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あなたの夢、描いたつづきは掛川で。
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ブランドメッセージが
決まりました
2月15日〜3月9日に行った市民投票の結果をもとに
掛川市のブランドメッセージを決定しました。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

協力：掛川第一小学校学童保育所ひまわりクラブのみなさん

広報かけがわ電子版

検索

平成30年度市長施政方針

平成30年度、掛川市では、将来を見据えて、さまざまな取り組みを進めます。その中でも、
施政方針の「市政運営の基本方針」に掲げる9項目について、特に重点的に取り組んでいきます。

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30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。
※施政方針の全文はホームページからご覧いただけます。

グランシップ登録アーティストの演奏会（大渕小）

わが国は︑今︑いざなぎ景気
を超える戦後 ２番目の景気拡大
の中にあります︒株式市場の変
動はあるものの︑バブル経済崩

外国語活動研究発表会（横須賀小）

市民スポーツ交流
フェスティバル

壊から続いた 年にもおよぶ低
迷期やリーマンショックに端を

掛川市を持続発展可能なまちとして
いくためには、住みやすさやまちの魅
力を発信し、市民のみならず、市外、
海外も含めた多くの方にも、掛川市を
好きになっていただくことが重要で
す。それが、市民の誇りや愛着を醸成
する第一歩であると考えています。
昨年立ち上げた市民協働会議に参加
いただいている市民や団体・企業、輝
くかけがわ応援大使などの協力を得な
がら、市民総ぐるみで、戦略的なシ
ティプロモーションを実践していきま
す。
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発した世界規模の経済不況︑東
日本大震災などの幾多の荒波を
乗り越えて︑緩やかな景気拡大

シティプロモーション

が続いています︒
改めて歴史を振り返ると︑今

シティプロモーション市民協働会議

年 は 明 治 維 新 か ら １５ ０ 年 の 節
目 の 年 と な り ま す ︒ １５ ０ 年 前
の日本では︑幕藩体制から中央

市民の期待に応えるためには、職
員一人ひとりの意欲と生産性を向上
し、地域の課題解決に挑戦し続ける
市役所組織となる必要があります。
職員の働き方改革は急務であり、
昨年9月から、在宅勤務やサテライ
トオフィス、時差勤務の取り組みを
試験的に始めています。これらの活
用をさらに促進するとともに、子育
てや介護の支援、効率的な働き方に
資する環境や制度を整え、職員の働
き方の改善と資質の向上に取り組む
ことで、持続的な市民サービスの向
上を実現していきます。
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集権国家となる中で︑廃藩置県
などの多くの改革が大胆に行わ
れ︑近代国家の礎が築かれてい

働き方改革

きました︒この新しい時代への
流れを推し進めたのは︑薩摩︑
長州だけではありません︒掛川
より ひら
藩の国学者石川依平の多くの門
弟も新国家の樹立に大きな役割
を果たし︑その後︑ここ掛川で

も松ヶ岡で知られる豪商山﨑千
三郎を中心に﹁掛川銀行﹂が設
立され︑遠州地域の産業の近代

化やインフラ整備が推し進めら
れました︒
この時代︑人々は︑日本の将

来を想い︑エネルギーに満ちあ
ふれ︑力強く新しい時代を開拓
していきました︒

今や日本は︑世界に誇るべき
豊かな社会を築き︑人々の願い
である健康長寿でも世界トップ
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20

協働のまちづくりの
さらなる推進

これまで、協働のまちづくりは、
地縁を主軸とした「地区まちづくり
協議会」の活動とともに発展を続け
ていますが、地域がさらに輝き、市
民の暮らしを豊かにしていくために
は、稼ぐ力や課題解決の手法を多様
化していくことが重要です。
まちづくり協議会に加え、市民活
動団体や企業などの多様な主体が有
機的に連携し、地域課題の解決に向
けて活躍できる仕掛けづくりを支援
することで、協働のまちづくりをさ
らに推進していきます。
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ソーシャルウォーキング（曽我地区）
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小中一貫教育の推進
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今後、変化し続けていく社会を生き
抜く子どもたちにとっては、周りの状
況の変化や環境に適応しながら、困難
な状況に立ち向かうことのできる力が
求められており、これまで以上に、質
の高い教育が展開できる学校を目指し
ていく必要があります。
子どもたちの未来のためにどんな学
校づくりを目指すべきかという視点に
立ち、義務教育9年間を見通した掛川
ならではの教育課程を編成し、地域の
実情に応じた教育のあり方を、研究指
定校での成果を踏まえながら検討して
いきます。

クラスとなり︑いよいよ人生
１００年時代を迎えようとして
います︒その一方で︑急激な社
会変化と少子高齢化により︑こ
れまで築いてきた制度︑中で
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も︑国・都道府県・市町村とい
う三層構造の中央集権体制の変

今後、人口減少と高齢化は避け
て通れないものであり、住宅や都
市施設が散在してしまった場合、
地域の助け合いやインフラの維持
が困難となる状況も懸念されてい
ます。
全ての市民が生涯にわたり、安
全・安心に住み慣れた地域で暮ら
し続けるため、地域の拠点に一定
程度の都市機能を集約するととも
に、交通ネットワークにより拠点
同士をつなぐ、多極ネットワーク
型コンパクトシティのまちづくり
に取り組んでいきます。

革が求められています︒
平成という時代から次の新し
い時代に向かって︑掛川市は基

多極ネットワーク型
コンパクトシティ構想

しごとづくり

近年の景気拡大と生産年齢人口の減
少に伴い、市内の多くの企業は人手不
足の状況が続いている一方で、人口動
態に見る若者の流出傾向は継続してお
り、企業と就職期の若者との間に雇用
のミスマッチが発生している状況がう
かがえます。
市民が安心して働ける環境を整える
ため、企業誘致を積極的に推進し、地
域経済を支える産業基盤の強化や若者
のUIJターンの誘導を図るとともに、
創業や業務拡大への支援や中小企業の
就業者の確保などの対策も進めていき
ます。

礎自治体として地方自治や地方
分権の動きにしっかりと対応し
ていく必要があります︒

私は︑協働のまちづくりが︑
時代の転換期を乗り越える手法
であるという確信のもと︑これ
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まで市民や議員の皆様と議論を
重ねて︑その推進を図ってまい
りました︒その結果︑それぞれ
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の地域特性に合った︑真に必要
とされるまちづくりが︑地域住
民︑事業者など︑みずからが主

掛川市の健全な財政運営を確保し、
行政サービスを持続していくために
は、不断の改革が必要不可欠であり、
平成30年度は、行財政改革とともに
公共施設の最適配置について、本格的
に取り組んでいきます。
痛みを伴う決断をする場合もあるか
もしれませんが、持続発展可能な掛川
市のために必要な決断であれば、市民
の皆様にもご理解をいただけると考え
ています。施設管理の効率化、施設の
長寿命化や多角的運用など、最適な
サービスのあり方を見据え、充分に議
論を尽くしていきます。
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家族形態の変化、保護者の就労形態の多
様化などにより、支援を必要とする子ども
や家庭は増加しています。
まちの財産である子どもたちが健やかに
成長するよう、子育てコンシェルジュの訪
問活動や子ども医療費助成、認定こども園
の整備など、ソフトとハードの両面から子
育て支援を実践しているところです。
平成30年度は、新たに、子どもの貧困
対策や発達相談支援などの施策もスタート
します。必要な家庭に必要なサービスが行
き届くよう、子育て環境の充実や、きめ細
やかな子育て支援に取り組んでいきます。

体となり行われるようになって
きています︒
こ れ か ら 先︑生 活 支 援︑子 育

て 支 援︑防 災 対 策 な ど︑こ れ ま
で 以 上 に 市 民 力︑地 域 力 の 発 揮
が 求 め ら れ て い ま す︒市 民︑事

業者︑市が支え合い︑役立ち合っ
て︑女 性 も 男 性 も︑お 年 寄 り も
若 者 も︑障 が い や 難 病 の あ る 方

も︑全 て の 掛 川 市 民 が︑そ の 可
能 性 を 存 分 に 開 花 で き る︑新 し
い 時 代 を﹁協 働 の ま ち づ く り﹂

行革・
公共施設マネジメントの推進

ひら

により切り拓いてまいります︒
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子育て支援

観光振興

国は、訪日外国人旅行者数を2020年
に4,000万人とする目標を掲げるなど、
観光交流人口を増やすことが重要な政策
課題となっています。
掛川市としても、広域交通の利便性
や、歴史・文化の蓄積を生かし、県や中
東遠地域と連携してラグビーW杯への対
応などを進め、インバウンド観光の需要
を確実に取り込んでいきます。
つま恋につきましては、HMIによる大
きな投資により、世界に誇るリゾート施
設として羽ばたけるよう、掛川市として
もできる限り協力をしていきます。

