過が128人で︑県
内の人口 万人以上の 市
の中で1位であり︑子育て
世代が多く転入してきてい
ます︒掛川市が持つ豊かな
自然環境や︑良質で高度な
医療環境などの魅力が評価
されるとともに︑これまで
の企業誘致や子育て支援な
どの取り組みが︑成果と
なって現れ始めていること
を実感しています︒
﹁ 第 2 次 総 合 計 画 ﹂ では︑
重点施策として︑﹁掛川へ
の新しいひとの動きをつく
る﹂﹁掛川にしごとをつく
り安心して働けるようにす
る﹂﹁若い世代の結婚・出
産・子育ての希望をかなえ
る﹂﹁明日の掛川をつくり
豊かで潤いのある安心な暮
らしを守る﹂の4つを戦略
の柱として位置付けまし
た︒このうち﹁掛川への新
しいひとの動きをつくる﹂
ためのプロジェクトとし
て︑﹁掛川流協働力による
シティプロモーション﹂を
掲げ︑交流人口の拡大︑移

「 協 働 の ま ち づ く り 」
基 本 理 念

住・定住の促進を目指して
います︒人口増加の良い流
れをさらに加速させるべ
く︑今年度は︑新たにシ
ティプロモーション課を設
置し︑掛川市の魅力を積極
的に発信してまいります︒
効果的にシティプロモー
ションを推進するために
は︑掛川市が持つ地域資源
を再発見し︑他市にない魅
力として磨きあげ︑情報発
信を行っていくことが重要
であると考えています︒

また︑昨年 月に﹁平成
年度掛川市行政経営方針﹂
を策定しましたので︑これ
に沿って﹁しごとづくり﹂
と﹁子育て支援﹂を主要課
題に︑真に必要な施策を戦
略的に展開してまいります︒
10

※主要事業は6〜7ページで紹介
します︒

29

終わりに
私は︑まちづくりの目指
すところは︑人々が夢や希
望を持てる社会を創り上げ
ることであり︑このこと
が︑私たち行政に携わる者
の責務だと思っています︒
人に学び︑学ばれ︑そし
て︑ともに支え合い︑役立

し

せい

そ

しゃく

ち合って︑充実した人生を
送る︑それが個人の幸せを
実現し︑引いてはそれらの
個と個が結び付き合って持
続可能な社会を創造する︒
この仕組みこそがまさに
﹁協働のまちづくり﹂の目
指すところです︒
二宮尊徳翁の教説である
﹁報徳思想﹂︑さらには︑
東京女子医科大学を創設し
た吉岡彌生先生の座右の銘
に﹁至誠﹂という言葉があ
ります︒これは︑﹁誠実で
あ る こ と ﹂ の 意 味 に 加 えて︑
﹁ 人 間 も 動 植 物 も 森 羅 万 象︑
全てのことには︑美点︑長
所︑よ さ ︑ 取 柄 が あ り ︑ そ れ
ら を﹁徳﹂として︑真心を
持って 接 し ︑ お 互 い に 引 き
出し合うことが大切であ
る﹂ことを表しているとさ
れています︒
私自身も﹁至誠﹂の意味
をしっかりと咀嚼し︑実践
していかなければならない
と考えています︒真心を持っ
て﹁協働のまちづくり﹂を
さらに飛躍させ︑希望が見
えるまち・誰もが住みたく
なるまちづくりに邁進して
まいる所存です︒
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3 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
環境日本一

2 掛川にしごとをつくり安心して働けるようにする
健康・子育て日本一

1 掛川への新しいひとの動きをつくる
教育・文化日本一

重点施策
将来像

戦略目標（3つの日本一）

平成28〜37年度の10年間で取り組むこと
目指す姿

施策体系図
第2次掛川市総合計画

いのちの森づくり植樹祭
環境学習会 in NECプラットフォームズ
資源化物回収に関する協定書 締結式
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平成29年度

魅力創生と協働型シティプロモーションに重点

当初予算
問

一般会計

財政課（☎21-1197）

（前年度比：4億2,000万円増）

H25

757億1,351万円

H26

741億3,063万円

H27

768億 809万円

H28

785億2,478万円

H29

794億1,681万円
0

45

（平成 25 年度は病院事業会計を含む）
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平成 年度当初予算は︑﹁しご
とづくり﹂﹁子育て支援﹂など掛
川の魅力創生を図る施策をはじ
め︑その魅力を国内外に情報発信
する﹁シティプロモーション﹂の
推進に重点を置きました︒
一般会計予算額は︑４７２億９
０００万円︑前年度比０・９％の
増です︒前年度に比べ増額となっ
た要因は︑私立保育園︑幼稚園な
どの運営費の給付や︑国民健康保
険特別会計への繰出金の増加など
です︒
特別会計予算額は︑ 会計で２
７６億２１６９万円︑前年度比
１・２％増︑企業会計は︑１会計

で 億５１２万円︑前年度比３・
１％増となり︑市全体の予算総額
は７９４億１６８１万円︑前年度
比１・１％増となりました︒

当初予算規模の推移

（年度）

472億9,000万円
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（億円）

●歳出の状況（一般会計）
その他

18億4,369万円

農林水産業費（3.0％）

労働政策の推進および市議会運
営費などに

農林水産業費

消防費
（3.2％）

14億 767万円

土木費
（10.7％）

14億2,146万円

商工業、観光の振興などに

消防費

14億9,406万円

衛生費
（10.9％）

消防活動、救急業務、防災対策などに

土木費

50億6,366万円

衛生費

51億8,251万円

民生費
（28.9％）

教育費

67億4,999万円

公債費

52億4,451万円

学校の管理運営や教育施設の
充実などに

歳出

（目的別）
教育費
（14.3％）

総務費
（11.0%） 公債費
（11.1%）

道路、河川、公園の整備などに

136億8,490万円

児童、高齢者、障がい者の福祉
推進などに

商工費（3.0％）

農業、林業、畜産業、お茶の振
興などに

商工費

民生費

その他（3.9％）

これまでの施設整備などで借
りたお金の返済に

総務費

51億9,755万円

総務管理、財産管理、広報広聴、
協働のまちづくりなどに

健康づくり、ごみやし尿処理などに

！
が よ
ク
ボ する
説
解

予算用語解説

●一般会計 …
行政運営の基本
的な経費を網羅した会計

●特別会計 …
一般会計とは別
に︑独立した経費管理が行

われる国民健康保険︑公共

下水道事業などの会計

地方公営企業法
…
の適用を受け︑市が経営す

●企業会計

る企業活動に係る会計

︻歳入︼

●自主財源 …
市がみずから調
達することができる収入︒

市税や保育料︑使用料およ

び手数料など

市イメージキャラクター
「茶のみやきんじろう」
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●平成29年度掛川市各種会計予算規模の前年度比較表
会計区分

平成29年度

平成28年度

一般会計

472億9,000万円

468億7,000万円

4億2,000万円

0.9%

132億9,408万円

129億3,198万円

3億6,210万円

2.8%

後期高齢者医療保険

11億1,924万円

10億7,417万円

4,507万円

4.2%

介護保険

94億2,783万円

92億8,021万円

1億4,762万円

1.6%

公共用地取得

5億9,361万円

5億 492万円

8,869万円

17.6%

掛川駅周辺施設管理

1億 518万円

1億1,289万円

△ 771万円

△ 6.8%

2,415万円

2,735万円

△ 320万円

△ 11.7%

26億 386万円

27億2,379万円

△ 1億1,993万円

△ 4.4%

農業集落排水事業

2億5,848万円

2億4,037万円

1,811万円

7.5%

浄化槽市町村設置推進事業

1億8,149万円

3億7,650万円

△ 1億9,501万円

△ 51.8%

186万円

186万円

-

0.0%

国民健康保険

特
別

簡易水道

会

公共下水道事業

計

上西郷財産区

前年度比

桜木財産区

6万円

6万円

-

0.0%

東山財産区

252万円

250万円

2万円

0.8%

佐束財産区

933万円

991万円

△ 58万円

△ 5.9%

276億2,169万円

272億8,651万円

3億3,518万円

1.2%

45億 512万円

43億6,827万円

1億3,685万円

3.1%

794億1,681万円

785億2,478万円

8億9,203万円

1.1%

計
企業
会計

増減額

水道事業
合

計

※△印はマイナスを表します

●歳入の状況（一般会計）
（42.9%）
202億6,973万円

市税
その他

市民税（個人）
市民税（法人）
固定資産税
その他

（6.8%）
32億 200万円

県支出金

（6.8%）
32億1,361万円

地方交付税

（7.1%）

市債

（9.8%）

依存
財源
41.4％

33億8,000万円

歳入

自主
財源
58.6％

繰入金

（6.1%）
29億 475万円

諸収入

（5.4%）
25億6,239万円

繰越金、財産収入、

46億3,590万円
国庫支出金 （10.9%）
51億6,341万円

8億1,733万円

使用料および
手数料

（1.4%）
6億6,734万円

分担金および

（1.0%）
4億7,354万円
●依存財源 …
自主財源に対し︑
国や県の決定や割り当てに

基づいて収入するもの

●繰入金 …
財政調整基金をは
じめとする基金から繰り入

れる財源

●分担金・負担金 …
市が行う︑
特定の事業の実施により︑

一定の利益を受ける方にそ

の受益の程度に応じて負担

していただく財源︵民間保

育所保育料など︶

●使用料・手数料 …
施設など
の使用や特定の事務によっ

て利益を受ける方に︑その

経費の全部または一部を負

担いただく財源︵道路占用

料など︶

行政上の目的
…
を果たすために︑特定の事

●国庫支出金

業に対して︑経費負担割合

に基づき国から交付される

財源

●県支出金 …
特定の事業に対
して県から交付される財源

●地方交付税 …
地方公共団体
間の財源の不均衡を調整す

るため︑国税などを再配分

し︑国から交付される財源

道路や学校などの建
…
設に必要な資金などを︑県

●市債

の同意を得て︑国や金融機

関から借り入れる財源

KOHO KAKEGAWA 2017.4

（1.8%）

寄附金

負担金
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64億4,681万円
14億7,317万円
95億8,062万円
27億6,913万円

平成29年度当初予算 主要事業
掛川の魅力を売り込め
掛川流協働力によるシティプロモーション
新
シティプロモーション推進事業
○

（事業計画策定、動画による掛川PR活動事業）

1,750万円

市民総ぐるみのおもてなし 観光客誘客促進事業
新
公衆無線LAN（Wi−Fi）利活用促進事業
○
・
・

245万円
ふるさと納税推進事業
3億3,745万円
ラグビーW杯及び東京オリンピック・パラリンピック推進事業
977万円

「茶エンナーレ」から始まる掛川文化の創造

・ 茶文化創造千日プロジェクト「かけがわ茶エンナーレ」開催事業
・ 松ヶ岡整備事業（松ヶ岡建造物整備委員会、募金活動推進）

タグラグビー教室

5,000万円
1,637万円

中心市街地活性化と多極ネットワーク型コンパクトシティ
・
・

バス交通対策事業
1億9,100万円
新 運転免許証自主返納者公共交通助成券配布事業ほか）
（○
大池地区商業集積ゾーン化事業（天竜浜名湖鉄道新駅詳細設計ほか） 1,850万円

