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空き家を出さない
問 都市政策課（☎21-1152）

現在、全国の空き家数は、過去最高水準で推移しています。長年放
置された空き家は、手入れがされていないため、荒廃が進み、倒壊や
火災などの危険性が考えられます。
こうした危険な空き家の撤去を促すため、国では平成27年5月から
「空家等対策特別措置法」を施行し、空き家への立ち入り調査や所有
者に撤去や修繕など、指導勧告できる権限を地方自治体に与えました。
市では平成26年に「掛川市空き家等の適正管理に関する条例」を制
定するとともに、平成29年に「掛川市空家等対策計画」を策定し、適
正に管理されず近隣の環境に悪影響を与える「空き家」をなくすため
の取り組みを行っています。

年先、３戸に１戸が
空き家に

２０１３年の総務省統計調査
によると、全国の空き家数は８
２０万戸で、全住宅の７戸に１
戸が空き家となっています。こ
れが、２０３３年ごろには２１
５０万戸まで増加し、３戸に１
戸が空き家となってしまうこと
が予想されています。
一方、市内の状況は、２０１
３年に６７６０戸が確認されて
いて、空き家率は ・６％。全
国の ・５％を上回っています。
近年、人口減少社会のなかで
あっても市の世帯数は増加傾向
にあるため、これまで空き家問
題はそれほど身近に捉えられて
いませんでした。
しかし、市内には 歳以上の
単身世帯が約２７００戸あり、
住宅が適正に管理されなかった
場合は、今後空き家になる可能
性があります。
また、相続などによって所有
者が分らない、本人も所有者と
して自覚がないという方も多く
見られ、法的に解決が難しい場
合もあります。
このように、空き家問題は今
後さらに深刻となることが予想
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総住宅数、空き家数および空き家率の推移（全国）
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され、空き家を出さない取り組
みが急務となっています。

放置されることで
安全を脅かす存在に

空き家にもさまざまあります
が、賃貸や販売など、すでに流
通しているもの、別荘や住むこ
とを前提に所有者が適正管理し
ている物件は問題ありません。
しかし、庭木の管理が行き届
いていなかったり、壊れたまま
放置されたりしている空き家は、
老朽化の進行が早く周辺の環境
や安全を脅かす存在になってい
ます。空き家問題の多くは、こ
ういった放置されていることを
原因とするものがほとんどです。

管理は所有者の義務

空き家が適正に管理されてい
ないことが原因で被害が出た場
合、建物の所有者は、故意や過
失に関係なく責任を問われるこ
とがあります。また、登記上の
所有者が亡くなっている場合で
も、ある日突然、相続人に対し
て損害賠償請求がされることが
あり、空き家の適正管理は所有

者の義務となります。
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て、行政の介入による法的
根拠を持たせました。
に改善しなければ行政から

所有者は自己負担で早急
耐震補強工事がされてお
の強制対処を求められるこ

空き家になる前に
事前に対策を

らず老朽している建物は、
賃貸や販売などがしにくく、 とになり、土地の固定資産
税に対する特例措置を外さ
れて税負担が増すことにな

周辺へ危険を及ぼす可能性
があるため、早めに解体す
このようになる前に、市

ります。

体することで、周辺への環
は 地 域 やＮ Ｐ Ｏ 法 人 な ど と

ることをお勧めします。解
境悪化を防ぎ、土地の有効
り組んでいます。

利用も図ることができます。 協力して、空き家問題に取
空き家に限らず全ての建

31

物が、将来空き家になる可
能性があることから、耐震
補強など事前に将来の計画
を立てておきましょう。

行政の取り組みと
空家等対策特別措置法
空き家問題は、どれほど
危険な物件であっても個人

掛川には昔から続くすばら
しいコミュニティがあります
が、空き家や空き地が増える
と、どうしても希薄になりが
ちですよね。所有している方
も、解決方法に困っているの
ではないでしょうか。
特に、空き家は不動産価値
をすでに失っている可能性が
あり、問題解決が難しい場合
があります。そのような時に
は、私たちを頼っていただけ
ればありがたいですね。
例えば、使えない空き家も、
再生することで若い人たちに
定住してもらい、まちがつな
がるようにしていくことも、
大切だと感じて いますので、
そ う い っ た サ ポ ート も で き る
と思っています。今あるまち
をしっかり活用していく。コ
ミュニティを守り地域の活性
化につながるよう活動してい
きたいと思います。

丸山 勲さん（上内田）

葛ヶ丘区長

磯村敏夫さん（葛ヶ丘）

私の区では、長い間放置さ
れた空き家や空き地に雑草が
生えたり、鳥が巣を作り、ふ
んが散乱したりして、地域住
民を悩ませていました。こう
した問題を整理するために、
数年前から小区長が空き家の
調査を実施。今年は 軒の空
き家が確認され、毎年増加傾
向にあることもわかりました。
解決に向けて、今後所有者
には意向を聞き、了解が得ら
れれば区で借りて、高齢者が
集う場所にしたり、休憩所や
一時的な体験型の借家などに
活用したりできたらいいなと
思っています。
空き家や空き地の問題をま
ちづくりの一つと考え、安全
で楽しく過ごせるまちを目指
していきたいです。地区の魅
力が増して、高齢者や若者が
安心して定住してくれるよう
になれば、うれしいですね。

かけがわランド･バンク代表

資産ということで、これま
年に

で行政の介入は困難でした。
しかし、国は平成

を「特定空き家」と定義し

で特に危険度が高い空き家

を制定し、空き家全体の中

「空家等対策特別措置法」

27

問題に向き合って地域の魅力をアップ

掛川のすばらしいコミュニティを守りたい

4

特 集

専門的な知識を持ったメ
ンバーが、一つのチームで
課題に対応します。

64

64

14

補強計画＋補強工事
110万円

追加
従来
支援
高[ 齢 者 等 世 帯 ]

補強計画＋補強工事
120万円

※上記の金額はいずれも最大補助額です。

命を守るために、補助
制度を活用してください。

補強工事
65万円

追加
従来
支援
一[ 般 世 帯 ]

補強工事
95万円

補強計画
14.4万円

■お困りの方
まずは相談を
とき 毎月第２土曜日・
第３水曜日
（月によって異なる場合
があります）
①午前 時〜正午
②午後１時〜３時
ところ 連雀ニューセンター
２階（連雀１番地の ）
10

相談方法 月〜金曜日の午
前 時〜午後４時に電話
ま た はＦ ＡＸ で 相 談 内 容
を伝えてください。専門
のスタッフが対応します。
相談無料
※
（ただし、業務を依頼した
問 ＮＰＯ 法人かけがわランド・バンク
場合は、費用が発生する場
（☎
３- １ ２１ ・Ｆ ＡＸ
３- １ ２２ ）
合があります）
10

補強計画
14.4万円

従来の補助制度に加えて、
補強計画と補強工事を一体的
に行う補助制度を新設しまし
た。従来の補強計画と補強工
事を分けて実施する場合に比
べて、最大補助額が高い支援
制度です。この新しい制度の
活用をご検討ください。

空き家・空き地の悩み
相談してください

23

専門家集団のワンストップ窓口開設
空き家や空き地の放置は、
市内でも大きな問題となっ
ています。
市は２月 日、一級建築
士や宅地建物取引士など民
間の専門家集団によるＮＰ
Ｏ 法人「かけがわランド・
バンク」と空き家対策に関
する協定を締結しました。
売買や賃貸だけでなく、
管理不全の空き家の解体や
防止、跡地活用、相続、リ
ノベーションなどさまざま
な相談をワンストップで受
けられる体制を整えました。
空き家や空き地問題の解
決方法はとても複雑です。
ぜひ、お気軽に相談してく
ださい。
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空き家を出さない

耐震補強工事に追加支援制度

問 都市政策課（☎21-1152）

「木造住宅耐震補強工事（補強計画一体型）」

※写真はイメージです
協力：さやの家

特

集

正しい理解で
認知症を支え見守る
ち

～住みなれた掛川で暮らすために～

ま

認知症は、誰でも発症する可能性がある病気です。
厚生労働省は、平成37年度には認知症高齢者の数が約700万人
に達し、65歳以上の約5人に1人がかかると見込んでいます。
認知症を正しく理解し、見守りシールを広め、地域ぐるみで暮
らしやすいまちをつくりましょう。
問健康長寿課（☎21-1142）