大坂幼稚園園舎お別れ会

平成30年度

当初予算

一般会計

470億6,000万円
（前年度比：2億3,000万円減）

財政課（☎21-1197）

平成 年度当初予算は︑認定
こども園の施設整備をはじめ︑
子ども医療費助成事業の未就学
児通院無料化︑認可保育所の増
設など︑﹁子育て支援﹂施策の
充実に重点を置きました︒
一般会計予算額は︑４７ ０億
６０００万円︑前年度比 ％の
減です︒前年度に比べ︑減額と
なった要因は︑学校給食施設整
備事業が終了したことや将来負
担額を減少させるため︑各種事
業を見直すことで市債発行額を
抑制したことなどです︒
特別会計予算額は︑ 会計で
２５ ９ 億 万 円 ︑ 前 年 度 比 ％
減︑企業会計は︑１会計で 億
３６９０万円︑前年度比 ％減
となり︑市全体の予算総額は︑
７７ ３億９７ ０６万円︑前年度
比 ％減となりました︒

当初予算規模の推移

2.5

（年度）

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

1.5

773億9,706万円

H30
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●歳出の状況（一般会計）

その他

市議会運営などに

4億9,063万円

商工費（2.6％）

農林水産業費（2.8％）

その他（1.0％）

労働費（2.9％）

商工費

12億2,956万円
商工業や観光業の振興などに

教育費

消防費（3.3％）

農林水産業費

13億1,720万円
農業、林業、畜産業、茶業の振
興などに

衛生費
（11.0％）

労働費

13億4,481万円
労働政策の推進などに

総務費
（11.0%）

15億5,494万円
消防費
消防活動、救急業務、防災対策
などに

歳出

民生費
（31.2％）

（目的別）
教育費
（12.1％）

土木費
（11.0％） 公債費
（11.1%）

衛生費

51億6,459万円
市民の健康づくりやごみ・し尿
処理などに

146億7,864万円
民生費
児童、高齢者、障がい者の福祉
推進などに
57億 864万円
学校の管理運営や教育施設の
充実などに

公債費

52億1,252万円
これまでの施設整備などで借
りたお金の返済に

土木費

51億9,224万円
道路、河川、公園の整備などに

総務費

51 億 6,623 万円

総務・財産管理、広報広聴、協
働のまちづくりなどに

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

ボ
解 クが
説
す
る
よ
！

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30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30年度

平成29年度

一般会計

470億6,000万円

472億9,000万円

△2億3,000万円

△0.5%

113億 766万円

132億 9,408万円

△19億8,642万円

△14.9%

後期高齢者医療保険

11億 8,421万円

11億 1,924万円

6,497万円

5.8%

介護保険

94億 2,853万円

94億 2,783万円

70万円

0.0%

公共用地取得

5億 7,903万円

5億 9,361万円

△1,458万円

△2.5%

掛川駅周辺施設管理

1億 1,416万円

1億 518万円

898万円

8.5%

2,572万円

2,415万円

157万円

6.5%

28億 633万円

26億 386万円

2億 247万円

7.8%

農業集落排水事業

2億 5,746万円

2億 5,848万円

△102万円

△0.4%

浄化槽市町村設置推進事業

1億 8,343万円

1億 8,149万円

194万円

1.1%

186万円

186万円

-

0.0%

国民健康保険

特
別

簡易水道
公共下水道事業

会
計

上西郷財産区

前年度比

桜木財産区

17万円

6万円

11万円

200.0%

東山財産区

251万円

252万円

△1万円

△0.7%

佐束財産区

909万円

933万円

△24万円

△2.7%

計
企業
会計

増減額

16万円

276億2,169万円

△17億2,153万円

△6.2%

44億3,690万円

45億 512万円

△6,822万円

△1.5%

773億9,706万円

794億1,681万円

△20億1,975万円

△2.5%

259億

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）
（43.6%）
205億1,021万円

市税
その他

市民税（個人）
市民税（法人）
固定資産税
その他

（7.3%）
34億2,000万円

地方交付税

（6.7%）

31億5,000万円
県支出金

依存
財源
41.8％

（6.9%）
32億6,080万円

市債

歳入

自主
財源
58.2％

国庫支出金 （11.2%）
52億7,311万円

（5.6%）
26億5,276万円

繰入金

（4.9%）
23億1,951万円

使用料および
手数料

（1.4%）
6億7,925万円

分担金および
負担金

（1.0%）
4億5,255万円
●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

担していただく財源︵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
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諸収入

繰越金、財産収入、 （1.7%）
寄附金
7億7,771万円

（9.7%）
45億6,410万円
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66億4,258万円
17億 702万円
94億8,285万円
26億7,776万円

平成30年度当初予算 主要事業

掛川の未来のために

「子育て環境充実」予算

■（仮称）大坂認定こども園（平成31年度開園予定）など3園の施設整備
■子ども医療費助成事業の未就学児通院無料化
■認可保育所の増設、病児保育施設の整備、発達相談支援センターの開設
など、掛川市行政経営方針の主要課題である「子育て支援」施策充実を図ります。

一般会計
特別会計
企業会計
合計

470億 6,000万円 （0.5%減）
259億
16万円 （6.2%減）
44億 3,690万円 （1.5%減）
773億 9,706万円 （2.5%減）

1 掛川への新しいひとの動きをつくる

（10.2億円）

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

◆シティプロモーション推進事業
新 ブランドイメージ形成事業、○
新 市民参画拡大事業など
○
◆ラグビーW杯および東京オリンピック・パラリンピック推進事業

市民総ぐるみのおもてなし

観光客誘客促進事業

新 粟ヶ岳山頂休憩所整備事業
◆○
新 掛川駅ほのぼのパス内エレベーター設置事業
◆○

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
新 掛川大須賀線（一般化）など
自主運行バス事業、○

1,220万円
1,906万円
1億

995万円
2,470万円

1億 9,759万円

「茶エンナーレ」から始まる掛川文化の創造

◆地域文化創造プロジェクト「かけがわ茶エンナーレ」事業
新 小中高生向け体験教室）
◆ステンドグラス体験教室開催事業（○
◆松ヶ岡整備事業

550万円
565万円
8,917万円

2 掛川にしごとをつくり安心して働けるようにする
みんなが働ける掛川創造事業
◆障がい者就労支援事業
◆就労継続支援事業

（10.5億円）
1,020万円
4億 1,000万円

しごとを生み出すイノベーション支援
◆地域経済活動活性化事業
◆産業戦略支援窓口設置事業

掛川市の新たな開拓

内陸フロンティアと企業誘致

◆企業誘致対策
企業立地促進事業費補助金、産業立地奨励事業費補助金
ひら

明日を拓く農

農業ビジネスの推進

3,649万円
222万円
3億 1,605万円

◆オリーブ産地化推進事業
◆日本一茶産地推進事業
新 生産品質向上事業、献上茶謹製事業など
掛川茶輸出戦略推進事業、○
◆世界農業遺産茶草場農法推進活用事業

1,175万円
7,362万円
766万円

6

横須賀高校での
ブランドメッセージ投票

3 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
学びの協働アクションプロジェクト
◆放課後児童健全育成事業
新 部活動指導員活用事業
◆○

子どもは地域の宝

森のようちえん

（37.7億円）
2億 2,070万円
569万円

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

203万円

家庭の子育て力・教育力向上プロジェクト
企業の子育て力向上プロジェクト
◆子育てコンシェルジュ事業
◆三世代同居支援事業

888万円
2,250万円

結婚・出産・子育て環境整備プロジェクト

◆認定こども園施設整備事業
12億 9,046万円
（仮称）大坂認定こども園、（仮称）千浜認定こども園、（仮称）横須賀認定こども園
◆待機児童解消対策事業
8,523万円
新 事業所内保育所・企業主導型保育所を対象）など
協働保育園保育料助成費（○
新 未就学児通院無料化）
◆子ども医療費助成事業（○
4億 6,874万円

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
じん

国土強靭化

強くしなやかな明るい未来の国土づくり

◆海岸防災林強化事業・希望の森づくり推進事業
◆公共施設落下物対策事業（総合体育館さんりーな、文化会館シオーネ）

（64.1億円）
4億 4,378万円
3億 3,746万円

スマートコミュニティの実現

◆地球温暖化対策事業
新 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改訂事業など
○

「ふくしあ」でつなぐ

1,570万円

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

掛川流協働によるまちづくりの深化

◆地区まちづくり協議会交付金

選択と集中

1億 2,364万円

行財政改革の推進

◆公共施設マネジメント推進事業
新 公共下水道などストックマネジメント計画策定事業
◆○

7

9,731万円
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1億

290万円
10万円

4月から
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」の実現
を目指し、効果的かつ効率的な組織編成としました。