1

掛川への新しいひとの
動きをつくる

2

掛川にしごとをつくり
安心して働けるようにする
（13.4億円）
ひら

明日を拓く農

（8.9億円）

★そのほか
新 史跡和田岡古墳群の吉岡大塚古墳整備工事を3か
○
年の予定で行い、公園として整備していきます。

農業ビジネスの推進

新 掛川茶輸出戦略推進事業ほか）
・ 日本一茶産地推進事業（○
・ 世界農業遺産茶草場農法推進活用事業
・ オリーブ産地化推進事業

しごとを生み出すイノベーション支援
・
・

創業支援事業（創業相談会および創業支援セミナー）
産業戦略支援窓口設置事業

掛川市の新たな開拓
・

企業誘致対策
5億4,686万円
（企業立地促進事業費補助金・産業立地奨励事業費補助金など）
障がい者新規就労500人サポート事業
就労継続支援事業

茶草場農法農作業

1,061万円
4億円

★そのほか
新 掛川茶のブランド力向上のため、手揉み製法による最高品質の茶の平成30
○
年度皇室献上に向けて、茶園管理をしていきます。
くず

茶エンナーレセッション

147万円
233万円

内陸フロンティアと企業誘致

みんなが働ける掛川創造事業
・
・

3,321万円
859万円
1,915万円

盆手前

海外での掛川茶販売促進活動

ふ

新 伝統的地場産品である手織葛布の振興を図るため、後継者の育成や葛の抗菌
○

作用などを利用した多方面での新たな商品開発などの調査・研究を進めます。

6
葛のある暮らし展

大東大須賀認定こども園化ワークショップ

昔の遊び体験

学びの協働アクションプロジェクト

・ 学校教育情報化推進事業
（Pepper導入、タブレットPC配備ほか）
・ 中学校区学園化構想推進事業・小中一貫教育研究実践事業
ペ ッ パ ー

子どもは地域の宝
・
・

地域の子育て力向上プロジェクト

子育て世代向け住宅供給事業
子育て協働モデル事業

家庭の子育て力・教育力向上プロジェクト
放課後こども教室

・
・

子育てコンシェルジュ事業
三世代同居支援事業

かけがわ教育の日

学校給食

学校給食センター建設事業

★そのほか
新 未来に向かって平和な社会を築くことを
○
目的に、小中学生の平和学習のための資
料を作成します。

じん

国土強靭化

4

明日の掛川をつくり豊かで潤いのある
安心な暮らしを守る
（57.0億円）

強くしなやかな明るい未来の国土づくり

合併浄化槽個人設置事業［拡充］

「ふくしあ」でつなぐ
・

不法投棄回収

地域の健康づくり

かけがわ「生涯お達者市民」推進プロジェクト

地域の絆で課題解決
・

6,924万円
100万円
155万円
11億1,362万円

若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる
（21.2億円）

スマートコミュニティの実現
新
ごみ減量対策事業（生ごみ処理容器普及事業ほか）
○
・

202万円
130万円

3

・ 地震、津波対策アクションプログラム推進事業
海岸防災林強化事業・希望の森づくり推進事業
新 感震ブレーカー設置補助ほか）
家庭内安全対策事業（○
木造住宅耐震補強工事補助事業［拡充］
・ 合併推進道路整備事業（掛川高瀬線ほか）
産後ケア教室

569万円

834万円
2,460万円

結婚・出産・子育て環境整備プロジェクト
新
認定こども園施設整備事業（（仮称）大坂認定こども園）
○
新
○ 掛川流子育て応援事業「スキンシップのすゝめ」
新
かけがわ乳幼児教育未来学会推進事業
○

・

2,664万円

掛川流協働によるまちづくりの深化

希望のまちづくり交付金・地域協働環境整備交付金
新
森の力で地域創生事業
○

2億4,657万円
3,535万円
1億5,473万円
3億1,250万円
827万円
2億 194万円
9,820万円
8,100万円
1,800万円

★そのほか
新 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること
○
ができるよう、「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、介護予防・日
常生活支援総合事業を実施します。

7
潮騒の杜植樹祭

新年度、担当部署が変わります
「希望が見えるまち、誰もが住みたくなるまち掛川へ!」
第2次掛川市総合計画、地域創生総合戦略の重点施策を具現化し、市の魅力発信と市民サービスの向上を図るため、組
織編成を行いました。主な担当部署の変更をご案内します。
企画政策課（☎21-1127）

28年度 Before

企画政策部

企画政策課
・広報広聴係

生涯学習協働推進課

元 地域支援課
・地域づくり係
・みどり推進係

文化振興課

29年度 After
企画政策部

新 シティプロモーション課
☎21-1123

移 広報広聴係

新 シティプロモーション係
新 市民協働部
生涯学習協働推進課

移 地域交通係（☎21-1129）
文化振興課

教育部
社会教育課
・スポーツ振興係

新 スポーツ振興課
☎21-1159

移 スポーツ振興係
新 観光交流課

☎21-1121

移 観光交流係

環境経済部

市の魅力を国内外に発信する
シティプロモーション課を新設
します。企画政策課の広報広聴
係を同課へ移動し、シティプロ
モーション係を新設。茶のみや
きんじろうくんも担当します。

市民生活の質の分野から人
の交流をつくる分野を一体的
に所管する市民協働部を新設
します。
生涯学習協働推進課は市民
協働部の所管となり、地域支
援課地域づくり係は地域交通
係となって同課に移ります。
スポーツ振興課、観光交流
課が新設され、市民協働部の
所管となります。教育委員会
社会教育課のスポーツ振興
係、商業観光課の観光交流係
がそれぞれ移動します。

環境経済部

元 産業労政課

新 産業労働政策課

元 商業観光課

移 商業振興係（☎21-1125）

心市街地活性化も所管します。

移 中心市街地活性化

話番号を引き継ぎます。

・観光交流係
・商業振興係
（消費生活相談）

・中心市街地活性化
推進室

☎21-1125

（消費生活相談（☎21-1149））

元 水道総務課
・総務係

元 水道工務課
・工務係
・施設管理係

消費生活相談は従来通りの電

推進室（☎24-1162）

都市建設部
維持管理課

水道部

産業労政課は産業労働政策課

に名称を変更し、商業振興や中

移 公園緑化係（☎21-1154）

地域支援課みどり推進係は公

園緑化係となって維持管理課へ
移動します。

水道部
新 水道課
・総務係（☎27-0711）
・工務係、施設管理係
（☎27-0769）

水道料金の徴収や問い合わせ

業務の民間委託（9㌻参照）によ
る業務縮小に伴い、水道部の2課
を統合します。

8

市長政策室/企画政策課/
シティプロモーション課

会議室1〜6

東

産業労働政策課

農林課/お茶振興課/
農業委員会事務局/
監査委員事務局

カフェテリア

危機管理課

IT政策課

西

5F
4F
3F
2F
1F

議

庁舎案内図

色：課名変更、場所移動
新設の課

北

KOHO KAKEGAWA 2017.4

管財課/財政課

南

維持管理課/土木課

北

生涯学習協働推進課/文化振興課
スポーツ振興課/観光交流課

南

市税課/納税課/資産税課

北

国保年金課/環境政策課/都市政策課

市民課/こども政策課/こども希望課/出納局

北

市民課/健康長寿課/福祉課

☎27-0770）

水道料金の徴収事務や水道の開始・中止・料金な
どの窓口業務の民間委託に伴い、水道部事業所内
に「水道料金お客さまセンター」を設置しました。

9

行政課・選挙管理委員会
管財課

南

B1F

業務受託者：シーデーシー情報システム㈱
センター ：掛川市逆川422-1
営業時間 ：平日午前8時30分〜午後5時15分
（土日・祝日・年末年始を除く）

議会事務局

南

水道料金お客さまセンター開設
（センター

場

※本図は掛川市役所本庁舎内にある組織を紹介しています。
大東・大須賀支所、教育委員会、下水整備課、健康づくり課、地
域医療推進課（各ふくしあ）、水道課などは省略させていただきました。

■ 組織名称を変更した課

・保健予防課 → 健康づくり課（徳育保健センター内）
・高齢者支援課 → 健康長寿課（市役所1階北）

■ 新設された組織

・W杯・オリパラ対策室（スポーツ振興課）
・南部認定こども園化推進室（こども政策課）
・企業誘致推進室（産業労働政策課）

■ 市役所全体の組織数（1部2室2係増）
平成28年度
平成29年度

12部2支所40課28室121係
13部2支所40課30室123係

人と人がつなぐシティプロモーション

市は︑掛川の魅力を国内外に広く発信するシティプロモー
ション活動を積極的に展開していきます︒
その一環で︑新たに創設した﹁輝くかけがわ応援大使﹂︒名
誉応援大使にバチカン市国のフランチェスコ・モンテ
リ ー ズィ枢機卿が︑応援大使にイタリア・ペーザロ市の
マッテーオ・リッチ市長︑ダニエーレ・ヴィミニ副市長︑
ロッシーニ歌劇場管弦楽団のサウル・サルッチ総裁︑掛川
市出身でテノール歌手の榛葉昌寛さんが就任しました︒

ニ歌 劇 場 管 弦 楽 団 に よ る ﹁ 東 日

が総合プロデュースしたロッシー

きっかけは3年前︒榛葉さん

入れ方を学び︑掛川茶をコン

川茶を大変気に入り︑﹁お茶の

した︒また︑サルッチ総裁も掛

ことを報告する﹂と述べられま

マ法王に掛川市の大使になった

本大震災復興支援コンサート﹂

サート会場で振る舞いたい﹂と

に出展した世界農業遺産﹁静岡

続いておととし︑ミラノ万博

地域資源を再発見し︑他市にな

的に発信します︒また︑掛川の

外に向けて掛川市の魅力を積極

生かした﹁シティプロモーショ

Information

4月6日
（木）〜15日
（土）

春の全国交通安全運動で
は︑次の4項目を重点的に取
り組みます︒

○歩行中・自転車乗用中の
交通事故防止
○後部座席を含む全ての座
席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着
用の徹底
○飲酒運転の根絶
○追突事故の防止〜ゆとり
を持った運転の徹底〜

園児や児童の飛び出しに
ご注意ください

春は入園・入学の季節︒
新入園児・新入学児童が慣
れない道を通ることも多くな
ります︒子どもを交通事故か
ら守るため︑ドライバーは思
いやり運転に心掛け︑交通安
全に努めましょう︒