まなメカニズムで司令塔の働きに不都

ている司令塔です。認知症は、さまざ

脳は、人間の活動をコントロールし

りません。誰よりも本人が一番心配

認知症の方は何も分からないのではあ

症状に最初に気づくのは本人です。

「本人に自覚がない」は大きな間違い

接するときの心構え

合が生じ、生活への支障が起きる状態

で、苦しくて、悲しいのです。

認知症と脳の関係

を指します。

と、人との関わりの中で起きる「行

れることで直接起こる「中核症状」

に行く必要はない」と言い張り家族を

周囲の指摘に「忘れてない」「病院

「私は忘れてない!」に隠された思い

症状には、病気などで脳の細胞が壊

動・心理症状（BPSD）」がありま

困らせることがあります。これは、や

分を守る自衛反応といえます。

り場のない怒りや悲しみ、不安から自

す。

中核症状

ることは容易ではありませんが、隠さ

病気になった方の本当の心を理解す
・覚えられず、すぐ忘れる

れた悲しみの表現であることを知って

記憶障害
見当識障害

おくことは大切です。

ろう べん

が必要です。そして、偏見を持たず、

があることを正しく理解していること

対応には、症状に伴う認知機能低下

対応ガイドライン

切です。

なく、自然に援助することがとても大

障がいを理解し、補いながら、さりげ

認知症の方の心情はさまざまです。

「さりげなく自然に」が1番

関わる方の心構え

・「いつ」「どこ」がわからない
理解・判断力障害
・道筋を立てた思考ができない
・予想外のことに対処できない
実行機能障害
・計画や段取りができなくなる

行動・心理症状（BPSD）

はい

暴言や暴力、興奮、抑うつ、不眠、
かい

昼夜逆転、幻覚、妄想、せん妄、徘

徊、物とられ妄想、弄便、失禁など、
本人が置かれている環境や人間関係、
性格などが絡み合って起きます。
介護者が苦慮することが多いのは
「行動・心理症状」です。

6

市は、認知症で徘徊する高齢者を速

見守りシールで早期発見
と蛍光シール

対象者

10

枚のセット。申請によ

・介護保険法の要介護者もしくは要支

り無料で提供します。

やかに発見、保護できるよう、「見守

援者で徘徊行動がある方

自分たちの問題であるという認識を

●基本姿勢

りシール」を利用した徘徊高齢者伝言

・医師に認知症と診断された方

持って支援する姿勢が重要です。

①驚かせない

板システム（通称「どこシル伝言

・市が認めた方

〜3つの「ない」〜

②急がせない

板」）を2月から導入しています。

されていて、読み取りアプリで読み取

市役所1階健康長寿

③自尊心を傷つけない

ると「右耳が遠いので左耳から話しか

※いずれも市内在住

●具体的な7つのポイント

課または、ふくしあ内

申請方法

①まずは見守る

けて」など、保護の際に役立つ情報が

シールは、二次元バーコードが印刷

②目線を合わせて優しい口調で話す

「地域包括支援セン

ター」へお申し出くだ

表示されます。

家族などの登録者へ居場所や健康状

③余裕をもって対応する

④穏やかに、はっきりと話す
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態などを送信でき、連絡先を入力すれ

と き 9月14日（金） 午後7時～8時30分
ところ 市役所4階会議室1
申込方法 9月10日（月）までに電話で申し込み
受講料 無料

⑤声をかけるときは1人で

「認知症サポーター」は認知症を正しく理解
し、本人や家族を温かい目で見守る「応援者」
です。講座では、症状や対応方法を学びます。

ば連絡を取ることも可能です。

健康長寿課（☎21-1142）

枚

認知症を正しく理解
認知症サポーター養成講座

シールはアイロンで貼るタイプ

（※）キャラバン・メイトとは、認知症サポー
ター養成講座の講師資格を持つ方です。

30

⑥相手の言葉に耳を傾けゆっくり対応

キャラバン・メイト （※）
竹原亜有子さん（城北）
年齢を問わず、みんなが寄り添うと地
域が温かくなります。それが認知症の方
を救うということを広めたいという思い
から、小学校5年生に認知症高齢者との交
流を交えた認知症サポーター養成講座を
開講しています。
認知症は、病気によって顔立ちも口調
も性格も全てが変わっていきます。急に
怒り出したり、食べてはいけない物を食
べたりすると子どもたちは怖がって寄り
つかなくなります。「病気になっても感
情は残っているから、怖がらず笑って接
すれば相手も笑ってくれる」ということ
を、講座を通して実感し、自然と優しく
関われるようになってほしいと思いま
す。さらに、講座を受けた後、両親に
「病気からくるんだよ」「怒っちゃだめ
だよ」など伝えてくれることで、親世代
が気づくこともあると考えます。
今後は子育てや仕事もあり、時間や
きっかけのない同世代に、家族が認知症
になったとき、悲しむより笑って楽し
む、遠慮無く周りを頼って良いというこ
とを伝えていきたいです。

⑦後ろから声をかけない

子どもたちから親へ広げたい

「自助」の力を高め、「共助」で支え合う

問危機管理課

（☎21-1131）

■子ども医療費が
末まで拡大

歳年度

18

発災後の避難所の運営を中心に

これまでの 歳から 歳年
度末までに対象が拡大しま
す。 歳以上で、市内に住所
がある子どもの家庭には、申
請書を郵送します。内容を確
認して、提出をお願いします。

18

■乳幼児の医療費が無料に

なし

（入院）

15

これまで、通院費用の一部
に自己負担がありましたが、
月1日から乳幼児（就学
前）は自己負担なしで医療機
関に受診できます（保年適用
外健康診断や予防接種などは
除きます）。

自己負担額

対象

大規模災害で開設する広域避難所は、さまざまな避難者が生
活することや、地域外からの支援に時間がかかることが想定さ
れます。みずからの地域はみずからの手で守るため、自主防災
会が主体となる広域避難所の運営訓練を実施します。

■掛川市メールマガジンの
登録を
土砂災害警戒情報や大雨警
報、同報無線放送などをリア
ルタイムに受信できます。
■防災ラジオの活用
同報無線放送を屋内で聞く

乳幼児以外 1回500円（月4回まで）

②児童手当
申請がない場合、10月の支給が一時停止します。
対象 6月1日現在で、市内に在住していた受給者

乳幼児

なし

（通院）

■10月1日から

18歳年度末までの子ども

①子ども医療費
申請がない場合、10月1日からの受給者証が発行
されません。
対象 平成15年4月2日～平成30年4月1日生まれ
の子ども

15

6月中旬にそれぞれ通知
を送りました。更新手続き
が済んでいない方は、早め
に済ませてください。詳し
くは、送付された通知をご
覧ください。

10月1日
（月）から助成の内容が変わります

子

10

子ども医療費・児童手当
更新手続きはお済みですか

ども医療費の制度拡充へ
問こども希望課
（☎21-1144）

ことができる防災ラジオの設
置は済んでいますか。1世帯
に1台まで無償で貸与してい
ます。

掛川市メール
マガジン

■ 訓 練 参 加 と 、 家 庭 で の備
えの見直しを!
日ごろからの地域のつなが
りが、災害時に共助として大
きな力になります。積極的に
訓練へ参加してください。
非常持出品は、家族構成に
応じて必要な物を加え、保存
状態や使用期限などを定期的
にチェックしましょう。また
「家庭の避難計画」の見直し
も行い、避難場所や避難経路
などを確認しておきましょ
う。
①水や食料、生活必需品など
7日分の備蓄品の点検
②家具や家電の固定など、安
全対策の実施と確認
③防災ガイドブック「家庭の
避難計画」の作成
④ブロック塀など危険箇所の
確認
■同報無線放送が流れます

訓練当日の午前9時ころか
ら、緊急地震速報や大津波警
報のサイレンが鳴ります。

▲防災ラジオ

月2日
（日）掛川市総合防災訓練

9
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8

■ブロック塀などの撤去・
改善工事の補助金を拡充
6月に発生した大阪北部地
震では、ブロック塀の倒壊に

■撤去工事
対象道路に面する、危険な
ブロック塀などを撤去する工
補助額
「塀の長さ×8900円」

事が補助対象です。

市では、市民の安全・安心を
と「撤去工事額」を比べ、

より尊い命が失われました。
守るため、危険なブロック塀
①個人の場合は、少ない額の
②法人の場合は、少ない額の

造り替える場合は、安

■世界の恒久平和を願い
一分間の黙とうを

1128）

8月9日㈭午前 時2分

長崎

8月6日㈪午前8時 分

問市長政策室
（☎
とき 広島

21

-

終戦
8月 日㈬正午
（同報無線放送を停止し
ます。
）
■戦没者追悼式

1140）
問福祉課（☎
とき 8月 日㈬

午前9時〜受付、9時 分開式

ところ 生涯学習センター
ホール（御所原）
内容 追悼、遺児のことば、
献花など

■平和祈念式

家族と平和について考える
機会として、平和祈念式を行
います。戦争を風化させない
ために、ぜひ、ご参加くださ
い。親子で参加した方には、
子ども1人につき粗品をプレ
ゼントします。
とき 8月 日 ㈬ 午 前 時〜
正午（戦没者追悼式終了後）
ところ 生 涯 学 習 セ ン タ ー
ホール（御所原）
内容 広島市平和記念式典に
参加した中学生による発
表、昨年度「平和を考える
自由研究」優秀者の作文発
表、戦争・平和に関する読
み聞かせなど