企画政策課（☎21-1127）

組織の主な変更は3点
課
課

部

室123

市役所の組織数は︑昨年度
部2支所
2支所

室121係とな

13

の

30

係から1室2係が減り︑

40

29

水道課と下水道課を

とおりです︒

りました︒主な変更点は次の

40

統合し﹁上下水道部﹂

しばらくの間︑業務場所の変
更はありません︒

発達に不安を抱える

本人や家族などが気軽

に相談できる窓口﹁発達相談

支援センター﹂を希望の丘の

中部ふくしあ棟内に設置しま

す︒

﹁行革・公共施設マ

ネジメント推進室﹂を

設置します︒人口減少社会に

安心を確保するとともに︑

サービスを最適かつ持続可能

なものにします︒

組織変更に伴う主な部署の移動

01 都市政策課

都市政策課を本庁2

階から3階南側に移動

生涯学習協働推進課

しました︒

男女協働係を本庁舎3

階から5階の企画政策課へ移
動しました︒

1F

IT政策課を本庁舎

地下1階から2階北側
へ移動しました︒

中心市街地活性化推

進室は本庁舎3階東側
へ移動しました︒

B1

03 IT政策課

2F

カフェテリア

4F

会議室

議場

5F

02 男女協働係

3F

中心市街地活性化
推進室

04

効率的な運営を目指します︒

まで水環境を一体として捉え︑ お い て 公 共 施 設 な ど の 安 全 ・

を設置します︒取水から排水

02

03

13

01

02 01

04 03

8

阪神淡路大震災で61％、東日本大震災で66％など、
近年の大規模地震では電気を起因とする火災が多く発生
しています。
感震ブレーカーは、設定値以上の揺れを感知したと
きに電気を自動的に止める器具で、大地震による電気
火災を防ぐ対策として有効です。万が一に備え、設置
しましょう。
危機管理課（☎21-1131）

地震発生時の火災としてイ

ことが大切です︒感震ブレー

をオフにし︑電気火災を防ぐ

地震発生時にはブレーカー

日東工業と地震防災システムに関する協定

23施設に計測ユニット設置へ

9
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掛川城御殿や天守閣︑松ヶ岡︑
大日本報徳社︑吉岡彌生記念館など

掛川市は、市内に工場を持つ日東工業（本社・
愛知県長久手市）と地震発生時の速やかな被害把
握や情報共有などができる地震Iot（モノのインター
ネット）システムの実証実験を行う協定を平成29
年度内に締結します（3月19日現在作成）。
日東工業が開発した遠隔で地震情報を確認でき
る計測ユニットと感震ブレーカーを公共施設や市
内の文化財など23施設に設置。両者で計測データ
などの調査やデータ収集を行います。
協定は、市が設置場所を無償提供し、同社が無
償でユニットを各施設へ設置する内容。掛川城御
殿や天守閣、松ヶ岡、大日本報徳社の建造物、竹
の丸、吉岡彌生記念館、歴史民俗資料館などに設

▲揺れを計測しデータを送るためのユニット
を掛川城天守閣でテストする日東工業の社員

置される予定です。
この地震Iotを活用することで、迅速な被害状
況の把握や建物の簡易劣化診断など、被災時の
復興支援に役立てます。また、大規模地震での
電気を起因とする火災を防ぐ感震ブレーカーの
普及を図るとともに、歴史的建造物など貴重な
文化資源を通電火災から守ります。

気コードや電気ストーブなど

メージするのは︑台所のガス

カーを設置しておくと︑大規

に通電することで火災が起こ

コンロなどからの出火かもし

模災害の場合︑﹁避難を優先

る﹁復電火災﹂もあります︒

れませんが︑火災の出火原因

してブレーカーにまで気が回

電気復旧後︑破損したコー
ドなどに通電し火災へ

の半数以上は電気に起因する

らない﹂﹁家具の転倒や散乱

などで近づけない﹂﹁不在

だった﹂など︑ブレーカーを

オフにすることが困難な場合

などに有効です︒

設置に補助があります

■対象 災害時の通電火災を

防止することを目的に設置

するブレーカーで︑一定の

条件をクリアしたもの

■種類 ①電気工事が必要な

分電盤タイプ②電気工事が

不要な簡易タイプ

■補助 設置に要する経費の

3分の2以内で︑1万5千

円が上限︒新築住宅に工事

タイプを設置する場合は一

律1万円

※取り付け前に申請してくださ
い︒詳しくは危機管理課へ︒

ものです︒また︑停電後に電

感震ブレーカーで
地震時の火災防止

気が復旧した際︑破損した電

地震発生時の火災は、
6割が電気によるものです。

第7期介護保険事業スタート

住み慣れた地域で
健康に生き生きと

1131︶

地震・津波対策
への寄附金をお
願いします

危機管理課︵☎

市は︑地震・津波による

死者ゼロを目指して

死者ゼロを目指した対策を

する﹁介護給付費﹂を3年間で

ビスを受けた場合に市が負担

5850円から6072円ほ

試算方法によると現在の

5600円になりました︒国の

業︑団体と連携して募金活

目標に︑市民︑自治会︑企

平成

に防災意識を高めるため︑

推進するとともに︑全市的

約 2 7 4 億 円 に ︒ また︑﹁介

どに増えますが︑保険料率の

医療支援センター﹁ふくしあ﹂

安定的な介護保険制度の運営

介護給付費の増加に伴い︑

月から3億円を

護予防・日常生活支援総合事

これらを踏まえ︑市は現在

を中心とする掛川型の地域包括

と低所得者の保険料の軽減を

新たな介護保険事業計画を策
定しました︒
介護保険は︑高齢者ができ

歳以上の介護保険

10

年2月末現在︑約

料額は︑7月ころ直接本人へ

の寄附金です︒防潮堤の建

助の取り組みの一環として

ちで守るという︑協働や共

自分たちの地域は自分た

長します︒

標額を超えるまで期間を延

まってきていることから目

関心が高まり︑理解が広

したが︑年々市民の防災への

本 年 3 月 末 ま で の 5 年間で

だいています︒事業期間は

2億3千万円の寄附をいた

平成

目標額まで残り7千万円
目標達成まで期間を延長

25
通知書を発送します︒

また︑

年

掛川市の高齢者数などの推
%を超

計では︑2020年度に
以上の高齢化率は

表﹂で︑保険料の変更額を確

の介護サービスを維持した中

ケアの推進強化と質の向上など

図るため︑平成

認してください︒

年度から3年間の

国基準保険料段階9段階を

新しい介護保険事業を紹介

で︑平成

により︑お年寄りが住み慣れた

段階︵多段階化︶に設定︒こ

したパンフレットは︑6月下

る限り要介護状態に陥ること

歳以上の方は︑次ページ

パンフレットは6月下旬
通知は7月に配布・発送
地域で安心して元気に暮らせる

れまでと同様に被保険者の負

旬に自治区を通じて家庭へ配

年度以降の
支援体制を築いていきます︒

担能力に応じたきめ細かい保

なく︑健康で生き生きと生活

年度から3年間︑市の

1号被保険者︵ 歳以上︶
の基準月額を改定
平成

11

30

の﹁介護保険段階の確認方法﹂

65

できることを目的に3年ごと
に計画を見直します︒
高齢者の介護を支えるため

65

介護保険料基準月額は︑

65

た︒

布する予定です︒

見込みました︒さらに地域健康

13

険料負担段階を設定しまし

人台へ増加が見込まれます︒

30

65

え︑介護認定者数も5100

27

に新計画では︑市民が介護サー

30

30

えることができました︒

動に取り組んでいます︒

高齢化率 %超を想定
新たな3か年計画を策定

21

-

﹁多段階化﹂と︑市の﹁準備

健康長寿課（☎21-1196）

業﹂など介護予防事業をさらに

険事業が始まります。

歳

をはじめとする第7期介護保

で︑どの段階にあたるかを確

され、介護・予防体制の充実

基金﹂の約5億1千万円を充

4月からは介護保険料が改定

充実させるための地域支援事業

険事業計画を本年3月に策定。

認して﹁新介護保険料段階

介護保険法に基づいて、平
てることで︑介護保険料を抑

成30年度からの新たな介護保

費を前計画の %増の約 億円

27

30

10

介護保険段階の確認方法
あなたが住民税を課税されている
※1
※2

いいえ

同じ世帯に
住 民 税 を 課 いいえ
税されてい
る方がいる
はい

前年の合計所得金額（※1）＋課
税年金収入額（※2）が次の区
分に該当する。
前年の合計所得金額（※1）＋課
税年金収入額（※2）が次の区
分に該当する。

第 1 段階

120万円以下

第 2 段階

120万円超

第 3 段階

80万円以下

第 4 段階

80万円超

第 5 段階

120万円未満
200万円未満
前年の

300万円未満

合計所得金額

はい

（※1）は？

第 6 段階

190万円を
200万円に変更

第 7 段階

290万円を
300万円に変更

第 8 段階

400万円未満

第 9 段階

700万円未満

第10段階

700万円以上

第11段階

合計所得額

収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なる）
を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額
課税年金収入額 国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金（障害・遺族・老齢福祉年金などは含まない）のこと