春

音楽とお茶がつないだ縁

掛川公演のために訪れた楽団メ

意気込みを語っていました︒
人の

ンバーや同行していたモンテリー

人︑海外

他市にない魅力をPR
市は︑国内

ズィ枢機卿らが︑茶の苗木の植
樹や交流会に参加するなどして

の茶草場農法﹂のPRに訪れた

い魅力として磨き上げPRして

応援大使の配置を目指し︑国内

掛川市一行を迎えてくれたのも︑

市民と親交を深めました︒

楽団メンバーや枢機卿︑ペーザ
音楽とお茶をきっかけに人と

ン協働市民会議﹂の設置︑動画

このほかにも︑市民協働力を

いきます︒

人がつながり︑市と市がつながっ

やプロモーション用のインター

ロ市のヴィミニ副市長でした︒

日︑

ネットサイト開設など︑国内外

たイタリアとの縁︒3月

市役所を訪れた枢機卿は大使就

に向けて掛川市の認知度を高め
ページ︶

任を快諾し︑﹁おいしい掛川茶

︵関連記事

ていく予定です︒

▲横断歩道を渡りましょう！

50

12

きょう

枢機卿らが応援大使就任

き

すう

の全国交通安全運動

危機管理課
（☎21-1131）

50

を世界に広めたい︒帰ったらロー

14

協 働 力を生 かした市 民 会 議 設 置も

シティプロモーション課（☎21-1123）

▲大使任命式（右からヴィミニ副市長、松井市長、モンテ
リーズィ枢機卿、サルッチ楽団総裁、榛葉昌寛さん）

CITY PROMOTION
「 輝くか け が わ 応 援 大 使 」を 創 設

10

年4月からスタート

乗車場所が増え利便性向上
平成
した大須賀区域とJR掛川駅
年度も継

南口を結ぶバス路線﹁掛川大
須賀線﹂を︑平成
続して運行します︒

支 所 ︵西大渕︶︑アイク︵大

須賀高校前︵横須賀︶︑大須賀

︵とうもんの里︵山崎︶︑横

車場所を3か所から4か所

上のため大須賀区域の朝の乗

年度からは︑学生の利便性向

相当の専用回数券も用意して

です︒また︑割引率が定期券

乗車あたり約半額になりお得

かで︑定期券を購入すると1

金︑回数券︑定期券のいずれ

600円︒支払い方法は現

料金は昨年と同じで︑片道

運行開始は4月6日㈭︒新

渕︶︶に増設しました︒

います︒ぜひご利用ください︒

■販売場所

掛川大須賀線もしくは掛川市自主運

月

行バスの車内、掛川バスサービス、

利用対象者は︑高校へ通学

日︑

回数券購入案内

する学生や市内に居住し市外

30

■
ジーネット
（梅橋351-1☎24-2210）

こどもの読書週間 4月23日（日）〜5月12日（金）

﹁こどもの読書週間﹂は︑

本を生涯の友に!
本の楽しさを知ってほしい

と2歳2か月児健診のときに

の絵本﹂︑6か月児健康相談

﹁おなかの赤ちゃんと初めて

今年のテーマ﹁小さな本の大きなせかい﹂

社会全体で子どもの読書の大

絵本をプレゼントする事業

も︑大きな世界が広がってい

も持てるような小さな本に

の大きなせかい﹂︒子どもで

今年のテーマは﹁小さな本

るよう︑絵本との出会いをサ

と一緒に楽しい時間を過ごせ

ど︑まずは子どもたちが家族

にちはえほん・もっと﹂な

﹁こんにちはえほん﹂﹁ こ ん

マ マ セ ミナ ー の 一 つ で あ る

切さを考える期間です︒

ます︒

本を通して﹁大きなせかい﹂

ポートしています︒

ループなどと一緒に子どもが

に出会い︑本を生涯の友として

図書館では︑図書館活動グ

気軽に楽しめるおはなし会な

にぜひ図書館へお越し

しています︒この機会

同︑みなさんをお待ち

願い︑職員・ボランティア一

人生を豊かに歩んでいくことを

また︑年間を通じてパパ・

どを開催します︒

親

長期休暇期間は運休

または直接同社で購入

の中学校へ通学する学生︒運

日〜8月

25

年1月4日︑3

▲ボランティアの読み聞かせに夢中の子どもたち

夏休みなどの長期休暇期間

26

「ジーネット」へFAX（24-3183）、

子で本を楽しむ機会に
中央図書館
（☎24-5921）

30

24

日〜平成

書をダウンロードし、運行会社

行は平日に限り︑朝は大須賀

■購入方法

︵7月

市ホームページから定期乗車券申込

発2便・掛川発1便︑夕方は

1か月 14,200円、3か月 40,400円

掛川発4便・大須賀発3便を

■購入金額

12
ジーネット、掛川駅北バス案内所

29

定期券・専用回数券購入案内

25

月 日〜 日︶は運休します︒

ください︒

詳細はホームページで

おはなし会などの催

し物の予定や﹁掛川市

子ども読書活動推進計

画第三次計画﹂は︑図

書館ホームページで紹

㌻︶︒
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11

介して い ま す ︵ 関 連 記

事

15

走らせます︒

に！
！

JR掛川駅南口と大須賀が40分で直結

生涯学習協働推進課
（☎21-1129）

28

約半額

定期券
定期券
購入で
1乗車あ
たり

生専用バス、今年も運行

学
Information

その

86

年4

条例﹂︑﹁協働によるまちづくり推

た︒﹁自治基本条例﹂や﹁住民投票

の仕組みづくりに取り組んできまし

色のある地域づくりを実現するため

ニーズに合ったサービスの提供や特

働のまちづくり﹂を目標に︑市民

掛川市では︑﹁市民自治による協

しての役割も主体的に果たし︑障が

サービスの受け手と同時に担い手と

に行われていますが︑市民が公共

ちづくりを進める取り組みは全国的

ています︒行政と市民が協力してま

治体経営をさらに加速したいと考え

きます︒行政主導から市民主体の自

て︑より有効な施策を打ち出してい

で︑市民や企業︑大学などが連携し

ポーツ・観光など幅広い政策分野

﹁市民協働部﹂を新設し︑文化・ス

だきました︒﹁発信力のある方︑大

かけがわ名誉応援大使﹂に就任いた

国のモンテリーズィ枢機卿に﹁輝く

す︒その第1号として︑バチカン市

野で掛川市の魅力を伝えてもらいま

大使﹂に任命し︑それぞれの活動分

外の100人を﹁輝くかけがわ応援

さらに︑掛川にゆかりのある国内

ます︒

的な売り込み方法を検討してまいり

らアイデアをいただきながら︑効果

議﹂を立ち上げ︑それぞれの立場か

もり

る待機児童の解消︑そして︑民間投

整備や企業主導型の保育所開設によ

モーション課﹂を新設します︒掛川

また︑企画政策部に﹁シティプロ

す︒

したら推薦をいただきたいと思いま

りますので︑これぞという方がいま

年の掛川市の転入超過人口

市の魅力をさらに国内外に発信する

平成

歳の子育て世代を中心に
など市民活動団体が協働のまちづく

なげていきます︒ポイントは︑行政

業誘致や移住・定住人口の拡大につ

のシティプロモーションがさらに追

伸び︑進出企業も増えています︒こ

128人増えています︒観光客数も

歳〜
りを進めるための人材育成などに尽

だけでなく﹁市を挙げて﹂という点

は

力していただいており深く感謝して
年度を﹁協働のまちづくり

い風になるように皆様のご支援・ご

います︒
平成

29

飛躍の年﹂と位置付け︑そのために

﹁シティプロモーション協働市民会

にあります︒企業や大学︑まちづく

を含めた交流人口の増大とともに企

28

44

協力をお願いします︒

25
り協議会︑NPOなどが参加する

も進展しています︒さらに︑NPO

資や経営ノウハウを活かした施設

働による﹁掛川潮騒の杜﹂防潮堤の

しお さい

また︑国・県・企業・市民との協

す︒

くり協議会﹂が活動を開始していま

動範囲とする市内

進条例﹂などを施行し︑平成

い者や高齢者などを支援する取り組

使に任命すること自体がニュースに

28

ことで︑認知度を高め︑観光客など

き きょう

月には︑おおむね小学校区単位を活

みは︑掛川市のまちづくりの特筆す

なる方﹂を中心に人選を進めてまい

31

サービスの提供など︑企業との協働

すう

の﹁地区まちづ

べき手法だと思っています︒

市民協働部の新設とシティプロモーションの推進

名誉応援大使に就任したモンテリー
ズィ枢機卿（左）

12

中東遠総合
医療センター

小笠袋井
薬剤師会
小笠掛川
歯科医師会

近所︑地域︑あるいは介護・福祉

﹁セルフケア﹂や︑家族︑仲間︑ご

さぁ︑はじめよう!介護予防

介護予防はみんなの努力目標

サービスなどを利用した﹁交流や社

も︑介護を受けることなく︑自分の

ですか︒一般的には﹁年齢を重ねて

な方はもちろん︑加齢などにより身

方でも始めることができます︒元気

これらは︑いつからでも︑どんな

会活動への参加﹂などがあります︒

ことが自分でできるように︑現在の

体や頭脳︑こころの状態に変化のあ

﹁介護予防﹂という言葉をご存じ

身体や頭脳︑こころの状態を保つた

る方︑あるいは現在︑介護を受けて
いる方であっても︑それぞれの方に

めに取り組むこと﹂を指します︒
介護保険法でも︑国民はみずから

合った形で取り組むことが大切です︒

います︒

私たちケアマネジャーも︑介護が

取り組みである新しい総合事業が始

今年4月から︑介護予防の次なる

介護を受けることなく笑顔で暮らせ

せていただいています︒みなさんが

防についても一緒に考え︑支援をさ

必要な方への支援とともに︑介護予

まります︒これは︑これまでの専門

る地域づくりに向け︑一緒に取り組

住民同士で予防し合う地域へ

要介護状態となることを予防するた
め︑常に健康の保持増進に努めるこ
とや︑要介護状態となった場合でも
進んで適切な保健医療・福祉サービ
スを利用し︑能力の維持向上に努め
るものと規定されています︒
介護予防は︑私たちの努力目標な

職︑事業者が提供するサービスの利
護予防に取り組む体制を将来的に築

んでいきましょう︒

自分に合う形で

いていくことも含まれています︒

のです︒

▲地域のみんなで介護予防! 笑顔いっぱいの
仁藤町いきいきサロン（平成28年7月）

用だけでなく︑地域の住民同士で介

取り組むことが大切

は︑仕事や趣味︑運動や文化

介護予防の取り組みとして

でも︑介護予防の重要性を啓発して

編︼︻健康設計編︼﹂の健康設計編

康人生設計ノート︻エンディング

また︑掛川市が作成した﹁私の健

活動をみずから意識して行う
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小笠
医師会
掛川市
介護支援専門員
連絡協議会

掛川市介護支援専門員連絡協議会 その30
事務局（ケアステーション明日香・☎62-3112）

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

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）

各医療機関の診療案内は平成28年7月号折り込みの「保存版」
（右二次元コード）または市ホームページ「救急医療」で検索

■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。

5月の子育て・健康案内
健診の
子育てに関する

健康づくり課 （☎23-8111）
こども政策課 （☎21-1211）
会場

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）

保健師・栄養士だより
新学期！生活リズムを整え、朝ごはんを食べよう
みなさんは毎日、朝ごはんを食べていますか?
朝食の欠食が多い年代は、男性が30歳代（25.6%）、女
性が20歳代（25.3%）で4人に1人が朝ごはんを食べてい
ません（平成27年度国民健康栄養調査より）。
朝食を食べないと、脳の
エネルギーが不足して集中
力や記憶力が低下し、勉強
や仕事がはかどらなくなり
ます。また、昼夜の2食で栄
養を取ろうとする「まとめ
食い」や間食につながり、
体脂肪をためやすくなるなどの悪影響も出ます。
4月は新生活、新学期がスタートする時期です。夜ふか
しをして、朝起きられずに朝食を欠食することのないよう
に、生活リズムを見直して新生活をスタートさせましょう。