11

などの撤去・改善工事につい
3分の2以内（上限 万円）

撤去工事について、個人が
2分の1以内（上限 万円）

て、補助金を拡充します。
申請者となる場合は補助率と
者となる場合は補助額の上限

全なもの（生け垣、フェ

なブロック塀を、安全な塀や

15

15 21
-

補助額の上限を、法人が申請
を、それぞれ引き上げます。

ンスなど）にするよう、

■改善工事

お願いします。

また、倒壊の危険性が少な
いフェンスなどへの改善工事
は、通学路に面した塀を新た

に補助対象に加えました。

フェンスに改善する工事が補

次の①〜③に該当する危険

危険なブロック塀をなくしま

補助金を積極的に活用して

しょう。

15

15

▲戦没者追悼式

助対象です。
①中心市街地の商業地域内
で、道路に面するもの
②緊急輸送路や避難地などに
面するもの
③通学路に面するもの
補助額
「塀の長さ×3万8400

KOHO KAKEGAWA 2018.8
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円」と「改善工事額」を比
万円）

▲平和祈念式で平和への思いを語る中学生たち

11

30

家族で話し合う機会に

戦

争を風化させない
問企画政策課
（☎21-1127）

15

40

べ、少ない額の2分の1以内
（上限

25

のブロック塀は大丈夫?
補助金を活用しませんか

問都市政策課
（☎21-1152）

家
Information

～みんなでシティプロモーション～

菊水の滝

Vol.08

び

な

海老名川にある滝で、落差5〜6

あ

菊水の滝（八坂）

けました。

松葉の滝にまつわる伝説

攻められ敗走し、山間の淵に身を投

暑い季節、豊かな自然が育んだ美

（「遠江古蹟図絵」より）

ことからその名前がつきました。

ふち

1500）に横地、勝間田、鶴見に

合宗忠が明応年間（1492〜

戦国期、ここに松葉城を構えた川

松葉の滝の近くに位置します。

となったのが倉真川の最上流部で、

「倉真の宗中淵」という伝説の舞台

そう ちゅうがぶち

滝に関する話ではありませんが、

げて死に、姫もまた淵に身を投げた
だき

倉真川の渓流にある2つの滝で、

松葉の滝（倉真）
め

上流が「雄滝」、下流が「雌滝」。

だき

㍍、幅2㍍。別名「海老名の滝」

雄滝は落差9㍍、幅4㍍。滝の正面

お

「稚児の滝」と呼ばれています。滝

には石仏が安置され「不動の滝」と

うなぎ ぶち

つぼを鰻淵と言います。

しい風景と、先人たちの少しゾッと

する伝説に、涼を求めてみてはいか

も呼ばれています。
年に倉真地区の佐藤

また、平成

がでしょうか。次々と表情を変える

菊水の滝にまつわる伝説

滝が、出迎えてくれるはずです。

おと

典雄さんが、雌滝の少し下流に3つ
め

市内に伝わる遠州七不思議「無間

「松葉の滝」の動画は、左の二次元コード
で見られます。
（市ホームページ：市民広報レポーター映像編）

目の滝を発見し、「夫婦滝」と名付

アクセス/JR掛川駅から車で約30分。駐車ス
ペース有。※大型車不可
バスはJR掛川駅から倉真線で約30分。
「倉真温泉」下車。徒歩約1時間。

問シティプロモーション課（☎21-1123）

KIKUSUINOTAKI・MATSUBANOTAKI

アクセス/JR掛川駅から車で約30分。
駐車スペース有。
バスはJR掛川駅から東山線で約30分。「八坂
橋」下車。徒歩約45分。

の鐘」に登場する仙人が、菊水の滝
に住んでいたと言われています。
仙人は、信仰している不動明王の
誓願によって、粟ヶ岳山頂の松の枝
に小さな釣り鐘を供えました。鐘を
一度つくと災難を免れ、二度つくと
難病を除き、三度つくと家が栄える
などうわさが広まり、多くの欲深い
人たちが鐘をつくため山に登り、足
を滑らせ谷に落ちた、というお話で
す。
（「史蹟と伝説」より）

▲松葉の滝（写真は「雄滝」）

景観が優れ、自然豊かで、歴史や文化に富
み、地域の暮らしと関わりが深いことから
「静岡県みずべ100選」に選ばれた2つの滝。
水辺は心や生活の潤いに欠かすことのでき
ない自然の贈り物であり、地域のシンボルと
して親しまれています。
そこに伝わる伝説とともにご紹介します。

松葉の滝

かけがわ
再発見
磨き上げ

▲菊水の滝（海老名の滝）

27

菊水の滝と松葉の滝
KAKEGAWA CITY
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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

件、500

病院給食の現場は
どうやっているの?

病院給食の現場では、季節に関係
バーベキューは、暑い場所で調理

ろん、肉・魚など加熱してから提供

の手洗いをしっかり行うことはもち

なく食中毒予防の対策として、基本
することが多いので、食中毒が発生

する食品は、中心温度が

度以上に

しやすくなります。トイレの後、調

楽しいはずのバーベキューも
食中毒が起きては台無しです

用すると良いでしょう。

で保管する場合は、保冷剤などを活

夏場の食中毒について
夏場は気温が高く、食中毒の原因
年におけ

となる細菌やウイルスが増殖しやす
くなります。県内の平成
る食中毒の発生状況は
人に上りました。
小さなお子さんや高齢者などの抵
抗力が弱い方は食中毒が重症化しや
すいため、注意が必要です。
食中毒菌から身を守るために、
日々の生活の中でできることをやっ
てみましょう。

洗い、タオルも清潔な物を使用する

理前、食べる前など、こまめに手を

内部の温度のこと

中心温度とは、食品

達したことを必ず確認しています。

で、中心温度計を食

ことが大切です。
特に屋外は食材が腐りやすいた

このほかにも厚生労働省が定めた

品に直接刺し、温度
生肉は専用の箸やトングを使用

マニュアルに従って、安全でおいし

め、保冷剤などで冷却をしっかり行

①消費期限・賞味期限を確認し、期

し、焼き上がった肉には生肉用とは

い食事をお届けできるよう努めてい

を確認します。
限内に使い切れる分だけ

別の調理器具を使うことをお勧めし

ます。

いましょう。

購入しましょう。

ます。

のままで食べる食品や、調理した後

生肉には食中毒菌が付着している
しょう。

の食品を置かないようにしましょ

中心まで火が通ったこと

③食品の常温保存は避

う。

可能性があるため、生肉の近くに生

け、すぐに冷蔵庫に入れ

を確認してから食べま

②肉はしっかり加熱し、

家庭でできる
食中毒予防のポイント

75

29

19

ましょう。しばらく常温

KOHO KAKEGAWA 2018.8
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小笠
医師会
掛川市
介護支援専門員
連絡協議会

中東遠総合医療センター その13

（☎21-5555）

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30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。

9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）

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

保健師・栄養士だより
野菜を食べよう

～かけがわ健康応援店～

かけがわ健康応援店を知っていますか?
市は、1食で野菜を120㌘以上とれる料理を提供して
いる、もしくは栄養成分表示をしている市内40店舗を健
康応援店に認定しています。
平成28年国民健康栄養調査によると、野菜類の平均摂
取量は1日摂取目標量350㌘より約70㌘足りない状況で
した。あと小鉢1杯分多くとれるといいですね。
野菜を食べると健康にいいことがたくさ
んあります。
「便秘解消に!」
「生活習慣病予防に!」
「ダイエットに!」
「きれいなお肌に!」
健康応援店は、市ホームページや市役所
などで配布しているマップで紹介しています。外食の際
には、健康応援店で野菜たっぷりのメニューをどうぞ。

徳育：徳育保健センター（御所原）

6か月児健康相談
9：15～9：45

対

象

4 火 平成30年7月出生児

12 水 平成30年2月11日～20日出生児

6 木 平成29年2月 1日～15日出生児

2歳2か月児
健康診査

7 金 平成28年6月 1日～10日出生児

13：00～13：30

12 水 平成28年6月11日～20日出生児

徳育

10 月 平成27年8月 1日～10日出生児
18 火 平成27年8月11日～20日出生児

徳育

21 金 平成27年8月21日～31日出生児
5 水

9：15～9：30

26 水

パパママセミナー（歯科編） 27 木
13：15～13：30

徳育

19 水 平成28年6月21日～30日出生児

離乳食教室

（もぐもぐごっくん教室）

徳育

19 水 平成30年2月21日～28日出生児

13：00～13：30 11 火 平成29年2月16日～28日出生児

3歳児健康診査

徳育

7 金 平成30年2月 1日～10日出生児

1歳6か月児健康診査

13：00～13：30

会場

生後4～8か月児の親
（予約制）

徳育

出産を控えた夫婦
（予約制）

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。
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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