新介護保険料段階表

平成29年度まで
旧保険料
年額（月額）
32,400
（2,700）

45,600
（3,800）

52,800
（4,400）

63,000
（5,250）

70,200
（5,850）

84,000
（7,000）

91,200
（7,600）

105,600
（8,800）

119,400
（9,950）

140,400
（11,700）

154,200
（12,850）

平成30年度から平成32年度までの65歳以上の人の保険料段階
新保険料
年額（月額）

段階

対象者

1

世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

2

世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方

3

世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方

4

本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で本人の課税年金収入額と
合計所得金額の合計額が80万円以下の方

［基準］
5

本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方

7

本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満の方

8

本人が市民税課税で合計所得金額が300万円未満の方

9

本人が市民税課税で合計所得金額が400万円未満の方

10

本人が市民税課税で合計所得金額が700万円未満の方

11

本人が市民税課税で合計所得金額が700万円以上の方

60,600
（5,050）

67,200
（5,600）

114,000
（9,500）

134,400
（11,200）

147,600
（12,300）

設など地震・津波対策事業

を進めていますが︑多くの

経費を必要とします︒みな

2

100,800
（8,400）

さん︑積極的なご協力をお

4

80,400
（6,700）

願いします︒

1

43,800
（3,650）

87,600
（7,300）

次の事業などに活用さ
れています

①海岸防災林の強化整備
②木造住宅の耐震化補助
③家具の転倒防止など
④防災ベッド・シェルター
設置補助

寄附の申し込み方法
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3

30,600
（2,550）

50,400
（4,200）

本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で本人の課税年金収入額と
合計所得金額の合計額が80万円超の方

6

市ホームページ︑市役所
1階総合案内︑大東支所・
大須賀支所に備えてある寄
附申込書に記入し︑郵送︑
FAX︑メール︑窓口持参
のいずれかの方法でお申し
込みください︒

11

80万円以下

〜みんなでシティプロモーション〜
ギャラリー

画廊が地域と生徒つなぐ
KAKEGAWA CITY

大浜学園の一環で、子どもたちが文化作品とふれ
あい、豊かな感性を育んでもらおうと始まった中学
校美術館化「大浜ギャラリー」が、生徒や住民の注
目を集めています。
作品を提供する掛川市文化協会大東支部の支部長
太田和良さんがその魅力を紹介します。
シティプロモーション課（☎21-1123）

かけがわ
再発見
磨き上げ

Vol.04

OHAMA GALLERY

廊下がギャラリーに変身
大浜中学校玄関ドアの﹁ギャラリー
入口﹂の案内表示に従って階段を上
がると︑階段踊り場いっぱいに描か
れた一枚の絵画が現れます︒生徒と
掛川市文化協会大東支部の会員が共
同制作した作品で︑青い遠州灘と白
い砂丘が来校者を迎えてくれます︒
㍍にわたって作品が展示さ

い﹂﹁美術作品を間近に見ることは

なかった﹂などの感想が聞かれます︒

廊下側は出窓で︑ここに陶芸作品

茶香炉の香りが生徒に人気

月から茶香炉が仲間

がずらりと並んでいます︒花器や皿

に加え︑昨年

りが広がります︒毎月

日を﹁癒し

皿に敷き詰めた茶葉をいると甘い香

に加わりました︒キャンドルの火で

10

ひ︑お越しください︒

爪純さんの油彩画も飾りました︒ぜ

してくれます︒昨年は地元の画家橋

いう支部会員が多く︑卒業生も応援

も楽しめます︒大浜中学校が母校と

示作品を入れ替えますので︑何度で

絵画に限らず3〜4か月ごとに展

簿に名前を記入してください︒

す︒お越しの際は︑2階事務室前の名

から午後5時まで開放されていま

大浜ギャラリーは平日の午前9時

に楽しんでもらっています︒

組みは大坂小学校にも広まり︑児童

なかの人気です︒この茶香炉の取り

﹁勉強がはかどりそう﹂など︑なか

香りを楽しみます︒﹁いい香り﹂

流すと︑生徒たちが集まり茶の甘い

張ってもらおうと企画︒校内放送を

リフレッシュし︑午後の授業も頑

しむ会を開いています︒茶の香りで

の日﹂として︑昼休みに茶香炉を楽

18

さらに階段を上がると︑2階の廊
下の約

れています︒これまで何の変哲もな
かった廊下が︑今は﹁大浜ギャラ
リー﹂へと変身しました︒

書や写真︑絵画などジャンル多種
まずは教室側︒現代文や詩歌を書
にした︑読んで楽しめる近代詩文書
があります︒付箋に見て感じたこと
を書いて貼ってもらうコミュニケー
ションツールとしての作品で︑﹁オ
ラに元気をわけてくれ﹂﹁一歩前進﹂
などの書き込みがおもしろいです︒
書の奥は︑大東写友クラブの写真
と絵画︒大浜中生徒が大東文化祭で
エレジー

創作舞踊﹁高天神城悲歌﹂に出演し
た様子を収めた写真や︑文化協会の
協力者だった画家の故松坂彩州氏の
遺作が飾られています︒彼は総理大
臣賞などを受賞し︑その大作は見る
者を圧倒します︒生徒たちの反応も
上々で︑﹁すばらしい作品がいっぱ

▲生徒と茶香炉を楽しむ（右から）太田さんや橋爪さんら
大浜学園の地域コーディネー
ターからギャラリー化の依頼
を受け快諾。毎月18日には自
作の茶香炉で生徒たちに癒し
の空間を提供している。

30

掛川市文化協会大東支部
支部長

太田和良さん（坂里）

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

小笠医師会 その44
（☎23-4372）

〜原因が解明され対策ができるがん〜

将来的に子宮頸がんの発症は確実に

HPV検査を併用することによって

︵ワンコイン程度︶などがあり︑そ

なります︒ただLBCはコスト増

精度の高い子宮頸がん検診が可能と

検診方法について

減少することが予想されています︒

けい

﹁より効果的な子宮頸がん検診を﹂
子宮頸がんと予防について
子宮頸がんは︑女性特有のがんと

のため集団検診ではまだ行き渡って
受けるのならばより精度が高い検

しかし市内ではLBCを市の検診

しては乳がんに次いで2番目に高い
発症率で︑わが国で毎年約1万人が

査が望ましい︒これは当然のことで

に採用している病院や診療所もあり

性としてのQOL︵生活︑生命︑そ

腸など重要な臓器に直接浸潤し︑女

ラス板に塗布する﹁直接塗沫法﹂②

やヘラで細胞を採取しそれを直接ガ

ら行われており現在も主流の︑綿棒

すなわち検診法として︑①従来か

た婦人科検診となるでしょう︒

宮体部や卵巣も確認でき︑完成され

かせない超音波検査を併用すると子

す︒また簡便で︑正確な診断には欠

が︑別途︑HPV検査も追加可能で

いないのが現況です︒

新たに罹患し︑約2700人が死亡

すが︑実際︑検診方法によってその

ます︒項目は細胞診および内診です

して人生の質︶を著しく低下させ

近年導入された︑細胞を特殊なブラ

り かん

しています︒また︑がんが進行する

差は明確に存在します︒

る︑極めて深刻な疾患です︒しかし

シで採取して液体処理し標本を作製

ぼう こう

と子宮の前後にある膀胱や尿管︑直

その原因はほぼ解明されていますの

ことが憂慮されます︒

ン接種が停滞している

報告のために︑ワクチ

果関係も不明な副反応

ます︒しかし最近の因

クチン接種が推奨され

したがってLBC法による細胞診と

検出ができることが挙げられます︒

んの原因となるハイリスクHPVの

ます︒さらに長所として︑同時にが

ほぼ常に一定の質の標本が作製され

れますが︑LBCはそれが少なく︑

液混入など不適正標本がときにみら

その差異は︑前者では︑乾燥や血

ります︒

する﹁液状検体法︵LBC︶﹂があ

と まつ ほう

で︑対策ができるがんの一つです︒
予防は︑第一に︑HPV︵ヒトパ

第二に︑定期的な検診

ピローマウイルス︶ワ

を受けることによって

KOHO KAKEGAWA 2018.4
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小笠
医師会
掛川市
介護支援専門員
連絡協議会