事業名称・受付時間 日 曜

健診・相談・予防接種
説明会
9：15〜9：30

6か月児健康相談
9：15〜9：45

1歳6か月児健康診査
13：00〜13：30

2歳2か月児健康診査

対

象

8 月 平成29年 3月出生児
9 火 平成28年10月 1日〜15日出生児
10 水 平成28年10月16日〜31日出生児

13：00〜13：30

離乳食教室

（もぐもぐごっくん教室）

9：15〜9：30

徳育
徳育

18 木 平成27年 9〜10月出生児

大東

19 金 平成27年10月16日〜31日出生児

徳育

9 火 平成27年 2月 1日 〜15日出生児

12 金 平成26年 4月 1日 〜15日出生児
16 火 平成26年 4月16日〜30日出生児

徳育

徳育

22 月 平成26年 3〜4月出生児

大東

17 水 生後4〜8か月児の親（予約制）
31 水 ※31日は託児なし

徳育

パパママセミナー（歯科編） 25 木
13：15〜13：30

徳育

15 月 平成27年10月 1日〜15日出生児

13：00〜13：30 10 水 平成27年 2月16日〜28日出生児

3歳児健康診査

会場

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

KAKEGAWA C I T Y L I B R A R Y

図書館へ行こう

市立図書館

お薦めの1冊を
紹介します

22
BooKリレー○

■中央図書館（☎24-5921）
午前9時〜午後5時（祝日を除く水・木曜日は午後7時まで）
5月の休館日：毎週月曜日、26日（金）
■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）
5月の休館日：毎週月曜日、3日（水・祝）、4日（木・祝）、26日（金）
■大須賀図書館（☎48-5269）
午前9時〜午後5時（祝日を除く金曜日は午後7時まで）
5月の休館日：毎週月曜日、3日（水・祝）、4日（木・祝）、25日（木）

『だるまさんが』をお薦め
します!だるまの動きを「ど
てっ」「ぷしゅーっ」「び
ろーん」などかわいい音で表
していて、赤ちゃんからおじ
いちゃん、おばあちゃんまで
一緒にその動きを見ながら笑
顔いっぱいになれる本です。
シリーズで『だるまさんの』
『だるまさんと』もあります。

▲子ども読書活動推進会
議委員・安村なおみさん

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
静岡県の
歩ける城70選

しょうゆができる
まで
すがたをかえる
たべものしゃしん
えほん⑥
宮崎祥子/構成・文
白松清之/写真
（岩崎書店）

加藤理文/編著
（静岡新聞社）
静岡県に残る比較的見学がしやすい
城跡、近年の開発で失われたものの
歴史に深く名を残した城など70城の
見どころを、写真や図面とともに紹
介。掛川城、横須賀城、高天神城、
とりで

小笠山砦も登場します。

催

し物・展示

身近な食べ物がどうやってできるの
か、材料の変化を写真と楽しい言葉
で追いかけるシリーズの1冊。横須
賀地区にある江戸時代から続くしょ
うゆ屋さんを舞台に、大豆がしょう
ゆになるまでを紹介します。

1ねん1くみの1にち
川島敏生/写真・文
（アリス館）
登校、朝の会、算数などの授業、休
み時間、給食、そうじ、帰りの会な
ど、小学1年生のクラスの1日を追っ
た写真絵本。子どもたちの会話が吹
き出しでかかれ、楽しそうな様子が
伝わってきます。

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

こどもの読書週間 4月23日
（日）〜5月12日
（金）
各館でいろいろなイベントを開催します。
詳しくは図書館ホームページをご覧ください。
■『天保掛川 宇洞山眺望図考』の周辺 中央
-初公開！天保時代の掛川四景・掛川十二景期間：4月29日（土・祝）〜5月6日（土）正午
資料提供・解説：浅井保秀さん（郷土史研究家）
ひ

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：5月 5日（金・祝）・12日（金）午前10時30分〜11時
大 東：5月 5日（金・祝）・12日（金）午前10時30分〜11時
大須賀：5月 19日・26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
手遊びや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

15

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。

び かい らく

■日々絵楽「〜ひさよし君のふしぎな世界〜」 大東
独特の感性で描かれた松井久悦さんの絵画展です。
カラフルで不思議な世界をお楽しみください。
期間：5月6日（土）〜28日（日）
★第1回古文書講座 中央 ※4月4日（火）から申込受付
とき：5月11日（木）午後1時30分〜3時
★第1回文学講座 中央
とき：5月18日（木）午後1時30分〜3時

中

央：毎週水曜日

午後3時〜

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： 5月13日・27日（土）午後3時〜3時30分
大 東：5月 6日・20日（土）午前10時30分〜11時10分
大須賀： 5月13日・27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：5月19日（金）午前10時30分〜11時

事業名
ビジネスチャンス相談
産業労働政策課
（☎21-1125）

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

①4/8（土）②4/23（日） 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
③5/13（土）④5/28（日）在学の方
応じます。
4人
9：30〜16：30
電話で申込（申込順）
相談無料
中央図書館（掛川）

桜まつりinならここの里 4/9（日）10：00〜14：00
㈱森の都ならここ
（小雨決行）
（☎25-2055）
ならここの里（居尻）

4/19（水）9：30〜11：30
やさしいパソコン講座
IT政策課（☎21-1341） 市役所4階会議室6

フリーマーケット、ならここ汁無料サービス、もち投
げ、掛川音楽倶楽部による花見ライブなど
直接会場へ

どなたでも
入場無料

ローマ字入力と タイピングの基礎とインターネット検索の方法につ
マウスの操作が いて学びます。パソコンは市役所で用意します。
できる方8人
4/14（金）までに電話で申込（申込多数のときは
受講無料
抽選）

4/24、6/26、8/28、10/23、
高次脳機能障害医療等
12/18、H30/2/26の月曜日
総合相談会
県西部健康福祉セン 13：10〜17：00
ター（☎0538-37-2252） 県中遠総合庁舎（磐田市）

右記の障がいを
もつ60歳以下
の方と家族
相談無料
H30/3月卒業予
2018年3月卒業予定者対象
大学生等合同企業説明会 4/28（金）12：00〜16：00 定の大学（院）、
短大、高専、専修学
静岡労働局職業安定課 （11：30〜受付）
グランシップ大ホール・海 校の学生と卒業後
（☎054-271-9958）
（静岡市駿河区）
概ね3年以内の方
県雇用促進課
入場無料
（☎054-221-2573）
母の日のコサージュ作り
5/7（日）9：30〜12：00
たまり〜な
たまり〜な（満水）
（☎24-2722）

高次脳機能障害（疑い）の本人や家族を対象とした
専門医などによる個別相談会。事前予約制
電話で申込（申込順）
静岡新卒者就職支援本部主催。県内に就業場所が
ある「ユースエール認定企業」
「若者応援宣言企
業」が多数参加。タイムスケジュールなど詳しくは、
県または静岡労働局ホームページ参照
履歴書不要
しずおか就職net 検索
直接会場へ

中学生以上は1人でも参加できます。
小学3年生以上
持ち物 布切りばさみ
の親子12組
5/1（月）21：00までに来館で申込（申込順・火曜
1,000円/組
休館）

月夜の茶摘み会
5/11（木）19：00〜21：00
高校生以上
掛川茶振興協会
（雨天順延）
2,000円
（☎21-1216・FAX21-1212）
五明区内の茶園
ocha@city.kakegawa.shizuoka.jp

新茶シーズン到来!満月の月明かりの下で新茶の茶摘
みをします。茶葉は後日参加者に送ります。
5/8（月）までにFAXまたはEメール（住所、氏名、
年齢、性別を明記）で申込

2年生が、ナイチンゲール像から「看護の灯」をいた
東海アクシス看護専門学校
5/14（日）10：00〜11：15 市内在住・在学の だき、目指す看護師像を宣誓します。
「宣誓式」一般公開
（9：20学生ホール入口受付）中学生以上
4/5（水）〜28（金）に電話またはFAX（宣誓式観
東海アクシス看護専門学校
東海アクシス看護専門学校 30人（小学生以 覧希望の旨と郵便番号、住所、学校名、学年、氏名、
（☎0538-43-8111・
下の同伴不可） 電話番号、同伴者の有無、同伴者全員の氏名を明
（袋井市）
FAX0538-43-8122）
記）で申込（申込多数のときは抽選）
調査説明会
ホタルをさがそう
5/20（土）13：30〜15：00
かけがわホタル調査隊
市役所4階会議室
環境政策課
（☎21-1218・FAX21-1164） 調査期間5月下旬〜6月

こども政策課（☎21-1211）

吉岡彌生記念館（☎74-5566）

ふくしあ健康相談（5月）

入館料／ 高校生以上200円（160円）
中学生以下無料 ※（ ）内は団体料金
※子育て優待カードで入館料割引き
休館日／ 毎週月曜と第4火曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）

●東部ふくしあ（☎61-2900）
5/17（水）9：30〜11：30
●たまり〜な出張相談
（ 東部ふくしあ☎61-2900）
5/10（水）10：00〜12：00
●中部ふくしあ（☎28-9713)
5/10（水）9：30〜11：30
●西部ふくしあ（☎29-5977）
5/2（火）9：30〜11：30
4
●さんりーな出張相談
（ 西部ふくしあ☎29-5977）
15
5/17（水）9：30〜11：30
●大東ふくしあ（☎72-1116） （土）
5/12（金）9：30〜11：30
●大東温泉シートピア出張相談
24
（ 大東ふくしあ☎72-1116）
5/31（水）14：00〜15：30
●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
5/11（木）9：30〜11：30

●【常設展】
「吉岡彌生が生きた風景〜そこから見える日常」
学校、病院、自宅など場所によって多
様に変化する彌生の日常を想像しなが
ら、彼女が生きた風景をご覧ください。
『医術開業試験乃第之証』
明治45（1912）年
医師になるためには、原則と
して、医術開業試験の前期・
後期試験を受け、合格しなけ
ればなりませんでした。彌生
は明治23年に前期、同25年
には 後 期 試 験に合格してい
ます。

実行委員会︵ ☎ 1
-162︶
／
午前9時〜 正午

昨年12月に市が導入したテント型
の移動式授乳・おむつ交換スペース
「赤ちゃんの駅」。市内で子育て支援
活動を行う団体が3月に開催したイベ
ントでデビューしました。
利用希望のある方は、ぜひご連絡く
ださい。

今月のけっトラ市

「赤ちゃんの駅」が
市内イベントでデビュー!