38
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※）
9月の休館日：毎週月曜日、28日（金）

僕がお勧めする本は、『深海
の生きもの』です。いろいろな
深海生物が載っていて、深海魚
を知らない人でもすぐに分かり
ます。DVD※も入っているので
映像でも楽しめます。図鑑だけ
ど軽いので、リュックの中にも
入ります。自分のお気に入りの
深海魚を見つけてほしいです。

■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※）
9月の休館日：毎週月曜日、23日（日・祝）、28日（金）
■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※）
9月の休館日：毎週月曜日、23日（日・祝）、27日（木）
※祝日は午後5時まで

▲倉真・田辺陽暉さん

※DVDの貸し出しはできませんが、館内で見る
ことができます。

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
留守居役日々暦

きくち駄菓子屋

おいしそうな
しろくま

柴田ケイコ/著
（PHP研究所）
かさいまり/著
（アリス館）

吉田雄亮/著
（角川書店）
武家に生まれながら商人として育て
られた高田兵衛は、兄の病死により
遠江国横須賀藩の江戸留守居役を務
めることに。優しさと、秘めた剣才
で難事を解きほぐす時代小説シリー
ズ。現在4冊刊行されています。

催

し物・展示

なかなか友達のできない浩介。お母
さんと、おばあちゃんの家に引っ越
して最初にできた友だちは「きくち
駄菓子屋」のじいちゃん。浩介が放
課後、駄菓子屋に行くと知らない女
の人がいて…。

市内32か所へ！ 移動図書館

★は各館へ申し込み、■は直接会場へ

★初心者向け講座「布で作る小物」第4回
とき：9月4日（火）午前9時～正午
材料費：500円程度

大須賀

■「ジモトノシゴト展」 大須賀
地元の建築士が設計した住宅や施設などの建築パネル展です。
共催：（公財）静岡県建築士会
とき：9月5日（水）～16日（日）
※住宅相談・耐震相談

9月16日（日）午後1時～3時

9月21日（金）～10月19日（金）まで、中央図書館会議室の空調機
更新工事を行います。工期中、会議室で催し物などを行うこと
ができません。ご迷惑をお掛けしますが、ご了承ください。

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：9月 7日・14日（金）午前10時30分～11時
大 東：9月 7日・14日（金）午前10時30分～11時
大須賀：9月 21日・28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～

ちょっと人間っぽい顔をした、しろ
くまくんが、食べ物の中に入るお話
です。白いごはんや、てんどん、う
どん…入ってみたらどんな感じ?気
持ちよさそうなしろくまくんと一緒
に楽しんでくださいね。

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： 9月8日・22日（土） 午後3時～3時30分
大 東：9月1日・15日（土） 午前10時30分～11時10分
大須賀：9月8日・22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：9月21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

難攻不落の高天神城とその城を落とすために築か
吉岡彌生記念館
れた六砦を紹介しています。高天神城のふもとで産
10月21日（日）まで
20周年記念特別展示
どなたでも
まれた郷土の偉人吉岡彌生の展示もご覧いただけ
9：00～17：00
「難攻不落の高天神城と六砦」
期間中は入館
ます。この機会にぜひお越しください。
（入館16：30まで）
吉岡彌生記念館
無料
直接会場へ（月曜、第4火曜休館※祝日は開館し
吉岡彌生記念館（下土方）
（☎74-5566）
翌日休館）
県内を中心に活躍する陶芸家井口淳さんが、陶磁
どなたでも
器のアート作品や茶器などを展示します。8/17
8/11（土・祝）～19日（日）
陶芸家井口淳作陶展
大人510円、
（金）は本人が在室。井口さんの茶器で掛川茶を楽
9：30～16：30
二の丸茶室（☎23-1199）
中学生以下
しめます。
二の丸茶室（掛川）
250円
直接会場へ
やさしいパソコン講座
8/15（水）9：30～11：30
IT政策課（☎21-1341） 市役所4階会議室6

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を学
マウスの操作が びます。パソコンは市役所で用意します。
8/10（金）までに電話で申込（申込多数のときは
できる方4人
抽選）
受講無料

①8/18（土）浜北文化
悩みを抱える
悩みを抱える子ども・
センター（浜松市浜北区）
子どもや若者、
若者のための合同相談会
②8/25（土）静岡市教育
家族、支援者
県教育委員会社会教育課
センター（静岡市葵区）
参加無料
（☎054-221-3305）
両日12：30～15：30

不登校、ニート、ひきこもり、発達障がいなどの相談
に、相談機関、就労支援団体、学習支援団体、通信
制・定時制高校、サポート校、親の会などが個別に対
応します。入退場は自由です。
直接会場へ

県民の日協賛
夏のイベントデー
吉岡彌生記念館
（☎74-5566）

8/19（日）10：00～15：30 どなたでも
吉岡彌生記念館（下土方） 入館無料

館内案内、スタンプラリー、バルーンアート、救命救
急体験、ヨーヨー釣りなど、記念館ボランティアによ
るおもてなしイベントです。
直接会場へ

夏の収穫祭
カジュフェス!2018
森林果樹公園
（☎23-8102）

8/19（日）10：00～16：00 どなたでも
参加無料
森林果樹公園（下俣）

森林果樹公園の夏の収穫祭。フルーツを味わった
り、収穫体験やクラフト教室を楽しんだりと、さまざ
まなイベントを用意しています。
直接会場へ

でこぼこ

発達凸凹理解講座
「わんぱくくん おてんば
ちゃんでも 大丈夫!」
発達相談支援センター
「のびる～む」
（☎・FAX28-8017）
第68回お昼のピアノ
ミニコンサート
文化会館シオーネ
（☎72-1234）

本人の努力だけでは難しいことも、周りが正しく理
子育て中の保護
解し、見守り、支援することで安心して生活を送る
8/23（木）14：00～15：30 者、家族、子育
ことができるようになります。ADHD（注意欠如多
て支援関係者、
（受付13：30～）
動症）という視点から理解を深めてみませんか。
希望の丘内「中部ふくしあ」 関心のある方
8/13（月）までに氏名、住所、電話番号、所属先、
60人（託児10人）
（杉谷南）
託児希望の有無をFAXまたはメール（nobiroom@
参加無料
city.kakegawa.shizuoka.jp）で申込（申込順）
8/27（月）12：30～13：00 どなたでも
入場無料
市役所1階ロビー

どなたでも
別途参加料
（内容により
異なる）
きずな
4/4～7/4生ま
親子の絆づくりプログラム
れの第1子と
9/4・11・18・25の火曜日
（全4回）
母親で全4回
13：30～15：30
くらみ子育て支援
参加できる方
パンダひろば（倉真）
事業所パンダひろば
15組
（☎28-0546）
1,000円（4回分）
大人のワークショップ
竹の丸（☎22-2112）

伝言板

9/1（土）9：30～15：30
竹の丸（掛川）

とき・ところ

演奏者は、フルート奏者の本多冴子さんとピアニス
トの山本絵里子さんです。お昼のひとときを、心地
よい音色とともに過ごしませんか。
直接会場へ
ハンドメイドワークショップやリラクゼーション体験
など。朝市も同時に開催しています。
直接会場へ
生後2～5か月児とはじめてママのためのプログラム
です。育児の知識やスキル、親の役割などを学んだ
り、参加者同士で育児について話し合ったりします。
平日9：00～14：00に電話で申込（申込順）

対象・参加料

8/11（土・祝）9：00～14：00
小笠山で自然観察会
健康な方
小笠山を愛する協議会・中山 小笠神社（入山瀬）駐車場に
参加無料
8：50集合※雨天は 8/12（日）に延期
（☎090-8862-0533）

高天神城史跡周辺のウォーク
8/19（日）9：00～12：00
どなたでも
掛川観光ボランティアガイド・
北公民館（下土方）集合・出発 参加無料
安藤（☎72-5637）

内容・申込方法など

小笠池、神社周辺を歩き、イワタバコ、シダ、
樹木を観察（昼食や懐中電灯は各自用意）
直接会場へ
県民の日に合わせ、高天神城史跡など土方地
区の名所や旧跡をゆっくりウォークします。
電話で申込
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事業名

とき・ところ
9/8（土）
・30（日）
9：30～16：30
中央図書館（掛川）

ビジネスチャンス相談
産業労働政策課
（☎21-1125）

開校25周年記念講演会
9/9（日）10：00～11：30
「声のもつ力～温もりの
（受付9：30～）
コミュニケーション～」
東海アクシス看護専門学校
東海アクシス看護専門
（袋井市）
学校（☎0538-43-8111）
看護師等再就業準備講習会
（全3回）
県ナースセンター西部
支所（☎053-454-4335）