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。

5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
生活リズムを整えよう!
人は朝の光とともに起きて、日中活動し、夜は脳と身
体を休めるリズムを持っています。生活リズムを整える
ことが、心身ともに健康でいられ
る秘けつです。生活リズムが整う
と、免疫力がアップして病気にか
かりにくくなったり、疲れにくく
なったりして、意欲や集中力が増
します。
生活リズムを整えるポイント
は、①朝日を浴びて体内時計をリ
セットする②朝食を食べて体温を
上げ脳を目覚めさせる③熟睡を促すため、就寝前はテレ
ビ、パソコン、スマホの使用を控える一ことです。
新年度を迎えるこの季節に、心機一転、生活リズムを
見直してみましょう。

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）

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 火 平成30年 3月出生児

会場
徳育

9 水 平成29年10月 1日〜10日出生児
16 水 平成29年10月11日〜20日出生児

徳育

23 水 平成29年10月21日〜31日出生児
10 木 平成28年 9〜10月出生児
15 火 平成28年10月 1日〜15日出生児
18 金 平成28年10月16日〜31日出生児

大東
徳育

9 水 平成28年 2月 1日〜10日出生児
16 水 平成28年 2月11日〜20日出生児

徳育

13：00〜13：30 23 水 平成28年 2月21日〜29日出生児

3歳児健康診査
13：00〜13：30

8 火 平成27年 4月 1日〜10日出生児
14 月 平成27年 4月11日〜20日出生児
22 火 平成27年 4月21日〜30日出生児

離乳食教室

（もぐもぐごっくん教室） 30 水

9：15〜9：30

パパママセミナー（歯科編） 31 木
13：15〜13：30

徳育

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

34
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※）
5月の休館日：毎週月曜日、25日（金）

『まちには いろんな か
おが いて』を紹介します。
まちを 歩 いていると、マン
ホールのふたや家の窓、遊具
などが顔のように見えてきま
す。笑った顔、泣いた顔、困っ
た顔。この本を読んでから、い
ろいろなものが顔に見えるよ
うになりました。写真絵本で、 ▲おはなしの会 おにの
小さな子も楽しめます。
パンツ・鈴木宏子さん

■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（木・祝）、4日（金・祝）、25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※）
5月の休館日：毎週月曜日、3日（木・祝）、4日（金・祝）、31日（木）
※祝日は午後5時まで

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
死ぬまでに
行きたい!
世界の絶景
新日本編

ビジュアル
大相撲図鑑

服部祐兒/監修
（汐文社）

詩歩/著
（三才ブックス）
浜松市出身の著者による「死ぬまで
に行きたい!世界の絶景」シリーズ第
5弾。単なる観光名所の紹介にとど
まらず、「インスタ映え」する風景
のシャッターチャンスを、あまたの
写真たちが教えてくれます。

催

し物・展示

お日さまをみつ
けたよ

今、大相撲は大人気。4月には掛川
で大相撲の春巡業があります。相撲
の決まり手「82手」や力士の一日な
ど、カラーの写真や絵がどのページ
にも満載で、大相撲がもっと楽しく
なる1冊です。

M・ミトゥーリチ/
原案・絵
松谷さやか/文
（福音館書店）
冬が終わり、待ちに待った春が来ま
した。草木が芽を出し、森がにぎや
かになります。しかし、暖かな春を
喜ばない動物がいました…。シベリ
アの昔話をモチーフにして作られ
た、味わい深い絵本です。

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

こどもの読書週間 4月23日
（月）〜5月12日
（土）
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。
■小学生読書感想画作品展 中央
期間：4月18日（水）〜5月6日（日）
★第2回古文書講座「いろは」 大須賀
とき：5月10日（木）午前10時〜正午
講師：桑原武さん、河井照隆さん
★第1回古文書講座 中央
とき：5月10日（木）午後1時30分〜3時 こどもの読書週間のよみ
きかせの様子（ H29 )
講師：北原勤さん
★第1回文学講座「時代・歴史小説の魅力を解く」 中央
とき：5月17日（木）午後1時30分〜3時
講師：和久田雅之さん

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 4日（金・祝）・11日（金） 午前10時30分〜11時
大 東：5月 11日（金）
午前10時30分〜11時
大須賀：5月 18日・25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： 5月12日・26日（土）
午後3時〜3時30分
大 東：5月 5日（土・祝）・19日（土） 午前10時30分〜11時10分
大須賀：5月12日・26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18日（金） 午前10時30分〜11時

事業名

とき・ところ

対象・参加料

いきわく吹奏楽部「定期演奏会」 4/15（日）14：00〜
どなたでも
（開場13：30）
大須賀中央公民館
入場無料
大須賀中央公民館（西大渕）
（☎48-1012）
やさしいパソコン講座
4/18（水）9：30〜11：30
IT政策課（☎21-1341） 市役所4階会議室6
①新設法人説明会
②消費税軽減税率説明会
掛川税務署法人課税
（☎22-5274）
（公社）掛川法人会
（☎22-8833）

内容・申込方法など
大須賀中学校の生徒が1年間の練習の成果を発表
します。
直接会場へ

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
マウス操作が びます。パソコンは市役所で用意します。
できる方4人
4/13（金）までに電話で申込（申込多数のときは
受講無料
抽選）

4/19（木）
法人税の基本的事項、源泉徴収の仕方、印紙税の基
新設法人・事業
①13：00〜15：30
本的事項、電子申告、電子納税、消費税の軽減税率
者のどなたでも
②15：30〜16：30
制度の概要説明など
参加無料
掛川商工会議所（掛川）
直接会場へ

4/21（土）、5/12（土）
・ 市内在住・在勤
（在学）の方4人
27（日）9：30〜16：30
相談無料
中央図書館（掛川）
H31/3月卒業
平成31年3月卒業予定者対象
予定の大学（院）、
大学生等合同企業説明会 4/26（木）12：00〜16：00
短大、高専、専修
静岡労働局職業安定課 （11：30〜受付）
学校などの学生と
グランシップ大ホール・海
（☎054-271-9968）
卒業後おおむね
（静岡市駿河区）
県雇用推進課
3年以内の方
（☎054-221-2573）
入場無料

ビジネスチャンス相談
産業労働政策課
（☎21-1125）

伝言板

とき・ところ

起業を考えている方、経営でお悩みの方の相談に
応じます。
電話で申込（申込順）
県内に就業場所があり、若者の雇用に積極的な企
業が多数参加。面接におけるイメージアップのため
のマナー講座もあります。履歴書不用。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。
しずおか就職net 検索
直接会場へ

対象・参加料

内容・申込方法など

碑文谷彫習作展
掛川碑文谷彫の会・宮本
（☎22-5288）
掛川市長杯グラウンドゴルフ大会
協会事務局
（☎080-3068-4822）
子育てコーチング講座
お母さん応援クラブ・西﨑
（☎23-1240）

4/10（火）〜15（日）
どなたでも
9：00〜17：00
入場無料
生涯学習センター（御所原）

板や箱を彫って彩色する珍しい工芸絵画を
80点展示します。
直接会場へ

4/21（土）9：00〜15：00
予備日4/23（月）
いこいの広場（細谷）

4/12（木）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

チャリティーバザー
摩耶の会事務局・神宮寺
（☎22-6310）

4/27（金）
10：00〜品切れまで
永江院（和光）

街中トランポリン広場
かけがわNPO村・清水
（☎090-6070-1091）

4/30（月・振）10：00〜15：00 どなたでも
参加無料
三の丸広場（掛川）

ひ もん や ぼり

企業求人説明会
掛川みなみ商工会
（☎72-2701）

一般
700円

子育ての悩みの解決や自立した子どもを育
お母さん20人
4/25（水）10：00〜12：00
むためのコーチング講座です。
生涯学習センター（御所原） 500円
電話で申込（申込順）
どなたでも
入場無料