市内在住の方 闇で瞬く幻想的なホタルの光。初夏の風物詩ホタル
のいる場所を調べてみませんか。
50組程度
5 / 1 8（ 木 ）までに電 話またはF A X 、Eメー ル
（中学生以下は
保護者同伴） （kankyo@city.kakegawa.shizuoka.jp）で申込
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事業名

とき・ところ

中遠オープンガーデン見学会
5/25（木）9：00〜16：00
維持管理課
極楽公園（長谷）集合
（☎21-1154）

対象・参加料

つな

井伊家と掛川を繋ぐ
トークイベント
観光交流課
（☎21-1121）

6/4（日）14：00〜
（13：30開場）
大日本報徳社（掛川）

内容・申込方法など

一般公開している個人宅などの庭をバスで巡ります。
市内在住・在勤
ハガキ（住所、参加者全員の氏名（代表者に○）、
の方25人
電話番号を明記、4/21（金）必着）で申込（申込多
参加無料
数のときは抽選）。1枚で3人まで申込可
どなたでも
250人
入場無料

小和田哲男さんと城郭研究者が解説します。
5/8（月）までに往復ハガキ（氏名、年齢、性別、郵
便番号、住所、電話番号を明記・〒436-8650長谷
1-1-1）で申込（申込多数のときは抽選）。1枚で2人ま
で申込可（必要事項は2人分記入）。当落は5/15（月）
までに返信用ハガキ（宛先を明記）で回答します。

看護の仕事を 最近の看護の動向、基礎技術の演習。託児あり（有
看護師等再就業準備講習会 6/21（水）〜23（金）
していない看護 料。一部補助あり）
県ナースセンター西部支所 9：00〜16：00
6/8（木）までに所定の用紙にて電話またはFAX、
職免許保有者
（☎・FAX053-454-4335） 浜松労災病院（浜松市東区）
Eメール（hamamatu@nurse-center.net）で申込
受講無料
小学5年生以上 語りのプロになるための入門コースです。
「かたりすと」教室（全6回） 5〜11月の原則毎月第4土曜日
12人（高校生以 持ち物 筆記用具、飲み物
大須賀中央公民館
14：00〜16：00
下は保護者送迎） 5/10（水）までに参加料を持って来館で申込（申
（☎48-1012・FAX48-2024） 大須賀中央公民館（西大渕）
込順・月曜休館）
1,200円
普通救命講習
中央消防署
（☎21-0119）

5月〜H30/3の毎月第3木曜日
どなたでも
9：00〜12：00
受講無料
中央消防署3階（掛川）

農業体験教室（全5回）
たまり〜な
（☎24-2722）

6月〜H30/1の土曜日
13：00〜15：00
たまり〜な（満水）

伝言板

3歳以上15組 最終回は11：00から実施します。
（1組は3人まで） 5/20（土）21：00までに来館で申込（申込順・火曜
2,800円/組
休館）

とき・ところ

4/18（火）
・20（木）
体験太極拳
10：00〜11：30
石川（☎080-5137-4227）
竹の丸（掛川）
母の日カーネーションの
押し花額作り
横地（☎28-0290）

応急手当の必要性（講義）、人工呼吸法、心臓マッ
サージ、AEDの使用方法、止血法、異物除去法
電話で申込

対象・参加料
どなたでも
参加無料

内容・申込方法など
呼吸法を体得しましょう。
当日10：00に直接会場へ

母の日のプレゼントに。カーネーションや
どなたでも
4/20（木）10：00〜11：30
ビオラなどの押し花を使って額を作ります。
5人
生涯学習センター（御所原）
電話で申込（申込順）
1000円（材料費）

ソフトテニス体験会
毎週火・日曜日に活動（要活動費）。一度体
4/23（日）9：00〜10：30
掛川ジュニアソフトテニス
小学2〜4年生 験しませんか。
県総合教育センターあすなろ
クラブ・杉本（☎23-8690）
参加無料
持ち物 運動できる服装、帽子、水筒
（富部）
kj̲soft̲tennis@ybb.ne.jp
電話またはEメールで申込

★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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4/27（木）以降毎週木曜日
①②幼児③小学生 柔軟性やリズム感、協調性を身につけます。
①14：45〜②15：45〜③16：45〜 各20人
申込時に参加希望時間を伺います。
生涯学習センター（御所原） 900円/回
電話で申込（申込順）
市内在住・在勤の プレー代12,070円、セルフプレー代9,370
掛川ゴルフ連盟主催
5/5（金・祝）
アマチュアゴルファー 円（飲食代別途）
春季市民ゴルフ大会
静岡よみうりカントリークラブ
（同伴者可）
4/26（水）までに電話で申込（空き状況
大会事務局（☎26-2111） （家代）
2,160円（プレー代別） により大会前日まで受付可）

はじめてのキッズダンス
放課後キッズクラブ・諸星
（☎090-4185-9711）

企業求人説明会
大東町商工会
（☎72-2701）

掛川・菊川・御前崎各市内の企業が参加しま
平成30年春
5/9（火）13：10〜16：30
大学・短大・専門学 す。地元での就職を目指す方が対象。35歳
掛川グランドホテル（亀の甲） 校卒業見込の方 未満の既卒者対象の説明会もあります。
直接会場へ
参加無料

一般3人
5/9（火）、6/13（火）
季節や行事に合わせて、ぬくもりのあるち
和紙ちぎり絵の会
1,000円/回
13：30〜15：00
ぎり絵を創作します。
榛葉（☎090-2630-8645）
粟本地域生涯学習センター（初馬）（教材費別途） 4/21（金）までに電話で申込（申込順）
大人のための①韓国語
5/25（木）①18：00〜19：00
②英会話入門講座（全8回）
②19：30〜20：30
国際文化交流協会
生涯学習センター（御所原）
（☎090-6489-2803）
掛川ノルディックウォーク
愛好会
飯沼（☎24-4005）

KOHO KAKEGAWA 2017.4

どなたでも各15人
外国人講師と一緒に楽しく基礎から学習し
各コース6,000円
ます。
（テキスト代
電話で申込（申込順）
各2,000円）

毎週水曜日10：00〜11：45
どなたでも
（雨天中止）
参加無料
さんりーな第1駐車場（大池）

正しい歩き方を意識して4〜5㎞を歩いてみ
ましょう。貸しポール500円/回
直接会場へ

5月5日〜11日は
児童福祉週間

県こども未来課
（☎054-221-3485）
市こども希望課（☎21-1144）

農振農用地指定の
除外申請受付

農林課（☎21-1147）

児童福祉関連イベントが県内各地
で行われます。子どもの健やかな成長
や家庭について考えましょう。
■街頭キャンペーン
とき 4月28日（金）午前8時〜8時30分
ところ 掛川駅北口ほか県内17か所

農振農用地区域に指定されている
土地に住宅などを建築する場合は、農
用地区域からの除外が必要です。
受け付けできるのは、農用地利用
計画変更要件を満たし、他法令との調
整が可能なものに限られます。申請す
る前に必ずご相談ください。
申請期間 5月1日（月）〜19日（金）

22世紀の丘公園「たまり〜な」
休館のお知らせ

4月1日〜5月31日
春の農作業安全運動

たまり〜な（☎24-2722）

館 内 定 期 点 検 の た め 、4 月 1 7 日
（月）〜19日（水）は休館します。

選挙情報を発信!
市選挙管理委員会FB
フェイスブック

掛川市選挙管理委員会
（☎21-1133）

掛川市選挙管理委員会では、市民
のみなさんが選挙に関する情報を気
軽に入手できるよう、フェイスブック
で情報を発信しています。
各種選挙制度の内容、選挙時の投
票率のお知らせなどの情報をリアル
タイムでお届けします。
■アカウント名
掛川市選挙管理委員会
■URL https：//www.facebook.
com/kakegawasenkan

見つけたら中部電力に連絡を

中部電力（株）掛川営業所
フリーダイヤル（☎0120-985-232）
■電柱にカラスの巣を見つけたとき
カラスの巣の中に入っている針金
などの金属は停電の原因になります。
■防霜ファンの異常を発見したとき
茶園を守るため、防霜ファンをお持
ちの方は使用前に必ず点検と試運転
を行いましょう。異常発見時は、メー
カーや電気工事店、中部電力にご連絡
ください。

農林課（☎21-1147）

〜 一人一人の安全意識の
向上で事故防止 〜
春の農繁期は、茶では摘採から工
場での荒茶製造、水稲では田植えな
ど、農業機械の利用が多くなり、毎年
農作業事故が多発しています。この原
因の多くが、作業者の不注意や操作ミ
スによるものです。十分注意し、事故
を未然に防ぎましょう。

水道メーターの交換に
ご協力ください
水道課（☎27-0711）

水道メーターは、計量法により有効
期限（8年）が定められています。
下 記 の とおり期 限 を 迎 える水 道
メーターの交換を行いますので、ご協
力ください。
実施期間 5月1日（月）〜平成30年
2月5日（月）
実施者 市指定給水装置工事事業者
※事業者は、
「水道メーター取替工事
について（お願い）」の通知を提示、
もしくは事前配布し伺います。ま
た、市発行の「掛川市水道メーター
交換契約事業者証」を携帯してい
ます。
費用 原則無料（費用がかかる場合
は、事前に説明し承諾を得て交換）
※交換時の立ち会いは原則不要。水
道メーターの上に物を置かないよ
うお願いします。

児童扶養手当のお知らせ

こども希望課（☎21-1144）

子どもがいるひとり親家庭などに支
給します。また、4月分から手当額が変
わります。改定後の額は、8月の現況
届審査後、新証書に記載します。
対象 次のいずれかに該当する「児
童」を監護している父母、または父
母に代わり児童を養育している方
（養育者）
※「児童」は18歳に達する日以降最初
の3月31日までの方。心身におおむ
ね中程度以上の障がいがある場合
は20歳未満も対象
①父母が離婚した児童②父（母）が
死亡した児童③父（母）が重度障が
いの状態にある児童④父（母）の生
死が明らかでない児童⑤父（母）に
1年以上遺棄されている児童⑥父
（母）が裁判所から保護命令を受け
た児童⑦父（母）が引き続き1年以
上拘禁されている児童⑧母が婚姻
によらないで懐胎（妊娠）した児童
手当額（平成29年4月時点） 第1子
は 所 得 に より月 額 9 , 9 8 0 円 〜
4 2 , 2 9 0 円 。第 2 子 は 5 , 0 0 0 円 〜
9,990円、第3子以降は3,000円〜
5,990円の加算（所得に応じ変動）。
※所得などにより支給できない場合
があります。

しずおか子育て優待カードを
配布しています
こども希望課（☎21-1144）

お子さんを同伴しカードを協賛店
舗・施設で提示すると、お店が定めた
サービスを受けられます（妊娠中の方
は母子手帳などの提示を求められる
場合があります）。詳しくは県ホーム
ページ（http：//www.pref.shizuoka.
jp/kousei/ko-130/yuutai.html）を
ご覧ください。
利用可能店舗
ロゴマークのある全国の協賛店舗
配布対象 18歳未満の子どもの保護
者、妊娠中の方
配布場所 市役所1階こども希望課、
大東・大須賀各ふくしあ、徳育保健
センター（御所原）
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平成29・30年度
小規模修繕登録制度への申請

掛川市産業立地奨励事業費
補助金申請を受け付けます

後期高齢者の人間ドック
費用を一部助成します

市内の小規模事業者の育成および
地域経済の振興を目的とした制度で
す。登録を希望する事業者は下記の
要領で申請してください。
要領と申請書様式は、市ホームペー
ジ「事業者の皆様」からダウンロード
するか市役所4階管財課へ直接請求
してください。
対象修繕 見積金額50万円未満で、
内容が軽易なもの
申請要件 市内に本店を有する事業
者または住所を有する方で、市建設
工事などの入札参加資格者名簿に
登録されていない方（詳しくは要領
をご確認ください）
提出書類 小規模修繕事業者登録申
請書ほか
申請方法 4月3日（月）から管財課契
約係で随時受け付け（有効期間は
平成31年3月31日まで）

平成28年に設備投資（平成29年度
固定資産税新規課税分）を行った企業
を対象に、補助金の交付申請を受け
付けます。
内容 固定資産税、都市計画税相当
額を最大で3年間補助（納税後、年
度内に奨励補助金を支払います）
対象 業種製造業、物流業など
交付条件 設備投資に伴い市内在住
の新規雇用者を1人以上増員して
いること、当該の設備が操業してい
ること、設備投資額3億円以上（中
小企業は5千万円以上）であること
など
申請期間 6〜8月末日（必ず事前に
相談してください）
※詳しくは市ホームページ「事業者の
皆様」-「 産業」-「 企業支援情報」「産業立地奨励事業費補助金」をご
覧ください。