9/10（月）～12（水）
各日9：00～15：30
聖隷三方原病院（浜松市
北区）

対象・参加料

内容・申込方法など

市内在住または
起業を考えている方、経営でお悩みの方の相談に
在勤（在学）の方
応じます。
4人
電話で申込（申込順）
相談無料
掛川・磐田・袋井
など管内6市町
の在住者、医療・
介護職員など
100人
参加無料

地域住民向けの講演会を開きます。講師は元SBS
アナウンサーの上藤美紀代さん。声の違い方で人
の心を癒やして活性化させることができることなど
をお話します。
電話で申込（申込順）

看護の仕事を 看護資格を持ちながら家庭にいる方の現場復帰をお
していない看護 手伝いします。最近の看護の動向や、看護基礎技術
職免許保有者 の演習を行います（託児あり・費用の一部助成あり）。
8/30（木）までに電話で申込
受講無料

4/1現在でおお
9/12（水）
・18（火）、
今の自分を知って、いつまでも若々しく過ごすため
プラチナ世代の若返り講座 10/2・9・16・23の火曜日、むね65～74歳の に、運動機能の維持向上を目指した講座です。
介護認定を受け
11/7（水）
健康長寿課
8/17（金）までに電話で申込（申込多数のときは
ていない方30人
13：30～15：30
（☎21-1142）
抽選）
徳育保健センター（御所原） 受講無料
健康セミナー
音楽ってなんだろう?
9/22（土）13：30～15：00 一般の方
～脳を活性化して認知症を
東京女子医科大学看護学部 100人
予防しよう～
大東キャンパス（下土方） 300円
吉岡彌生記念館
（☎74-5566・FAX74-4841）

音楽を聴き、さまざまな感情を感じ取ったり、思い
出を回想したりすると脳は活性化し、認知症予防に
役立ちます。ヒトの営み音楽について、東京女子医
科大学名誉教授の岩田誠さんがお話しします。
電話またはFAX（氏名、住所、電話番号、講座名
を明記）で申込（申込順）

どなたでも
①18㌔コース（石津駅へ移動しスタート～各軽便
第9回だいとう・おおすか
9/22（土）9：00～15：00
300人
駅～シートピア）②10㌔コース（し～すぽへ移動し
軽便ロマンウォーク
（受付：シートピア（国安）
参加料300円 スタート～各軽便駅跡（大東区域）～シートピア）
掛川観光協会
7：30～8：30）
小学生以下無料
9/14（金）までに電話で申込（申込順・当日会場
大東支部・大須賀支部
小雨決行
（保護者同伴） で申し込みも可）
（観光交流課内☎21-1121）
相続税と贈与税
大須賀中央公民館
（☎48-1012）

★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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9/22（土）14：00～16：00
一般30人
大須賀中央公民館
入場無料
（西大渕）

相続と贈与の基本を学びながら、相続税と贈与税の
知識を広めます。
持ち物 筆記用具、飲み物
9/15（土）までに電話または来館で申込（申込順）

第23回医療市民講座
9/29（土）10：00～12：00 どなたでも
～がん講習会「肺がん」～
中東遠総合医療センター 200人
中東遠総合医療センター
入場無料
（菖蒲ヶ池）
（☎21-5555）

①「（仮）肺がんと闘おう」講師：呼吸器内科診療部長
牧野靖医師②「肺がんの放射線治療について」
講師：腫瘍放射線科診療部長 一戸建志医師
直接会場へ（先着順）

鷲山恭彦氏より学ぶ
報徳ライフ教室
大須賀中央公民館
（☎48-1012）

人生を実り豊かに生きるための知恵を、実体験を織
り交ぜながら、報徳思想より学びます。
持ち物 筆記用具、飲み物
9/22（土）までに電話または来館で申込（申込順）

宝くじ文化公演

ス タ ン ダ ー ド

上妻宏光 Standard
ソン グ ス

Songs feat. 佐藤竹善2018
文化会館シオーネ
（☎72-1234）

9/29（土）14：00～16：00
一般60人
大須賀中央公民館
入場無料
（西大渕）
小学生以上
前売り一般
11/24（土）
2,000円、
18：00開演（17：30開場） 高校生以下
文化会館シオーネ（大坂）1,000円
※宝くじ助成に
より特別価格

伝言板

とき・ところ

津軽三味線の伝統と革新を追求する上妻宏光さん
が、シングライクトーキングのボーカリスト佐藤竹善
さんを迎え、ツアーを行います。
8/22（水）から前売り
券をシオーネや生涯学習
センターなどで販売

対象・参加料

内容・申込方法など

8/22、9/5・19、10/10・31の 月齢3か月～1歳 楽器や小道具を使って、いろいろな音楽を
0歳児のための音楽教室
3か月の親子15組 赤ちゃんと一緒に体感しよう。
「マンマ・ミュウ・サローネ」 水曜日 9：45～10：30
大庭（☎090-4853-1388） 生涯学習センター（御所原） 3,500円（5回分） 電話で申込
どなたでも
9/1（土）10：30～12：00
はじめての能楽の集い
長谷川（☎090-4216-2349） 生涯学習センター（御所原） 1,000円

KOHO KAKEGAWA 2018.8

第1回のテーマは「能の魅力」。講師は観世
流能楽師の長谷川晴彦さんです。
電話で申込

中東遠総合医療センター
人間ドック・健診センター（☎28-8028）
jms2018@chutoen-hp.shizuoka.jp

子育てや介護、仕事などで多忙な平
日を過ごす女性のため、日本乳がんピ
ンクリボン運動の一環として、乳がん
検診（有料）を日曜日に行います。
とき 10月21日（日）午前9時～正午
ところ 中東遠総合医療センター人
間ドック・健診センター（菖蒲ヶ池）
対象 掛川市または袋井市に在住、ま
たは両市内在勤の成人女性
検 査 内 容 ① マンモグラフィ（ 2 方
向）
・トモシンセシス・乳腺エコー②
マンモグラフィ（2方向）
・トモシンセ
シス③乳腺エコー
募集期間 8月31日（金）まで
募集人数 30人（完全予約制）
申込方法 検査内容、氏名、年齢、住
所、電話番号、生年月日、勤務先、勤
務先住所を電話（平日の午後1時30
分～4時）またはメールで申し込み
※女性技師が検査を行います。
※抽選結果や受付時間などは、後日お
知らせします。

子育てと仕事の両立へ
社会保険労務士が助言

県社会保険労務士会磐田支部
（髙田経営労務管理事務所内
☎0538-32-8773）※掛川市委託事業
子育てと仕事を両立しやすい職場
づくりを進める市内事業所で、
「職場
環境を改善したいが進め方がわから
ない」
「専門家の助言が欲しい」など
お困りの場合は、市が委託している社
会保険労務士にご相談ください。従業
員からの相談にも応じます。
まずは、お気軽にご相談ください。

伝言板

児童扶養手当現況届
8月15日までに提出を

ろう者と円滑な意思疎通
遠隔手話通訳サービス導入

現況届は児童扶養手当の受給資格
を確認するために必要です。該当する
方へ書類を送付しますので、期間内に
手続きをお願いします。
受付場所 市役所1階こども希望課、
大東ふくしあ、大須賀ふくしあ
受付期間 8月15日（水）まで
午前8時30分～午後5時15分（市役
所のみ木曜日は午後7時まで）

福 祉 課 窓 口 で行
うろう者 の 各 種 申
請や手続きの際、タ
ブレット端末のテレ
ビ 電 話 機 能 を 使っ
て円滑な意思疎通
が行えるようになりました。
遠隔サービスは、午前9時～午後5
時まで利用できます。

ひとり親家庭に
子育てサポートの利用料助成

危険区域からの住宅移転に補助
がけ地近接住宅移転事業補助金

ひとり親家庭の方が利用する子育て
サポート事業の利用料を助成します。
対象事業・助成額
・保育園延長保育（利用料の2分の1）
・ファミリー・サポート・センター
（利用料の2分の1）
・放課後児童健全育成（社協委託以
外。月額3,000円、長期休暇は月額
上限5,000円）

がけ地の崩壊などの危険がある区
域に建つ住宅を、安全な場所に移転す
る費用を補助しています。
平成31年度に移転を予定し、補助
金の交付申請をする方を募集します。
対象 次の区域に指定されたときか
ら建っている住宅
○県建築基準条例第3条「災害危険区
域」または第10条区域
○土砂法「土砂災害特別警戒区域」
補助額
①危険住宅の取り壊しに 80万2千円
②融資の利子相当に、次の額を上限と
して補助
・移転先の土地を買う
206万円
・移転先の造成行為
59万7千円
・移転先の住宅建設など 457万円
※空き家は対象外です。