H31/3月卒業 掛川・菊川・御前崎市の企業が参加。地元で
予定の大学、短大、 の就職を目指す方が対象です。35歳未満の
5/15（火）13：10〜16：00
掛川グランドホテル（亀の甲） 専門学校の学生 既卒者対象の説明会もあります。
直接会場へ
参加無料

ニッポンおかみさん会
どなたでも
全国フォーラム2018in掛川 6/6（水）13：00〜20：30
掛川グランドホテル（FAX23-2290） 掛川グランドホテル（亀の甲） 12,000円
掛川おかみさん会（☎22-3225）

親子英会話
オディロマー聡子
（☎070-1630-3777）

食品、日用雑貨など。売上金は福祉団体など
に寄付します。
直接会場へ※9：15から整理券配布
トランポリンのほか、掛川すごろく、木の
ジャングルジムなどの体験ができます。
直接会場へ

5月〜9月第2火曜日
10：00〜10：45
つくし会館（長谷）

生後6か月〜
3歳就園前の
親子15組
300円/回

地方都市の取り組みについての講演など
FAXまたはメール（sales@kakegawa
gh.com）で申込
オーストラリア出身の先生と一緒に英語の歌
を歌ったり、ダンスを踊ったりして楽しみます。
電話で申込（申込順）

①毎週木曜日10：00〜11：15
どなたでも
体と心のコリや痛みを自分でケアする自然
第2・4日曜日10：15〜11：30
①リンパヨガ②笑いヨガ
①1,000円/回 療法です。動きは控えめ、笑いは多めです。
松浦（☎090-6618-8049） ②第2・4日曜日9：30〜10：00
②500円/回
直接会場へ
竹の丸（掛川）
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事業名

とき・ところ

掛川三城ものがたり
ツアー募集
4/28（土）、5/12（土）、
掛川観光協会（☎24-8711）
6/2（土）9：20〜16：50
㈱近畿日本ツーリスト中部
掛川駅北口広場集合
浜松支店（旅行企画実施）
（☎053-456-8661・FAX053-454-7780）

対象・参加料

第九夜 月夜の茶摘み会 4/30（月・振）19：00〜21：00
（雨天順延5/1（火）。5/1が 高校生以上
掛川茶振興協会
2,000円
（☎21-1216・FAX21-1212） 雨天のときは中止）
ocha@city.kakegawa.shizuoka.jp 五明区内の茶園
がんサロン「なごみ」
磐田市立総合病院
がん相談支援センター
（☎0538-38-5286）

内容・申込方法など

掛川城、高天神城跡、横須賀城跡を城郭研究者が案
どなたでも
内します。
各回19人
掛川観光協会または各地域生涯学習センターで
8,000円（貸切
申込用紙を入手。必要事項を記入しFAXまたは郵
バス代、講師代、
送（〒430-0936浜松市中区大工町125セキスイハ
昼食代など含む）
イム鴨江小路ビル3階）で申込（申込順）
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。
4/26（木）までに電話、FAXまたはメール（氏名、
住所、電話番号を明記）で申込

がん患者や家族が自由に集い、語り合う場です。医
5/25（金）13：30〜15：30 がん患者や家族
療者によるミニレクチャーもあります。
磐田市立総合病院（磐田市） 参加無料
直接会場へ

伝言板

とき・ところ

生け花のおさそい
生け花サークル・山下
（☎・FAX24-8732）

対象・参加料

内容・申込方法など

どなたでも
第2・4木曜日14：00〜
1,000円/回
掛川街なか再生サロン（連雀）
（花代）

流派にこだわらず生け花を楽しみましょう。
初心者には基本から指導します。
電話またはFAXで申込
ひとりで着物を着られるようになりません
か。帯飾りのプレゼントを用意しています。
参加希望日2日前までに電話で申込

毎週水曜日①10：00〜11：30
きもの着付体験
女性
②14：00〜15：30③18：30〜20：00
戸塚（☎090-9944-2637）
参加無料
神代地公民館（南）
幼稚園児〜
小学6年生
2,500円/月
一般
毎週木曜日（月3回）
3,000円/月
9：30〜11：30
生涯学習センター（御所原） （誌代別）

楽しもう!ドッジボール
毎週日曜日13：00〜17：00
川島（☎090-5604-9968）
市内の小学校体育館
magicalkids2018@gmail.com

ドッジボール大会を目指して練習します。
電話またはメール（氏名、電話番号を明
記）で申込

やさしい書道教室
窪野（☎23-6678）

初歩〜上級者まで
持ち物 書道用具一式
電話で申込

毎週金曜日10：30〜
ヨガ教室
松本（☎090-5196-6973） ほほえみスタジオ（城西）
みんなで踊ろうフォークダンス 第2火曜日13：30〜15：30
はし
第4火曜日9：30〜11：30
箸（☎27-0903）
竹の丸（掛川）

★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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運動不足、ストレス解消に効く、どなたでも
20歳以上の女性
できる簡単なヨガを体験します。
参加無料
電話で申込
どなたでも
500円/回

初心者歓迎。踊って笑って、健康で心豊かに
仲間作りをしませんか。
直接会場へ

天浜線ウォーキングイベント「天浜路ヘルシーウォーク」
4月〜6月のご案内
天竜浜名湖鉄道㈱営業課（☎053-925-2276）
生涯学習協働推進課（☎21-1129）

スタート受付時間 午前8時30分〜11時
ゴール受付時間 午前11時〜午後3時
※スタート駅で、コースマップを配布します。受付時間内に随時スタートし、 受
付時間内にゴールしてください。ゴール駅ではスタンプカードに1個スタンプを
押します。スタンプを5つ以上集めるとオリジナルグッズをプレゼント!イベント
用の駐車場がないため天浜線に乗ってご参加ください。
コース
井伊谷城跡を目指して
浜名湖・松見ヶ浦を歩く
新緑の鳥羽山城跡と二俣城跡を訪ねる
たど

瀬戸の水路を辿り気賀を目指す
しょうぶ

花菖蒲咲く小國神社を訪れる
三ヶ日みかんの里を歩く
め

開催日
スタート駅〜ゴール駅
4月15日（日） 気賀駅→金指駅
4月28日（土） 知波田駅→JR鷲津駅
5月6日（日） 西鹿島駅→天竜二俣駅
5月12日（土）

金指駅→気賀駅

6月3日（日） 遠江一宮駅→遠州森駅
6月10日（日）奥浜名湖駅→三ヶ日駅

6月17日（日） 遠江一宮駅→遠州森駅
あじさい・ききょうを愛でる森町散歩
神秘の鍾乳洞「竜ヶ岩洞」と井伊谷の地めぐり 6月24日（日） 気賀駅→金指駅
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ふくしあ健康相談
高齢者交通安全相談（5月）
●東部ふくしあ（☎61-2900）
5/23（水） 9：30〜11：30
道の駅掛川
5/18（金） 10：00〜11：40
●中部ふくしあ（☎28-9713）
5/ 9（水） 9：30〜11：30
●西部ふくしあ（☎29-5977）
5/ 1（火） 9：30〜11：30
さんりーな
5/16（水） 10：00〜12：00
●大東ふくしあ（☎72-1116）
5/ 2（水） 9：30〜11：30
シートピア
5/23（水） 13：30〜15：30
●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
5/10（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まで。
危機管理課（☎21-1131）

水道メーターは、計量法により有効期
間（8年）が定められています。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（火）〜平成31年
2月8日（金）
実施者 市指定給水装置工事事業者
※実施者は、
「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。

農振農用地指定の除外申請受け付け
農林課（☎21-1147）

吉岡彌生記念館
特別展がスタート!