対象 次の①〜③の条件を全て満た
す後期高齢者医療保険の被保険者
①市内在住の方②保険料を完納し
ている方③市が行う健康診査を受
診していない（しない）方
助成額 1万円（年度内1回に限る）
対象医療機関 ⑴中東遠総合医療セ
ンター（☎28-8028）⑵聖隷予防検
診センター（☎0120-938-375）
⑶聖隷健康診断センター（☎0120938-375）⑷浜松赤十字病院（☎053401-1140）
※⑵〜⑷は平成29年4月より新たに
追加
受診期間 4月〜平成30年3月
申込期間 10月末まで
申込方法 医療機関へ受診予約後、
国保年金課へ電話で申し込み
※受診費用は、予約時に医療機関へ
確認してください。受診費用から助
成額を引いた金額を医療機関窓口
でお支払いください。
（脳・動脈硬化
ドック、脳ドックのみの受診は対象外）

管財課（☎21-1132）

産業労働政策課（☎21-1125）

「平和学習資料」に掲載する資料を集めています
企画政策課（☎21-1127）

★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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市は、戦後71年が経過し、戦争を体験した世代が少なくなっていく中、戦争の
悲惨さと平和の尊さを若い世代に引き継ぐための『平和学習資料』を編集しま
す。この資料は、戦争中に市民が体験したこと、市内で起きた出来事などを記録
するもので、平和学習の資料として使用されます。少しでも多くの記録を残すた
め、ご協力をお願いします。
対象となる資料 ①戦時中・戦後の写真または手記
②戦争と平和に関する絵、俳句、短歌、詩
※個人が特定される写真、手記などはプライバシー保護のため、掲載の了解を得
たものに限ります。お借りした資料は、必ず掲載するとは限りません。返却は編
集作業完了後（平成30年3月予定）になります。
受け渡し方法 6月30日（金）までに直接または郵送で下記へお届けください。
その際、貸していただける方の氏名・住所・電話番号をお知らせください。
■窓口 土・日・祝日を除く午前8時30分〜午後5時15分に市役所5階企画政策
課、大東支所地域支援係、大須賀支所地域支援係のいずれかまで
■郵送 企画政策課（〒436-8650長谷1-1-1）まで

伝言板

とき・ところ

対象・参加料

国保年金課（☎21-1143）

ききょう

桔梗シールの発行は
平成29年4月30日で終了

協同組合掛川商店連盟サービス会
（事務局 掛川商工会議所内
☎22-5151）

「桔梗シール」は、4月30日（日）
に発行を終了します。
黄色の桔梗シールは、平成29年
7月31日（月）まで加盟店で利用で
きます。お手持ちのシールは、有効
期限内にご利用ください。

内容・申込方法など

小中学生（一般：20人、
陸上競技の基本を学び、大会を目指した専
陸上教室平成29年度会員募集 一般部門：毎週土曜日
専門：10人）
専門部門：毎週水、木、土曜日
門的な練習を行います。
掛川市陸上競技協会・
一般：10,000円
4/10（月）9：00〜電話で申込（申込順）
桑原（☎090-8959-9193） あいり〜な（掛川）ほか
専門：25,000円
ヨーガ教室
①毎月第2・4日曜日②毎週
①笑いヨガ②ヨーガ療法
木曜日、毎月第2・4日曜日
松浦（☎090-6618-8049） 竹の丸（掛川）
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どなたでも
①9：30〜10：00②木曜日10：00〜11：30、
①500円/回
第2・4日曜日10：15〜11：45に開催
②1,000円/回
直接会場へ

掛川市・袋井市病院企業団立
中東遠総合医療センター職員募集

中東遠総合医療センター管理課（☎21-5555（代））

募集内容（職種、採用人数、受験資格）
◆平成30年4月1日採用
①薬剤師：4人程度、昭和52年4月2日以降生まれで有資格者
②臨床検査技師：2人程度、昭和57年4月2日以降生まれで有資格者
③助産師・看護師：40人程度、昭和47年4月2日以降生まれで有資格者
④事務職員（一般）：若干名、平成3年4月2日以降生まれで高等学校卒業以上
の学歴を有する方
◆平成29年度採用（採用時期は応相談）
⑤臨床工学技士：1人程度、昭和57年4月2日以降生まれの有資格者で、臨床
工学技士としての勤務経験が5年以上ある方
⑥事務職員（経験者A）：若干名、昭和52年4月2日以降生まれで、次のいずれ
かの条件を満たす方
・社会保険労務士、公認会計士、弁護士のいずれかの資格を有する方
・システムエンジニアとして、病院において電子カルテおよびオーダリング
などの医療系システムに関する保守・管理の業務経験がある方
・病院において電子カルテおよびオーダリングなどの医療系システムの保
守・管理などの業務経験が応募時点で3年以上ある方
・病院において医事や管理などの業務経験が応募時点で5年以上（診療
情報管理士の資格を有する場合は3年以上）ある方
・官公庁、企業などで労務関係の業務経験が応募時点で5年以上ある方
⑦事務職員（経験者B）：若干名、昭和62年4月2日以降生まれで、病院、官公
庁、企業などにおいて正規職員の業務経験が応募時点で3年以上ある方
※①〜④は平成29年度中に資格取得見込み、卒業見込みの方含む
※地方公務員法第16条の欠格条項に該当する方は受験不可
試験日程 ①5月28日（日） ②〜⑦6月25日（日）
（④⑥⑦は応募多数のときは
第2次試験を実施）
試験会場 中東遠総合医療センター（〒436-8555菖蒲ヶ池1-1）
応募期限 ①5月12日（金） ②〜⑦6月9日（金）
応募方法 申込用紙と必要書類を、土・日・祝日を除く午前8時30分〜午後5時に
管理課職員係へ直接提出または郵送（申込締切日必着）
※試験内容、申込書の請求方法はホームページ（http：//www.chutoen-hp.shizuoka.
jp/）をご覧いただくかお問い合わせください。

子ども・家庭110番を
ご利用ください
☎053-458-4152

こども希望課（☎21-1144）

お子さんや子育てに関する悩みを
一緒に考える電話相談です。相談内容
は秘密厳守、匿名での相談も受け付
けます。
相談時間 午前9時〜午後8時（土日
は午後5時まで。祝日・年末年始は
お休み）

掛川市犬のおまわりさん
会員募集
掛川地区防犯協会
（掛川警察署内☎21-3007）
危機管理課（☎21-1131）

犬の散歩を通じて子どもや地域の
安全を見守っていただける方を募集
します。会員には会員証明書とパト
ロール用ベスト、反射腕章をお渡しし
ます（会費無料）。
応募資格 畜犬登録済みの犬を飼っ
ている市民
応募窓口 掛川地区防犯協会または
市役所1階危機管理課窓口で直接
申し込み（持ち物 認め印）

地域芸術振興助成事業
助成金を受け付けます

文化会館シオーネ（☎72-1234）
・
生涯学習センター（☎24-7777）

市と生涯学習振興公社では、文化芸
術活動団体の活動を支援するため、助
成金の交付申請を受け付けます。
助成対象事業 演奏会・舞踊・演劇・伝
統芸能などの公演や、美術・写真・書
道など作品の展示会で、4月1日〜
平成30年3月31日に実施する事業
助成対象経費 会場使用料、賃借料、
会場設営費、通信運搬費、印刷費、
出演料（当該団体構成員への謝金
は除く）
助成額 上記経費から収入を控除し
た金額の2分の1以内（上限10万円）
申請方法 4月30日（日）までに、所定
の申請書をシオーネ（大坂）または
生涯学習センター（御所原）に直接
提 出 。生 涯 学 習 振 興 公 社 ホ ー ム
ページからダウンロードできます。
申請受け付け後、審査の上決定しま
す。詳しくはお問い合わせください。

県農業振興基金協会
助成事業を受け付けます

（公社）静岡県農業振興基金協会
（☎054-284-9545）
http：//skkikin.ja-shizuoka.or.jp
kikin@chu.ja-shizuoka.or.jp
農業経営の改善や地域農業の振興
に意欲的に取り組む農業者グループ
などに対して、必要な経費の一部（2
分の1以内）を助成します。
助成対象 実施期間が4月1日〜平成
30年3月31日の事業で、次に該当
するもの①担い手育成対策②地域
農業振興対策③農村振興対策
※詳しくは、問い合わせるかホーム
ページをご覧ください。
申請期間 5月上旬までに申請の意
向を連絡してください。5月下旬に
事業内容を伺います（申請書の提
出期限は6月末）。
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国家公務員募集

人事院中部事務局
（☎052-961-6838）
■総合職試験（院卒者・大卒程度）
受付期間 3月31日（金）〜4月10日（月）

第1次試験 4月30日（日）
■一般職試験（大卒程度）
受付期間 4月7日（金）〜19日（水）
第1次試験 6月18日（日）
■一般職試験（高卒者・社会人（係員
級））、税務職員
受験案内などの公開日 5月9日（火）
受付期間 6月19日（月）〜28日（水）
第1次試験 9月3日（日）
※ 受 験 案 内 などはホー ム ペ ージ
（http：//www.jinji.go.jp/saiyo/
saiyo.htm）からダウンロードでき
ます。受験申し込みはインターネッ
トで行ってください。

河川愛護モニター募集

税務職員（大卒程度）募集

国土交通省では、菊川や牛淵川を見
て何か気づいたときや河川の施設に
異常を見つけたときなど、情報を提供
していただくモニターを募集します。
募集人員 2人
応募資格 菊川河口から大船渡橋付
近、または牛淵川と菊川の合流点か
ら黒沢樋門付近に住む、20歳以上
で菊川・牛淵川に関心のある方
任期 7月1日から1年間（予定）
応募期限 5月23日（火）
※詳しくはお問い合わせください。

職種 国税専門官
受験資格 ①昭和62年4月2日〜平成
8年4月1日生まれの方②平成8年4
月2日以降生まれの方で、大学を卒
業した方（平成29年度中に卒業見
込みの方含む）、および人事院が同
等の資格があると認める方
試験日 第1次試験 6月11日（日）
第2次試験 7月12日（水）〜19日（水）
のうち、指定する日
応募期限 4月12日（水）
※詳しくは、国税庁ホームページ
（http：//www.nta.go.jp/nagoya/）
をご覧ください。

浜松河川国道事務所
http：//www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/
（☎053-466-0118）

名古屋国税局人事第二課試験係
（☎052-951-3511）

労働基準監督官
（大卒程度）募集

調理技術技能評価試験（前期）
（公社）調理技術技能センター
（☎03-3667-1867）

静岡労働局総務部総務課人事係
（☎054-254-6326）

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
企画政策課
（☎21-1127）
平成29年3月15日現在の申出額

区分

件数

金額（円）

個人

267

7,066,180

法人

370

179,909,662

団体

200

10,831,286

合計

837

197,807,128

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。

職種 労働基準監督官A（法文系）
労働基準監督官B（理工系）
受験資格 ①昭和62年4月2日〜平成
8年4月1日生まれの方②平成8年4
月2日以降生まれの方で、大学を卒
業した方（平成29年度中に卒業見
込みの方含む）
試験日 第1次試験 6月11日（日）
第2次試験 7月12日（水）〜14日（金）
応募方法 4月12日（水）までにホーム
ページ（http：//www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html）から応募

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）4/1〜5/7
4/

1（土）
2（日）
8（土）
9（日）
15（土）
16（日）
22（土）
23（日）
29（土・祝）
30（日）
5/ 3（水・祝）
4（木・祝）
5（金・祝）
6（土）
7（日）
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北