こども希望課（☎21-1144）

福祉課（☎21-1139）

都市政策課（☎21-1152）

こども希望課（☎21-1144）

1人で悩まないで
「子どもの人権110番」

静岡地方法務局（☎054-254-3555）

フリーダイヤル ☎0120-007-110
期間 8月29日（水）～9月4日（火）
時間 午前8時30分～午後7時
（土日は午前10時～午後5時）
内容 いじめや体罰、虐待などで悩ん
でいる子どもや家族からの相談を
受け付けています。

【例】

OK

×
×
高さ×2

とき・ところ

対象・参加料

30°

OK
高さ＝2m超

女性のための休日乳がん検診
ジャパン・マンモグラフィサンデー

高さ×2

内容・申込方法など

第55回市長杯争奪卓球大会
9/9（日）9：00～
掛川卓球協会・佐藤（☎29-1968）
さんりーな（大池）
kakegawa_takkyuu@yahoo.co.jp

市内在住・在勤・ 男女別：中学1年・2年、高校、一般、40歳以上
8/6（月）～27（月）に県卓球協会ホーム
在学の方
ページの申込書に記入し、メールで申込
300円/人

平成30年度短歌のつどい
10/9（火）13：30～15：30
掛川市文化協会大須賀支部・
文化会館シオーネ（大坂）
永田（☎48-4589）

1人1首、詠草原稿
どなたでも
92円切手を貼った返信用封筒と参加料を
1,000円（80歳
添えて、9/10（月）までに永田（〒437-1301
以上・身障者は無料）
横須賀431）へ郵送または直接提出で申込

小・中学生のための英会話
西（☎21-1207）

8/3（金）から毎週金曜日
①17：00～②18：00～③19：00～
中央小地域生涯学習センター
（中央）

①小学5・6年
あいさつ、自己紹介など、英語を使って会話
②中学1年
を楽しみましょう。
③中学生2・3年
電話で申込（各クラス10人ずつ・申込順）
6,000円（12回分）
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茶エンナーレ公式記録集発刊
写真でまとめた3巻セット
文化振興課（☎21-1126）

茶エンナーレ実行委員会は、昨年
10月21日から約1か月間、市内全域を
舞台に開催した地域芸術祭「かけが
わ茶エンナーレ2017」を多彩な写真
と記録でまとめた公式記録集（フルカ
ラー）を発刊しました。
アートセレクション作品集、みんな
のミュージアム作品集、オフィシャル
レポート報告書の3部1セット。1,500
円で一般販売しています。
販売場所 市役所3階文化振興課で
販売。振り込みや現金書留による郵
送もしています。

あすなろ図書室に出掛けよう

家具の固定対策は万全ですか？
65歳以上世帯は無料で固定

国民健康保険税、市県民税
第2期納期限は9月5日（水）です

市は、地震での死亡者ゼロを目指
し、家具などの固定を無料で実施して
います。下記対象世帯は、5か所まで
家具を無料で固定できます。
対象
①65歳以上の世帯員で構成する世帯
②65歳以上の世帯員および18歳未満
の世帯員で構成する世帯
③障がい者世帯（18歳以上65歳未満
の介護者が同居する世帯を除く）
④母子世帯（18歳以上65歳未満の世
帯員が同居する世帯を除く）
申込方法 電話で申し込み
※上記以外の世帯も半額で5か所ま
で固定します。
※借家は家主の許可が必要です。

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。

危機管理課（☎21-1131）

★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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～納税は口座振替が便利です～

審議会を傍聴できます
東遠広域都市計画地区計画
都市政策課（☎21-1151）

とき 8月10日（金）午後3時～
ところ 市役所5階全員協議会室
内容 地区計画の変更
傍聴 当日受け付けのみ。開会10分
前までに直接会場へ
定員 10人（申込多数のときは抽選）

家庭に眠る食料寄付運動
「フードドライブ」実施
福祉課（☎21-1140）

▲金具の固定例

▲ベルトの固定例

あすなろ図書室（☎24-3757）

県総合教育センター「あすなろ」内
にある図書室は、教育関係の資料を中
心に収集しています。古い教科書など
も見ることができます。
開館時間 午前9時～午後5時
休館日 第1・3日曜日（祝日、年末年
始、蔵書点検期間は休み）
貸し出し 合計10点、3週間（貸し出
しカード作成には本人確認のでき
るものが必要）
返却 貸し出し時に申請があれば、県
内の公立図書館で返却できます。

納税課（☎21-1206）

8月は電気使用安全月間
中部電気保安協会静岡支店
掛川営業所（☎24-3277）

ジメジメする夏は、1年のうちで最
も感電や電気事故の多い季節です。
みなさんの家庭でも電気の安全点検
をお願いします。
・傷んだ電線、コードを使っていませ
んか。
・洗濯機などのアースはつけてあり
ますか。

家庭に眠っている食料を寄付する
運動です。食料は、行政や社会福祉協
議会などを通じて食べる物がなく困っ
ている方へお渡しするフードバンク活
動に提供されます。
実施期間 8月1日（水）～31日（金）
回収場所 市役所、支所、市社会福祉
協議会（あいり～な内）
対象食料 缶詰、レトルト食品、イン
スタント食品、即席めんなど、常温
保存ができ、賞味期限が2か月以上
ある未開封のもの（酒類、保存水、
栄養剤、美容食品、介護用流動食は
不可）

農業用ため池の耐震補強実施中
農林課（☎21-1146）／県中遠農林事務所（☎0538-37-2295）

池の名称

工事期間/H30予定

奥山沢池（遊家）
初馬菖蒲ヶ池（初馬） 平成31年度まで/工事
宝谷池（初馬）
桜木池（上垂木）
居沼池（大坂）
上内田大谷池（上内田）

池の名称

工事期間/H30予定

鴻谷の池（上西郷）※
細谷上池（上西郷）※
天白上池（上西郷）※
平成32年度まで/工事
平成32年度まで/設計
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天白下池（上西郷）※
溺川池（菊川市内）
※ため池群倉真川

平成30～33年度まで/
調査・設計・工事

東日本大震災では、福
島県の農業用ため池の堤
防が決壊し、死者・行方
不明者を伴う甚大な被害
が発生しました。
このため、県と市は大
規模なため池の耐震対策
を行っています。工事期
間中は農業用水の供給な
ど、ご迷惑をおかけしま
すが、ご協力をお願いし
ます。

市民芸術祭ボランティア募集
文化振興課（☎21-1126）

制作者や来場者と触れ合いながら、
芸術の秋を過ごしてみませんか。
とき 9月20日（木）～27日（木）
午前10時～午後1時、午後1時～4時
ところ 写真部門：文化会館シオーネ
（大坂）、絵画、彫刻・手工芸、書道部
門：大東図書館（大坂）
内容 展示作品や会場の保安など
募集人員 各日各時間帯3人
応募資格 心身ともに健康な方
応募方法 8月31日（金）までに電話
で申し込み（申込順）

専任手話通訳者（非常勤）募集
福祉課（☎21-1139）

募集人員 1人
応募資格 手話通訳士もしくは全国
統一試験合格資格保有者、運転免
許証のある方
勤務条件 市の規定による。勤務地は
市役所1階福祉課、就労時間は午前
8時30分～午後5時15分（応相談）
勤務内容 手話通訳や事務など
応募方法 履歴書と手話通訳の資格
証明書を福祉課障がい者福祉係へ
直接提出、または郵送（〒436-8650
掛川市長谷1-1-1）で応募

警察官（大卒・高卒）募集

掛川警察署（☎22-0110）

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
区分

件数

金額（円）

個人

282

7,796,740

法人

449

226,855,890

団体

283

10,680,101

合計

1,014

245,332,731

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。

長距離に興味のある方、自分のタイ
ムを計ってみたい方の参加をお待ち
しています。
とき 8月25日（土）午後6時30分～
（受付：午後6時～）※雨天決行
ところ エコパ補助競技場（袋井市）
種目 一般男子・高校生男子（5,000m）、
一般女子・高校生女子（3,000m）、
中学生男子・女子（3,000m）、小学
生男子・女子（1,500m）
応募方法 直接会場へ

認定受けてイメージアップ
子育てに優しい事業所募集
こども政策課（☎21-1211）

子育てと仕事の両立に取り組む「子
育てに優しい事業所」を募集します。
認定されると、市ホームページに紹
介されるほか、イメージアップなどの
PR効果が期待できます。
募集期間 8月1日（水）～10月31日（水）
認定基準 ①子育てと仕事の両立環
境整備に積極的に取り組んでいる
②申請時に掛川市に所在し、かつ
1年以上所在する意思がある③市
税の滞納がない
申請方法 所定の申請書類を市役所
1階こども政策課へ提出