吉岡彌生記念館（☎74-5566）
特別展「健康な生活をおくるために
こう くう
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4月1日㈰〜5月31日㈭
春の農作業安全運動

5月5日㈯〜11日㈮
児童福祉週間

〜一人一人の安全意識の向上で事故防止〜

〜あと一歩 力になるよ その思い〜

春の農繁期は、茶では摘採から工
場での荒茶製造、水田では田植えな
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。
電気柵を設置している場合は、見え
やすいところに「危険表示」がされて
いるかをもう一度確かめましょう。
【作業チェック】
・安全性の高い機械を使用しましょう。
・周囲の作業環境を確認しましょう。
・適正な機械操作をしましょう。

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27日（金）午前8時〜8時30分
ところ 掛川駅北口ほか県内16か所

農林課（☎21-1147）

22世紀の丘公園「たまり〜な」
休館のお知らせ
たまり〜な（☎24-2722）

館 内 定 期 点 検 の た め 、4 月 1 6 日
（月）〜18日（水）は休館します。

こども希望課（☎21-1144）

地域活動支援センター・
相談事業所が変更になりました
福祉課（☎21-1139）

4月1日（日）から精神に障がいのあ
る方の、居場所としての利用や相談業
務を行う「地域活動支援センター・相
談事業所」の運営が、
「（福）ひつじ
（いつでも）」から「（福）Mネット東遠
（Mネットかけがわ）」に変わりまし
た。場所は次のとおりです。
ところ 掛 川 年 金 事 務 所 南 側 のア
パート「フラワーB棟」1階
（久保2丁目18-19・☎29-8970）

後期高齢者の人間ドック費用の一部を助成します
国保年金課（☎21-1143）

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
中東遠総合医療センター（☎28-8028）浜松赤十字病院（☎053-401-1140）
聖隷予防検診センター（☎0120-938-375）聖隷健康診断センター（☎0120938-375）
受診期間 4月〜平成31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、
ドック予約時に医療機関へご確認ください。
※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助成対象外）

実行委員会︵☎
1
-162︶
／ ㈯ 午前9時〜正午

は口腔ケアが大切です」が始まりま
す。歯と口の中（口腔）にまつわる病
気と治療法、予防歯科や口腔ケアにつ
いてパネル展示で紹介します。
展示期間 4月13日（金）〜6月17日（日）
入館料 高校生以上300円（団体260円）、
中学生以下無料
開館時間 午前9時〜午後5時（入館
は午後4時30分まで）
休館日 毎週月曜日と第4火曜日（祝
日の場合は開館、翌日休館）
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今月のけっトラ市

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。
本年度の申請は、5年に1度の基礎
調査実施のため、5月の1回のみの受
け付けとなります。
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（火）〜21日（月）

元市長
榛村純一氏逝去

水道課（☎27-0711）

元 掛 川 市 長で名 誉 市 民の
榛 村 純 一氏︵ 歳 ︶が ３ 月
７ 日に逝 去 さ れま し た ︒
同 氏 は ︑昭 和 年 か ら ７
期 年 ６ か 月の永 きにわた
り 市 長 を 務 め ら れ ︑掛 川 市
の発 展に尽 くされました ︒
ここ に 故 人 を し の び ︑謹
んで哀 悼の意 を 表 しま す︒

水道メーターの交換に
ご協力ください

4

21

24

18

一般不妊治療費等助成申請に
必要な書類が追加されます

掛川市産業立地奨励事業費
補助金申請を受け付けます

地域芸術振興助成事業
助成金を受け付けます

新たに戸籍謄本の添付が必要にな
ります。4月1日以降申請の一般不妊
治療費から対象となります。
対象治療 人工授精、不育症治療
※特定不妊治療費助成申請（対象：体
外受精、顕微授精、男性不妊治療）
も従来どおり戸籍謄本の添付が必
要です。
申請窓口 徳育保健センター（御所原）

平成29年に設備投資（平成30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）
※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。

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。
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
31年3月31日に実施する事業
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（月・振）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、審査のうえ決定しま
す。

健康づくり課（☎23-8111）

不育症治療費の助成限度額が
引き上げられます
健康づくり課（☎23-8111）

不育症治療は妊娠後の流産または
死産の繰り返しにより出産できない症
状を改善させる治療です。不育症治療
の経済的負担を軽減するため、助成限
度額を引き上げます。4月1日以降の
申請から対象です。
助成限度額（夫婦1組につき）
（引き上げ前）2年間あたり10万円
以内
（引き上げ後）2年間あたり24万
1,500円以内
申請窓口 徳育保健センター（御所原）

平成30年度前期技能検定
静岡県職業能力開発協会
（☎054-345-9377）

★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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試験日 6月5日（火）〜9月9日（日）
の間で指定された日
ところ 各技術専門校ほか県内各地
職種 機械加工、プラスチック成形、
電子機器組み立て、金属熱処理など
受付期間 4月4日（水）〜4月17日（火）
費用 学科試験3,100円
実技試験は下表のとおり
級
1級

単一等級

年齢
−

学生

学生以外

17,900円

8,900円
35歳未満
17,900円
35歳以上
35歳未満 2,900円 8,900円
3級
35歳以上 11,900円 17,900円
2級

合格発表日 9月28日（金）
※金属熱処理職種を除く3級は8月31日（金）
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産業労働政策課（☎21-1125）

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
給されます。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。ただし、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30年4月時点） 第1子
は 所 得 に より月 額 1 0 , 0 3 0 円 〜
4 2 , 5 0 0 円 。第 2 子 は 5 , 0 2 0 円 〜
10,040円、第3子以降は3,010円〜
6,020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。

文化会館シオーネ（☎72-1234）
生涯学習センター（☎24-7777）

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）

子ども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こと
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・大須賀ふくしあ、徳育保健セ
ンター（御所原）

久保区が祭典用の
山車人形を整備
生涯学習協働推進課（☎21-1129）
※（一財）自治総合センターの宝く
じ助成金で整備されました。
※この事業は宝くじの社会貢献広
報事業として、宝くじの受託事
業収入を財源として実施してい
るコミュニティ助成事業です。

国家公務員
採用一般職試験

人事院中部事務局（☎052-961-6838）

受付期間 4月6日（金）午前9時〜4月
18日（水）
受験資格
①昭和63年4月2日〜平成9年4月1日
生まれの方
②平成9年4月2日以降生まれの方
で、大学を卒業した方および平成
31年3月までに大学を卒業する見
込みの方
試験日
①第1次：6月17日（日）
②第2次：7月18日（水）〜8月3日（金）
※受験案内などは人事院ホームページ
（http：//www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html）をご覧ください。受験
申し込みはインターネットで行って
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）
メール 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。
対象 実施期間が4月1日〜平成31年3月31日の事業で、以下に該当するもの
事業区分

事業内容

担い手育成対策

農業者の経営能力や技術力の向上、生きがい農業の
支援、女性の経営参画推進などの担い手育成活動

地域農業振興対策

農産物のマーケティング、農業生産技術の導入・実
証、安全安心な農産物の生産、鳥獣など被害対策、農
地集積、耕作放棄地の利活用、優良種苗の供給体制
整備などの地域農業振興活動

農村振興対策

地域の特産品づくり、グリーンツーリズム、食農教育
の推進、朝市の開設などの農村地域振興活動

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）。

ヘルプマークをご存じですか

福祉課（☎21-1139・FAX21-2100）

4月23日（月）〜5月12日（土）は
こどもの読書週間
中央図書館（☎24-5921）

市内3館では「こどもの読書週間」
に合わせて、図書館活動グループなど
と一緒に子どもが気軽に楽しめるお
はなし会や工作などを行います。
今年のテーマは「はじまるよ!本の
カーニバル」。本の中には、カーニバ
ルのような色とりどりの楽しい世界が
広がっています。イベントを通してさ
まざまな本と出会い、本の世界にふ
れ、子どもたちが心豊かに成長するこ
とを願っています。
対象 乳幼児から小学生と保護者
イベント よみきかせ、工作、パネル
シアター、人形劇、手遊びなど
期間中は小学生読書感想画作品展
や親子で楽しめる新聞プール、わっか
ツリー、親子向けの古本市などを行い
ます。

ヘルプマークとは周囲の方に援助や配慮が必要なことを知らせることができる
マークです。ヘルプマークを身につけた方がいたときは、電車やバスで席をゆず
る、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いしま
す。ヘルプマークは無料で配布しています。
配布対象者
・義足や人工関節を使用している方
・聴覚障がいの方
・内部障がいや難病の方
・妊娠初期の方など
・援助や配慮を必要としている方で障がい者
手帳の有無は問いません。
配布場所
市役所1階福祉課、大東・大須賀ふくしあ、
徳育保健センター(御所原）
※開庁時間内

4月6日（金）〜15日（日）は春の全国交通安全運動
〜気を付けよう 知らない道より 慣れた道〜
危機管理課（☎21-1131）

春は、新入園児・新入学児童が慣れない道を通ることが多くなります。子どもを
交通事故から守るため、地域のみなさんで注意し合い、交通安全に努めましょう。
重点
・子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
・自転車の安全利用の推進
・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
・交差点の交通事故防止（「止まる・見る・待つ」の周知徹底）
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東海アクシス看護専門学校
平成31年4月採用教員募集