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

対象調理作業 すし、中国、給食用特
殊の各料理のうち1料理のみ
試験日 ①実技 7月30日（日）〜8月
26日（土）のうち指定する日
②学科 8月1日（火）
応 募 方 法 郵 送 の 場 合 は4 月2 4日
（ 月）までに、窓 口・ホームペ ージ
（http://www.chouri-ggc.or.jp）
の場合は5月8日（月）までに受験案
内と申請書を入手のうえ、5月8日
（月）までに応募※当日消印有効
※詳しくはホームページをご覧くださ
い。後期試験（日本、西洋、麺の各料
理から1料理のみ）もあります。

※宅地内の水道修理は有料です。 水道部
（☎27-0711）

4/

1（土）
2（日）
8（土）
9（日）
15（土）
16（日）
22（土）
23（日）
29（土・祝）
30（日）
5/ 3（水・祝）
4（木・祝）
5（金・祝）
6（土）
7（日）

南

部（大東・大須賀区域）
（有）
豊設備
（☎72-5630）
（有）
浅岡管興
（☎48-4221）
エイケイ赤堀工事 （☎74-3340）
（有）
（有）
大城配管
（☎72-4685）
（有）
大澄設備
（☎48-4476）
（有）
北端工務店
（☎74-2445）
（有）
三久配管
（☎72-5030）
シンワ設備
（株）
（☎24-3322）
（有）
静管興業
（☎72-4705）
（有）
土屋設備
（☎48-2093）
綱取管興
（☎48-2004）
（有）
林配管
（☎72-5515）
（有）
豊設備
（☎72-5630）
（有）
浅岡管興
（☎48-4221）
エイケイ赤堀工事 （☎74-3340）
（有）

年

講

座

大東北公民館、千浜農村環境改善センター、大須賀中央公民館の3館では、年間を通してさまざまな講座を
企画しています。また、季節の講座なども企画していきます。開催前に広報かけがわでご案内します。
※3月21日現在。内容などは変わることがあります。

一般向け
教室名
（新）そば打ち教室

大東北公民館 ︵☎・FAX
2200︶

-74

と

き

6･7月の第2･4土曜日と7/29(土)
全5回 9：00〜12：00

内

容

繰り返し学習をして、一人でそば打ちができるようになり
ましょう。

定員
12人

（新）初心者のクラフト 6・7月の第1・3水曜日
全4回 9：30〜12：00
バンド教室

再生 紙 から作られたクラフトバンドで、すてきなカゴ、
10人
バッグを作ります。

（新）初心者のパソコン 6・7・8月の第2・4金曜日
全6回 9：30〜11：30
学習会

初心者を対象に学習会形式で行います。気軽に参加OK。
10人
参加無料（資料印刷代は必要）

今から始める
男の料理教室

6〜11月の第3土曜日
全6回 9：30〜12：00

料理の基本と栄養バランスを学びます。

16人

手作りアクセサリーに 6〜11月の第3木曜日
全6回 10：00〜12：00
挑戦

手作りのアクセサリーを制作します。

12人

からだシャキッと
健康体操

6〜11月の第1金曜日
全6回 10：00〜11：30

リンパ・足裏マッサージと足腰を鍛える体操を学びます。

15人

ヨガ教室

6〜11月の第2木曜日
全6回 19：30〜21：00

身 体をほぐし、ゆが みを 整 えることで心 身ともにリフ
レッシュします。

15人

初心者の陶芸教室

6/17、7/1・29、8/5・19、9/2の
土曜日全6回 9：30〜12：00

陶芸の基礎を学び、作品を作ります。

15人

季節の花を使ったアレンジメントのバリエーションを学
びます。

15人

フラワーアレンジメント 6〜11月の第1木曜日
を楽しもう
全5回 10：00〜11：30 ※8月休

︵
☎
5028・FAX
3057︶
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（新）一閑張り

6/3・17、7/1・15、8/5・26の土曜日
全6回 9：30〜11：30

一閑張り作品を体験・制作することにより日本の伝統工
芸を学びます。

15人

古典講座
「万葉集に親しむ」

6〜10月の第3木曜日
全5回 9：30〜11：30

万葉集は日本人の心の原点、最古の和歌集です。
身近な季節歌、相聞歌、生活歌などを楽しく詠みます。

20人

はじめての中国語

7〜10月の第2・4水曜日
全8回 14：00〜16：00

新たに中国語を習いたい方を中心に基礎を学びます。

15人

グラスアート

6〜8月の第2土曜日
全3回 9：30〜11：30

ステンドグラスの雰囲気そのままに、素材のガラス板に
リード線やフィルムをはって完成させます。

15人

スローエアロビック

5/13・27、6/10、7/8・22の土曜日
全5回 10：00〜11：30

頑張らない、気持ちがいい、体をほぐす、全身の運動。
ゆったりとした音楽の中で行います。

15人

水彩画を楽しむ

7〜11月の第2水曜日
全5回 9：30〜11：30

絵の具の使い方から静物画や人物画の描き方を学びます。 16人

初心者
男の料理教室

7〜11月の第4金曜日
全5回 9：30〜12：00

初心者でも気軽に覚えられる男性向けの料理教室です。

16人

四季のお花教室

5/20、11/11、1/13の土曜日
全3回 13：30〜15：00

春から初夏の寄せ植えとクリスマスリース、プリザーブド
フラワーを学びます。

16人

実用書道

5〜11月の第3水曜日
全7回 10：00〜11：30

実用的な小筆書道（自身の名前・年賀状の書き方など）
20人
を学びます。

参加料 1,000円、5回未満の講座は200円/回（材料費など実費必要）
4/8（土）〜30（日）に、直接または
FAX（講座名、住所、氏名、年齢、電話番号、性別を明記）で申し込み（申込順） ※9：00〜17：00、月曜日休館
▼

千浜農村環境改善センター
-72

▼

▼

参加料 1,000円、5回未満の講座は200円/回（材料費など実費必要）
4/8（土）〜30（日）に、直接またはFAX
（講座名、住所、氏名、年齢、電話番号、性別を明記）で申し込み（申込順） ※9：00〜17：00、月曜日休館

▼

通

22

生

涯

学

高齢者向け
教室名

き

内

容

定員

6〜11月の第3金曜日（午後） 市長講話（6月）、社会見学（移動学習）、ものづくり講座
全5回 ※8月休
などを予定しています。6月の市長講話は公開講座です。

60人

▼

▼

参加料 無料（材料費など実費必要）
4/8（土）〜30（日）に、直接またはFAX（講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号、性別を明記）で申し込み（申込順） ※9：00〜17：00、月曜日休館
大東北公民館（☎・FAX74-2200）、千浜農村環境改善センター（☎72-5028・FAX63-3057）

▼

千浜農村環境改善センター

大東北公民館

シルバーカレッジ

と

毎月第1または第2水曜日
13：30〜15：00

知っておきたいおもしろ知識、体操、施設見学など、多彩
に学べるちょっとぜいたくな講座です。

健康クラブ

毎月第2火曜日
9：30〜11：00

体操を中心に体を動かすことで、身も心もリフレッシュ
するための講座です。

茶道クラブ

毎月第1・3金曜日
9：30〜11：30

初心者も楽しく学べる表千家の茶道クラブです。

手芸クラブ

毎月第1・3木曜日
13：30〜15：00

編み物など、自分が作りたいものを自分のペースで作る
ことができる講座です。

音楽クラブ

毎月第1火曜日
13：30〜15：00

「楽しく歌って、より若く!」をモットーに、ステージ発表
に向けて活動します。

絵手紙クラブ

毎月第3水曜日
9：30〜11：30

定員なし

大須賀中央公民館︵おもと学級︶
1012︶
︵

☎
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中央学習

けい こ

館内での稽古のほか、視察研修でもお茶を楽しめます。

時季にふさわしいテーマで情緒を楽しみながら学べる
教室です。

▼▼

参加料 1,000円（実費が必要なクラブもあり）
4/1（土）〜所定の書式で直接申し込み ※9：00〜17：00、月曜日休館

子ども向け
内

容

定員

6〜11月の第3土曜日
全6回 13：30〜15：00

鉄棒やマットでゲームを楽しみます。運動が苦手でも
大丈夫です。

年長〜小学3
年生15人

子ども創作クラブ

6・7・8・9・10・12月の第3日曜日
全6回 10：00〜11：30

低学年からできる身近なものを使ったものづくりを
楽しみます。

小学生
12人

参加料 1,000円（子ども創作クラブは材料費など実費）
4/8（土）〜30（日）に、直接またはFAX（講座名、住所、
氏名、電話番号、性別、学校・園名、学年、保護者名を明記）で申し込み（申込順）※9：00〜17：00、月曜日休館
▼

2200︶

子ども体操教室

千浜農村環境改善センター 大須賀中央公民館︵いきいきわくわくクラブ︶
︵☎
1012︶
︵
5028・FAX
3057︶
☎

子ども茶道教室

5〜12月の第3土曜日
全8回 9：30〜11：00

割り稽古から盆略手前までをひととおり学びます。

小学3〜6
年生12人

あそんで体操教室

7/27、8/3・10・24の
夏休み期間全4回 10：00〜11：15

遊びの中で思いっきり体を動かす体育遊び教室です。

年中〜年長
25人

親子でチャレンジ
教室

7/29、8/19、10/14の土曜日
全3回 13：30〜15：30

陶芸教室・体操教室などに親子で挑戦します。

小学生の
親子12組

-72

-63

と き

▼

☎・FAX
︵

大東北公民館

-74

教室名
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将棋クラブ

▼

毎月第3土曜日
9：30〜11：30

ジュニアブラスバンド 毎週土曜日
13：00〜15：00
クラブ

基本的なルールからていねいに教えます。将棋を通
して、人を思いやり大切にする心を身に付けよう。
※幼稚園・保育園児は保護者同伴

幼稚園・保育園
児〜中学生
30人

仲間とともに曲を作る楽しさ、楽器を演奏する楽しさ
を感じられる活動。学期末は演奏会を実施します。

小学4〜6
年生30人

ばや し

三社ばやしクラブ

毎月2回土曜日
19：00〜

三社祭礼囃子の太鼓、踊りの練習をします。保存会
のメンバーがていねいに指導します。

小学生
60人

吹奏楽部

火・木・金曜日 部活動時間
土・日曜日 9：00〜

仲間とともに曲を作る楽しさ、楽器を演奏する楽しさ
を感じられる活動。コンクールに向けて練習します。

中学生
30人

参加料 1,000円（実費が必要なクラブもあり）
4/1（土）〜所定の書式で直接申し込み（申込順） ※9：00〜17：00、月曜日休館

▼▼

-48

▼

参加料 1,000円、5回未満の講座は200円/回（材料費など実費必要）
4/8（土）〜30（日）に、直接またはFAX
（講座名、住所、氏名、電話番号、性別、学校・園名、学年、保護者名を明記）で申し込み（申込順） ※9：00〜17：00、月曜日休館
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2/19

郷土の偉人に続け！
第1回吉岡彌生賞表彰式

▲松井市長（右）から表彰を受ける小学生の部の入賞者ら

今年度、市、市教委、東京女子医科大学が創
設した「はばたけ未来の吉岡彌生賞」の第1回
表彰式が、同大学大東キャンパスで開かれまし
た。今回、応募のあった健康・福祉、理科、環
境などに関する研究や論文、実践レポートなど
124点の中から、小、中、高校生の部それぞれ
で最優秀賞・優秀賞・奨励賞が選ばれました。
受賞者には表彰状と副賞が手渡されました。