農林課（☎21-1147）

■光陽の里（光陽）
募集区画 5区画（約200㎡/区画）
対象 家庭菜園、本格的な農業者の
どちらでも可
貸出料 1区画10,000円/年（水利費
含む）および入会金10,000円
貸出条件 有機栽培のみ
申込方法 電話で申し込み（申込順）
■原谷ふれあい農園あんり（本郷）
募集区画 10区画（32～42㎡/区画）
対象 手軽に農業を楽しみたい方
貸出料 1区画4,500円～6,500円/年
（水利費含む）
貸出条件 なし
申込方法 電話で申し込み（申込順）

県大井川広域水道企業団
新規採用職員募集

県大井川広域水道企業団総務課
（☎0547-32-0136）

採用予定人員および受験資格
①土木職員1人（大卒・25歳まで）
②水質職員1人（大卒・35歳まで）
勤務内容 ①水道施設の計画、設計、
執行管理など②水道水の水質検査
など
給与 県職員の規定に準じる
申込期間 8月1日（水）～9月21日（金）

介護認定調査員（非常勤）募集
健康長寿課（☎21-1142）

募集人員 若干名
応募資格 介護支援専門員、看護師、
介護福祉士などの調査員基礎資格
のある方、運転免許証のある方
勤務場所 市役所1階健康長寿課
勤務内容 申請者の自宅または施設
などを訪問し、要介護認定の度合い
を判定します。
雇用期間 9月3日（月）～平成31年
3月31日（日）
（更新あり）
勤務条件 平日午前9時～午後4時
（ 昼 休 み 1 時 間 ）、時 給 9 9 0 円 ～
1,290円（基礎資格による）、通勤手
当、期末手当、有給休暇あり（服務、
勤務時間、休暇などは市の規定に
よる）
応募方法 履歴書と資格証明書の写
しを健 康 長 寿 課 へ 直 接 提 出 で応
募。後日、面接日を設定します。

ふくしあ健康相談
高齢者交通安全相談（9月）
●東部ふくしあ（☎61-2900）
9/19（水） 9：30～11：30
中央図書館
9/ 5（水） 10：00～11：40
●中部ふくしあ（☎28-9713）
9/12（水） 9：30～11：30
●西部ふくしあ（☎29-5977）
9/ 4（火） 9：30～11：30
●大東ふくしあ（☎72-1116）
9/ 5（水） 9：30～11：30
●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
9/ 6（木） 9：30～11：30
※高齢者交通安全相談のお問い
合わせは危機管理課（☎21-1131）
まで。

問 実行委員会（☎
1
-125）
／ ㈯ 午前9時〜正午

危機管理課
（☎21-1131）
平成30年7月11日現在の申出額

掛川市選手団事務局
（NPO法人掛川市体育協会内☎24-9781）

市民農園の耕作者募集

今月のけっトラ市

採用予定時期 平成31年4月以降
受付期間 8月17日（金）まで
第1次試験 9月16日（日）
■採用説明会
とき 8月5日（日）午前10時～11時30分
ところ 掛川警察署（宮脇）

静岡県市町対抗駅伝
第1回選手選考会参加者募集
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協定の話題
とよ

7/13

ころ ちょう

北海道豊頃町と全国初の試み
「互産互消」で協定締結

7/11

や ひろみつ のり

▲協定書にサインする松井市長（左）と宮口孝豊頃町長

▲協定書を披露する松井市長（左）と八尋美徳執行役員

市は、民間企業から人材を受け入れ、外部
からの視点を取り入れることで働き方改革を推
進する包括連携協定を、「NECソリューション
イノベータ」
（東京都）
と締結しました。
同社は毎週1回程度社員を市役所へ派遣。支
払い業務などで煩雑な手作業を行っている事務
などの実態を把握し、ICT（情報通信技術）を活
用して業務の効率化を進めます。

市は、互産互消を進める市内地域商社と連
携し、報徳のつながりのある北海道十勝地方の
豊頃町と、全国でも類をみない互産互消推進に
関する協定書を締結しました。
互いに地域商社や企業の活動を活発化させ
ることで、物産交流にとどまらず、観光や移
住・定住などの人的交流につなげ、地域経済を
活性化し合う好循環を築いていきます。

西日本豪雨災害

義援金受け付け

市 は、西日本を中心に甚大な被害をもたらした豪雨
災害の被害者への義援金を受け付けます。義援金

募金箱の設置場所は次のとおりです。

★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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と き
ところ

平日の午前8時30分～午後5時15分
市役所1階福祉課、両支所1階市民窓口係

義援金は現金のみで、物品はお受けできません。寄
せられた募金は日本赤十字社を通じて被災者への義援
金として送られます。

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）8/4～9/2
8/

4（土）
5（日）
11（土・祝）
12（日）
18（土）
19（日）
25（土）
26（日）
9/ 1（土）
2（日）

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

ICT活用し業務効率化へ
働き方改革で包括連携協定

問日赤掛川市地区（福祉課内☎21-1140）

義 援金は日本赤十字社の口座に直接送ることもでき
ます。12月末まで受け付けます。
■ゆうちょ銀行・郵便局 00130-8-635289
「日赤平成30年7月豪雨災害義援金」
■メガバンク
三井住友銀行すずらん支店 普通預金 2787545
三菱UFJ銀行やまびこ支店 普通預金 2105538
みずほ銀行クヌギ支店
普通預金 0620405

※振込手数料が別途かかる場合があります。

※宅地内の水道修理は有料です。問水道課
（☎27-0711）

8/

4（土）
5（日）
11（土・祝）
12（日）
18（土）
19（日）
25（土）
26（日）
9/ 1（土）
2（日）

南

部（大東・大須賀区域）
（有）
大澄設備
（☎48-4476）
（有）
北端工務店
（☎74-2445）
（有）
三久配管
（☎72-7223）
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）

6/26

安全な遊び方学んで
西郷小で花火教室

▲消防団員から正しい遊び方を教わる児童たち

西郷小学校で市消防団西郷分団6人による
花火教室が行われ、1、2年生153人が安全な
遊び方を学びました。事故を未然に防ぐた
め、花火で遊ぶ機会が増える夏休み前に毎年
行われています。児童らは団員から遊ぶとき
の5つの注意点を教わった後に火をつけて体
験。「周りに火がつかないように」「終わっ
たらバケツにいれる」など早速実践しました。

7/3

演奏に集中
城北小で大正琴体験

▲慣れない手つきで練習する児童たち

城北小学校5年2、3組の児童54人が、昔な
がらの楽器に親しみ、音楽の教養や感性を深
めようと大正琴の出前講座を受けました。
児童1人ひとりに琴が用意され、講師であ
る「掛川チェリーズ」のメンバー5人から指
導を受けながら「さくらさくら」を練習。最
後に講師と児童で合奏すると「音が合わさっ
てきれいに響いた」と歓声が上がりました。

6/22

リズムを覚えるって難しい
土方小で和太鼓体験

▲指導を受けながら太鼓をたたく児童たち

土方小学校で「大東ふるさと太鼓」による
太鼓の演奏や体験が行われ、全校児童157人
が参加しました。演奏の披露では全身に響く
迫力に圧倒された様子で聴き入っていまし
た。太鼓をたたく体験では、締太鼓や長胴太
鼓、直径90㌢もある3尺太鼓などに挑戦。6
年生の齊藤璃乙さんは「リズムを覚えるのが
難しかった」と話しました。
しめ

り

7/2

なが どう

お

季節を味わう
三笠幼で流しそうめん

▲そうめんを上手にすくい上げる園児

三笠幼稚園の園児138人が、園庭で流しそ
うめんを楽しみました。食べ物を通して季節
を感じてもらおうと毎年行う恒例行事です。
流す竹は、お父さんたちが切り出して用
意。お母さんたちが約20㌔のそうめんをゆで
ました。園児たちは、勢いよく流れるそうめ
んを、はしやフォークで上手にすくいながら
口いっぱいにほうばっていました。
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6/24

街道沿いに涼しげな音色
南部鉄器風鈴を軒先に

遠州横須賀街道で、民家や商店などの軒先
に、姉妹都市奥州市の南部鉄器風鈴が約１㌔に
渡って飾られ、澄んだ高音が住民や訪れた人た
ちを楽しませてい
ます。
JR掛川駅構内の
地場産品販売店の
「これっしか処」
が、「風鈴でまち
おこしができた
ら」と企画。秋分
の日の9月23日こ
ろまで飾られる予
▲涼しげな音色の南部鉄器風鈴
定です。

くず

7/5~22

ふ

葛布に新デザイン提案
多摩美術大学と共同研究

葛布の振興を
図るため、多摩
美術大学と共同
研究を行ってい
る掛川市葛利活
用委員会（津川
兵衛委員長）は、
中央図書館で
▲新たなデザインを施した葛布製品 「 掛 川 葛 布 イ ノ
ベくず
ーおシ ョ ン プ ロ
ジェクト」展示会を開きました。葛苧と絹で織っ
た葛布に箔プリントで革新的なデザインを施すな
ど、新しい風合いの葛布製品を提案しました。