2/25

障がい者への理解深める
みんな一緒のまちづくり開催

▲9グループに分かれて障がい者差別を議論する参加者たち

市民有志の会「みんな一緒のまちづくり実
行委員会」（横山博則委員長）は、障害者差別
解消法の理解をより深め、誰もが活躍できるま
ちづくりを進めるため「みんな一緒のまちづく
り 〜みんなで差別について話し合おう〜」を
市役所で開催しました。身体・視覚・聴覚・発
達などの障がいのある方や健常者ら約100人が
参加。活発に意見を交わしました。

2/17

全国初！ ユニ・チャームと
包括連携・防災協定を締結

▲包括連携と防災に関する協定を締結

市は、紙おむつなどの衛生用品大手メー
カーであるユニ・チャーム（東京都）と、包括
的な連携および防災に関する協定を締結しまし
た。同社が自治体と包括的な協定を締結するの
は全国で初めてで、災害対策、子ども・青少年
の育成支援と子育て支援、健康増進など7項目
を推進します。防災協定は、災害発生時に紙お
むつなどの物資の供給を受けます。

2/23

受賞団体が市長に喜び報告
県コミュニティ活動賞

▲松井市長（左）に受賞を報告する各団体メンバー

今年1月末、県コミュニティづくり推進協議
会主催「コミュニティ活動賞」を受賞した3団
体が掛川市役所を訪れ、松井市長に喜びを報告
しました。
優良賞には三十川コスモス実行委員会（小
柳津勝宏会長）と南郷地区まちづくり協議会
（中村 哉会長）が、奨励賞にはママバトン
（杉山有希子代表）が選ばれました。
み

そ

がわ
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2/18

駅前でレンタサイクル開始
電動アシスト自転車で回遊を

中心市街地の
回遊性の向上を
目的とした官民
協働の貸し自転
車事業「かけが
わレンタサイク
ル」（有料）が、
JR掛川駅北側の
商業施設「ウィ ▲有料で貸し出される自転車
タス138ストア」
で始まりました。この事業は、駅を中心に徒歩
圏内から少し離れた施設や観光スポットなどに
足を運びやすくし、ゆったりと1日かけて観光し
てもらおうというもの。用意された5台の自転車
は全て電動アシスト機能付きです。

3/1

大坂小で新体育館落成式

テーマは風と太陽のアリーナ

昨年7月に着工
した大坂小学校
の屋内運動場が
完成し、落成式
が行われました。
屋内運動場は
鉄骨造の平屋建
てで、延床面積
▲開放的な屋内で縄跳びを楽しむ児童
は949平方㍍。
「風と太陽のア
リーナ」をコンセプトに、開口部を最大限に設
けることで風通しや日照を確保し、屋外で活動
しているように感じられる施設になりました。
災害時には避難所として使用できる耐震性も備
えています。

3/11

女性消防団員が初の試み
人形劇で津波避難呼びかけ

▲紙人形劇で津波避難の心得を説明する女性消防団員

東日本大震災から6年を迎えたこの日、大須
賀図書館が、市消防団女性団員でつくる予防指
導隊「きんもくせい分団」（中山いずみ隊長）
の協力のもと、津波避難の大切さを訴える紙人
形劇を開きました。劇は同分団のオリジナル
で、掛川にゆかりのある地名やキャラクターが
登場。参加者は、地震の後は高台へ逃げること
など津波避難の心得を学びました。

3/14

熊本地震の教訓生かして
大須賀中で防災交流会

消防センターの完成祝う
大須賀第二分団

大須賀第二分団消防センター落成式が、大須
賀第二地区山崎地内の現地で開かれました。同
分団員をはじめ、団本部員や地元区長、建設関
係者ら約100人が出席し、新たな活動拠点の完成
を祝いました。
旧施設は昭和60
年から31年が経過。
約1㌔西の「とうも
んの里総合案内所」
北側へ建て替えまし
た。

25

3/11

▲大規模災害の心構えなど意見交換する中学生ら

大須賀中学校で、熊本県嘉島町立嘉島中学
校の生徒9人を招いた防災交流会が開かれまし
た。これは県が主催する「熊本・静岡交流事
業」の一環として実現したものです。
嘉島中生徒は、熊本地震直後の緊迫した様
子や心情について写真を交えながら詳細に紹
介。意見交換会では、心の支えになったこと、
必要なもの、心構えなどを話し合いました。

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。

ディオを常設展示する﹁田中コ

花鳥園東側の﹁たこまん掛川本

ちょうど1年前の4月2日︒

出会ったこと︒話をするに連れ

機を探す中で古時計の愛好家と

収集を始めたきっかけは︑蓄音

が趣味だった田中さんが時計の

明治中期から昭和初期のコレ

むこと﹂と力を込めます︒

うで︑最大の魅力は﹁時間を刻

て魅力を感じるようになったそ

店﹂2階に︑古い柱時計とオー

年かけて収集した約

レクション﹂が開館しました︒
壁には
奥には巨大なスピーカーと真空

200台のアンティーク時計︑

音機も同じだが︑職人の手が入っ

クションが多く︑﹁昔はお金持

たすばらしい作品ばかり﹂と︑

管アンプ︑レコード5000枚
タイムスリップしたかのよう

ちでなければ買えないもの︒蓄

な不思議な空間の中で︑時計の

終始笑顔で思いを語ります︒

以上がずらりと並んでいます︒

時を刻む音を楽しんでいるのは︑

また︑オーディオ類やラッパ
型の蓄音機も自慢で︑クラシッ

︒店舗の開

クやジャズなど︑聴く曲によっ

館長の田中仁さん
来館者をお迎えしています︒

種苗業界で国内最大手の﹁サ

も研究のうちのひとつ︒新しい

畑仕事が多いとのこと︒﹁試作

じょう ちょう

年は必要で︑気の長い仕事

カタのタネ﹂︵本社・神奈川県︶
が平成5年︑創業

に開設したのが﹁掛川総合研究

%を誇るブロッ
に近接する

コリーをはじめ︑普段口にした

い っ ぱ い ︒ と う も ろ こ し の

は︑同センター生まれのものが

価格を実現した﹁アンデス﹂も

が研究者という︑同社最大の研

その一例です︒掛川で生み出さ

究開発基地であるとともに︑育

イメージですが︑こちらでは交

れた一粒の小さなタネが︑世界

﹁ゴールドラッシュ﹂や高級

配を繰り返して新しい品種を作

の暮らしを豊かにしています︒

だったネットメロンの手ごろな

り出すことをメインに︑市場に

研究と言えば白衣に顕微鏡の

出る前の品種を試作するなど︑

種工学研究の拠点でもあります︒

世界シェア約

コードがあればぜひ持っ

り︑観賞したりする野菜や花に

㌶の広大な敷地で
てきて︑懐かしい音色を

人のほとんど

野菜と花の品種開発を行う同セ

です﹂と川村学場長は話します︒

に

品種を生み出し商品化するまで

▲「王様トマト」と総務課の宮野さん。広大な敷地には
ハウスや畑がいっぱいあるよ。

周年と同時

野菜と花の新品種を開発
サカタブランドを生み出す研究総本山
ンター︒社員約

い﹂と話します︒
﹁ここにある全てがお
気に入り︒このコレクショ
ンを後世に残していきた
い﹂と目を細めながら充
実感を漂わせる田中さん
でした︒

65

（城北）
店日は︑ほぼ休まず足を運び︑

て自分好みに設定したオーディ
オ を 使 い 分 け ま す︒﹁

歳代の方は︑若 い こ ろ

㈱サカタのタネ
掛川総合研究センター

大音量で楽しんでほし

けた世代︒思い出深いレ

にオーディオにお金をか

〜

60

きんじろうくん

センター﹂です︒吉岡大塚古墳

10

70

和田岡地区

80
80

（70）

まさし

仁さん

田中
「田中コレクション」館長

40

中学生のときからオーディオ

▲古時計とオーディオに囲まれた「田中コレクション」
（たこまん掛川本店（南西郷）2階/入館無料/10：00〜16：00）

25

32

けい

古時計やオーディオなどを常設展示

ど
こ

26

冬の江刺に英雄たちが集う
IWATE奥州ブレイブヒーローズ
IWATE奥州ブレイブヒーローズ︵奥州
日︑江刺体育文化会館︵ささら

商工会議所・江刺まちづくり市民会議主催︶
が2 月
ホール︶で開催されました︒
ぶ じん

舞神ソーランドラゴン︵北海道札幌市/茨
こうげん

てつ じん

城県つくば市︶︑光源クリハライザー︵宮城
県栗原市︶︑鉄神ガンライザー︑NEO︑
ご ほうじん

MAX︵岩手県︶︑護宝神ニシワガー︵西和
ごう えんじん

賀町︶︑郷炎神ヒャクシカイザー︵江刺区︶
が集結︒ご当地ヒーローに会いに多数の人が

力作動画で︑
地域の魅力をPR
市民レポーターの中には︑動画編
集を行う方もおり︑市民目線ならで
本︵2

はの楽しい動画を配信しています︒
3年間で作成された動画は

月末現在︶︒スピード感たっぷりの
﹁ミニ四駆グランプリ﹂や﹁R
Cカーレース﹂︑ユリやヒマワリ︑
しだれ梅など四季折々の花︑霜が降
り真っ白になった茶畑の風景︑地域
が主催するまちづくり活動の紹介︑
の降る光景など︑さ

掛川では大変珍しい雪

動画が投稿されてい

まざまなジャンルの

動画を通じて新

ます︒

西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 4/25（火）、5/23（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）

※使用している薬（外用薬を含む）の名前を伺います。

4 精神保健福祉総合相談

・ 月

5

来場しました︒ヒャクシカイザーショーでは
じ んく ー が

新ヒーロー﹁神空我﹂も初登場し︑会場は大
いに盛り上がりました︒
鉄神ガンライザーが一番のお気に入りの
ヒーローだと話す水沢区の澤田浩太郎 君 は
﹁生で見たのは初めて︒かっこよかったです﹂

を発見してくだ

しい掛川の魅力
さい︒

福祉課（☎21-1140）
と き 4/18（火）、5/16（火）9：15〜16：00
ところ 市役所北側駐車場

12

世帯数

女

男

■市の人口（3月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

（4）

▲イベントの終わりにはヒーローたちによるお菓子
まきが行われた

献血

ごみの休日受け入れ

と

環境資源ギャラリー（☎23-2273）
き 4/8（土）
・23（日）、5/13（土）
・28（日）
9：00〜11：30

新
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KOHO KAKGAWA 2017.4
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市 民目線で各地の話題を提供
市民広報レポーター
市民広報レポーターの
ページは、左の二次元
コードからご覧いただ
けます。

19

とヒーローとの交流を楽しんでいました︒

Oshu

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」

58,914人（＋27） 58,849人（−24） 43,524（＋44）
57,157人（＋12） 56,850人（−34） 41,658（＋29）
1,757人（＋15） 1,999人（＋10） 1,866（＋15）

117,763人（＋ 3）
114,007人（−22）
3,756人（＋25）

住民基本台帳人口
日本人
外国人

みち のく魅 力 発 信
つ な げ る・つ な が る

51
動画ページ

岩手県奥州市
姉妹都市
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