7/5

おっと!捕まえた!
ならここで魚のつかみ取り

▲大きなアマゴを捕まえた園児

大渕保育園の年長19人が、「ならここの
里」で魚のつかみ取りを体験しました。魚に
触れることで、自然の恵みを感じてもらおう
と毎年行っています。
先生から注意事項を聞いた後、園児たちは
早速池へ。放たれた60匹のアマゴを元気いっ
ぱい追いかけるなどして、つかみ取りを楽し
みました。

7/16

海の日を満喫
マリンフェスティバル

大使に資生堂の青木淳さん
かけがわの魅力を国内外にPR

市は、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、資生堂代表取締
役執行役員常務の青木淳
さんを委嘱しました。
市内に工場がある同社
は、国内外で高いブラン
ド力を誇ります。また、
青木さん自身もヨーロッ
パ有数の巨大銀行の日本
代表を務めた経験から、
広い人脈を持ちます。
今後は各方面で掛川の
▲青木さん
魅力をPRします。
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7/13

▲大きな歓声が上がった「水上尻相撲大会」

海洋性スポーツに親しみながら水辺の安全
について学んでもらおうと、掛川B&G海洋セ
ンターの二つ池（大池）で「海の日マリン
フェスティバル」が開催され、多くの親子連
れでにぎわいました。カヌー体験や水上尻相
撲大会に加えて、今年はボードの上でパドル
をこいで楽しむサップが初登場。参加者らは海
の日を満喫しました。

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。

アート未来展で総理大臣賞

てきました。
「小さいころから絵を描くの

国内外の芸術家らが参加する

国 際 公 募 「 ア ー ト 未 来 展 」 で 、原
が大好きで、時間を忘れいつま
ん。教諭時代には、仕事が終わっ

でも描いていた」と話す中瀬さ

泉地区の旧小学校「さくら咲く学
歳 ） が 、最 高 賞 の 内

校」にアトリエを構える中瀬千恵
子さん（

を、地上の暗い色調との対比で

は、万物を照らす太陽の輝き

油彩画「太陽からの手紙」

力強く話すとおり、延べ150

も描きたくてしかたがない」と

す。「絵は私の生きる力。今で

毎日のように続けていたそうで

た後の深夜まで創作活動をほぼ

鮮やかに描いたもの。油彩画特
作品を世に送り出すなど、関係

閣総理大臣賞を受賞しました。

有の色使いや重厚感ある画風

者も驚くスピードで描き続けま
す。

は、見る者を圧倒します。
歳から油

これまで、同展では準大賞が

浜松市生まれで、
絵を始めた中瀬さんは、島田樟

最高賞。今回の受賞に「まだ満

うか」と家族のアドバイスもあ

には、交通の便が良い掛川はど

てきました。「東京へ出展する

フにした絵画の創作活動を続け

を務めながら、太陽などをモチー

くの人に絵の魅力を伝えて、す

共にでき、交流が生まれる。多

「絵は世界の人たちと価値観を

たい」と話し、今後の目標に

に貢献できるように描いていき

足していない。もっと世界平和

り、およそ
を 掛 川へ。 年 か ら は 、 さ く ら 咲

い」と笑顔で話していました。

100歳まで元気に描き続けた

ばらしさを知ってもらえれば。

年前に生活の拠点

誠高校などで
年以上美術教諭

10

く学校で絵画教室も開きなが

閣総理大臣賞を受賞
した作品「太陽から
の手紙」と中瀬さん。作品
の創作意図について中瀬さん
は「古代から太陽は神とあ
がめられ、万物を照らす言
わば母のような存在。世界
平和を願って描いた」と話
してくれた。

「社会に必要とされる企業」を

目指す金属加工・表面処理のスペ

年創業。代表取

シャリストである堀金属表面処理

工業㈱は、昭和

締役社長の堀辰男さんが一代で築

きあげ、岡山県や中国にも工場を

構えます。

表面処理と聞くと削ることを想

像しますが、金属の特性を生かし

薬品に漬けることで表面に皮膜を

形成するもの。耐久性の向上や防

食、摩耗防止効果を高めたり、表

面積を増やし接着剤や塗装との密

その技術力が評価され、平成

着性を高めたりします。

未来を見据えました。

発や研究を続けたい」と一歩先の

ているため、より優れた技術の開

「金属そのものの素材が多様化し

進化し続けるテクノロジーに対し

よう努力したい」と話す堀社長。

認知度が低い。社会に認知される

「表面処理は塗装などで隠れて

部品まで多岐に渡ります。

医療機器部品のほか、海外の鉄道

イクの部品や自動車の内装部品、

掛川工場だけで約400種類。バ

取引先から請け負う部品の数は、

高い技術力を武器にさまざまな

も の づ く り 大 賞 」 を 受 賞 し ま し た。

年には内閣総理大臣表彰「第1回

17

20

56

（家代）
ら、国内外に作品を出展し続け

内

表面処理する部品は400種類
第1回ものづくり大賞で総理大臣賞

▲撮影のために集まった社員のみなさん

72
30
23

中瀬千恵子さん
さくら咲く学校でアトリエ主宰

39

きんじろうくん

睦浜地区

堀金属表面処理工業㈱

22

姉妹都市

岩手県奥州市

つ な げ る・つ な が る

水田をキャンバスに地元の☆を表現

田んぼアート「田植え」

くら かわ

スター

田んぼをキャンバスに見立て、色の異な

さ

る稲で絵を描く田んぼアートが6月3日、

水沢佐倉河字北田の水田で行われました。

今年のデザインは奥州市出身の大谷翔平選

手です。大谷選手に地元から声援を送ろう

と、初めてスポーツ選手をテーマに選びま

11

した。「ゆきあそび」など6品種の苗を用

いて、打者と投手の二刀流を描きます。

回目となる今回は、地元の先輩を応援しよ

うと小中学生ら約200人が参加しました。

「色があるので、流されて違うところに

行かないようにしっかり植えること」など

の注意点を聞いた後、子どもたちは早速は

だしで田んぼの中へ。テープなどであらか

じめ下書きされた水田に、慣れないながら

田んぼアートの見頃は7〜8月ごろで、

▲田植え作業をする子どもたち

も丁寧に植えていました。

時間経過による色の変化も楽しめます。

Oshu

みち のく魅 力 発 信

ラグビーワールドカップ2019TMまであと415日

PRコーナーが市内を巡回
問スポーツ振興課（☎21-1159）
来年秋に、アジアで初開催

となる「ラグビーワールドカッ

プ 2 0 1 9 日 本 大 会 」 の 情報

を発信するPRコーナーが 市 内

を巡回します。

9

月

KOHO KAKEGAWA 2018.8

8

・

23

117,741人（＋13）
113,653人（＋15）
4,088人（－ 2）

エコパスタジアムで試合を

福祉課（☎21-1140）
と き 8/21（火）9：15～16：00 ※9月はお休み
ところ 市役所北側駐車場

6月 日に開幕したサッカー
W杯ロシア大会、寝不足覚悟で
観戦した方も多いと思います。
悲念のベスト8入りとはなり
ませんでしたが、侍たちの勇姿
に感動しました。
世界中のサッカー好きも、そ
うでない人の気持ちも1つにす
るサッカーの力って、すごい。
いよいよ1年後に迫ったラグ
ビーW杯にも期待です。
いつか「広報ハンパないっ
て!」と言ってもらえる日を夢
見て、まだまだ勉強。
（隅）
住民基本台帳人口
日本人
外国人

TM

献血

14

■市の人口（7月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

行う日本代表など8チームの

午前9時～午後4時
9月10日～11月16日
11月20日～12月7日
12月8日～21日
12月22日～1月6日
1月7日～3月22日

レプリカユニフォームや、大

場所
市内9中学校
中央図書館
大東図書館
大須賀図書館
市内11小学校

会開幕までの残り日数を表示

午前9時～午後4時
～8月3日
8月4日～5日
掛川納涼まつり
（まつり開催時間のみ）
大東支所
8月13日～24日
大須賀支所
8月27日～9月7日

する「カウントダウンボード」

場所
し～すぽ

を展示。みんなで大会を盛り

巡回スケジュール（予定）※場所、期間は変更になる場合があります。

上げていきましょう。

◀各国のユニフォーム
が大集合。間近で見ら
れる絶好の機会です。

※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 8/28（火）、9/25（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 8/11（土・祝）
・26（日）、9/8（土）
・23（日・祝）
9：00～11：30

と

男

女

世帯数

58,964人（＋ 2） 58,777人（＋11） 44,568（＋49）
57,013人（＋13） 56,640人（＋ 2） 42,533（＋53）
1,951人（－11） 2,137人（＋ 9） 2,035（－ 4）

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」
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