東海アクシス看護専門学校総務課
（☎0538-43-8111）

募集職種・人員 ①実習指導教員
②看護教員、いずれも若干名
受験資格 以下の要件を満たす方
・昭和53年4月2日以降生まれで看護
師の資格を有し、保健師、助産師ま
たは看護師の勤務経験が5年以上
（4年制大学卒業者は3年以上）あ
ること
・②は教育に関する科目の履修など
の条件もあります。
※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
受付期間 4月2日（月）〜10月31日（水）
試験日 応募者に後日連絡
試験会場 東海アクシス看護専門学校
（袋井市）
試験方法 作文試験、面接試験、適性検査
応募方法 下記の書類を学校窓口（総
務課）へ直接提出
・履歴書（写真貼付）、看護師（保健
師・助産師）免許証の写し
・②は卒業証明書など（修了課程によ
り異なる）も必要です。
※応募書類提出時に適性検査を行い
ます。

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30年3月15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

個人

281

7,786,740

法人

437

212,097,867

団体

270

10,500,798

合計

988

230,385,405

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随時
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階危機管理課で直接申し
込み（持ち物：認め印）

警察官（大卒）募集

平成31年歌会始の詠進歌を募集

「思いはひとつ 正義を貫く」
警察官という生き方を選んでみま
せんか。
採用予定時期 平成31年4月
受付期間 4月13日（金）まで
第1次試験日 5月13日（日）
最終合格発表 7月下旬
採用説明会
とき 4月8日（日）午前10時〜11時
30分
ところ 掛川警察署（宮脇）

お題 「光」
歌に詠む場合は「光」の文字が詠み
込まれていればよく、
「光線」
「栄光」
のような熟語にしても、
「光る」のよう
に訓読しても可
※ 詳しくは 宮 内 庁 式 部 職 宛 て
（〒100-8111宮内庁）に、郵便番
号、住所、氏名を書き、返信用切手
の貼った封筒を添えて、9月20日
(木)までにお問い合わせください。
http://www.kunaicho.go.jp/

1（日）
7（土）
8（日）
14（土）
15（日）
21（土）
22（日）
28（土）
29（日・祝）
30（月・振）
5/ 3（木・祝）
4（金・祝）
5（土・祝）
6（日）

北

部（掛川区域）
（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
（株）
トダックス
（有）
松井管工
（株）
マツイ健設
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宮内庁式部職

掛川警察署（☎22-0110）

掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センターの職員募集
中東遠総合医療センター管理課職員係（☎21-5555）

募集内容
職種

採用人数

申込締切日

試験日

薬剤師

4人程度

5月9日（水）

5月19（土）

助産師・看護師

35人程度

6月13日（水）

6月23日（土）

採用時期 平成31年4月1日採用（経験者の方は応相談）
受験資格や申込方法など、詳しくは、中東遠総合医療センターホームページま
たは、病院広報「きんもくせい」4月号をご覧ください。

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）4/1〜5/6
4/

浜松河川国道事務所
（☎053-466-0118）

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、情報を報
告するモニターを募集します。
募集人員 各1人
応募資格 菊川河口から大船渡橋付
近、または牛淵川と丹野川の合流点
から上流12.5㌔㍍に住む、20歳以
上で川に接する機会が多く菊川・牛
淵川に関心のある方
任期 7月1日（日）から1年間（予定）
応募期限 5月22日（火）

金額（円）

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。

河川愛護モニター募集

掛川市犬のおまわりさん
会員募集

（☎24-2611）
（☎22-2975）
（☎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。 水道課
（☎27-0711）

4/

1（日）
7（土）
8（日）
14（土）
15（日）
21（土）
22（日）
28（土）
29（日・祝）
30（月・振）
5/ 3（木・祝）
4（金・祝）
5（土・祝）
6（日）

南

部（大東・大須賀区域）
（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
（☎72-7223）
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）
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。
※平成30年3月19日現在。内容などは変わることがあります。

高齢者向け（60歳以上）
教室名

き

内

6〜11月の第3金曜日※8月休
（全5回）13：30〜15：00

容

定員

市長講話（6月15日（金））、社会見学（移動学習）、もの
づくり講座などを予定。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）
4/7（土）〜29（日・祝）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

心身ともに健康になれるよう、無理なく続けられる体操
をメインに取り入れた講座です。

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。館内での

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

けい こ

稽古のほか、視察研修でお茶を楽しむこともあります。

定員なし

大須賀中央公民館︵おもと学級︶
1012︶
︵

☎
- 48

中央学習

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（日）〜所定の書式で直接申し込み（申込順）※9：00〜17：00、月曜日休館

子ども向け

2200︶

5028・FAX
3057︶

︵☎
1012︶

定員

子ども体操教室

6〜11月の第2土曜日
（全6回）13：30〜15：00

鉄棒やマットなどを使った運動遊びです。運動が苦手
な子も得意な子も楽しめます。

年長〜小学3
年生15人

子ども創作クラブ

6〜11月の第3日曜日
※7月は第4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

あそんで体操教室
親子でチャレンジ
教室

▼

▼
大須賀中央公民館︵いきいきわくわくクラブ︶

-48

容

8/1・8・22・29の水曜日
夏休み期間（全4回）10：00〜11：15
7/21、8/4・25の土曜日
（全3回）13：30〜15：30

遊びの中で思い切り体を動かす体育遊び教室です。

年中・年長
25人

もの作り教室・体操教室・料理教室などに親子で挑戦 小学生の
します。
親子12組

参加料 200円/回（材料費など実費必要）
4/7（土）〜29（日・祝）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

将棋クラブ

▼

︵
☎
63
-

内

参加料 1,000円（子ども創作クラブは材料費など実費）
4/7（土）〜29（日・祝）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

千浜農村環境改善センター

72
-

と き

▼

︵☎・FAX

大東北公民館

-74

教室名

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丁寧に教えます。将棋を通して、 幼稚園・保育園
人を思いやり大切にする心を身に付けます。
児〜中学生
※幼稚園・保育園児は保護者同伴
30人
年間10曲程度の合奏を練習しながら音楽表現を学びま
す。仲間との出会いを大切に楽しみながら活動します。
ばや し

小学4〜6
年生30人

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
メンバーが丁寧に指導します。

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〜

大須賀中学校の部活動として中学生が主となり活動。
定期演奏会と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）
4/7（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

▼▼

通

22

生

涯

学

一般向け
教室名

と

き

内

容

定員

新 フランスママの
●

①5〜7月の第2水曜日
フランスママ直伝。一緒に簡単なフランス料理を作って、
各18人
②5〜7月の第4水曜日
楽しくいただきましょう。
（各全3回）9：30〜13：00

新 書を遊び書から
●

5〜11月の第4木曜日
※6月は第2木曜日、8月休
（全6回）10：00〜11：30

家庭料理

●

新 誰でもかんたん! 5/8・15、6/5・12の火曜日
〝すぽん〟とかぶる浴衣Tシャツ （全4回）13：30〜15：30

すぐに役立つ文字の練習から書の楽しさを味わってみま
せんか。

12人

手ぬぐいや浴衣で簡単リフォーム。暑い夏を乗り切る涼し
い服を作ります。

8人

手作りアクセサリーに 5〜11月の第3木曜日※8月休 バラエティ豊かなアクセサリーを作り上げます。自分だけ
のオリジナルに挑戦してみませんか。
（全6回）10：00〜12：00
挑戦

10人

初心者のパソコン
学習会

①5〜7月の第2・4金曜日
②9〜11月の第2・4金曜日
（各全６回）9：30〜11：30

パソコンを持ち寄り学習会形式で行います。気軽に参加
各10人
OK。参加無料（資料印刷代は必要）

初心者のクラフト
バンド教室

6・7月の第1・3水曜日
（全4回）9：30〜12：00

再生紙から作られたクラフトバンドで、すてきなカゴバッ
グを作ります。

10人

今から始める男の料理

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。おいしい料理で
健康を維持しましょう。

16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。

20人

ヨガ教室

6〜11月の第2木曜日
（全6回）19：30〜21：00

狙いはインナーマッスル。ゆがみを整えて心身ともにリフ
レッシュします。

20人

フラワーアレンジ
メントを楽しもう

6〜11月の第1木曜日※8月休
（全5回）10：00〜11：30

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

初心者の陶芸教室

7/7・21、8/4・18、9/1・22の土曜日
（全6回）9：30〜12：00

陶芸の基礎を学びます。作って楽しみ、使って楽しむ、自
分だけの作品を作ります。

8人

千浜農村環境改善センター

新 初めての英会話
●

5〜11月の第3水曜日※8月休
（全6回）10：00〜11：30

忘れてしまった単語を思い出しながら、楽しく英会話を学び
ます。

15人

5〜11月の第3水曜日
※8月は第4水曜日
（全7回）10：00〜11：30

筆を持ち慣れない方も安心、憧れの行書へ。字の変化を
楽しみましょう。

15人

5/12・26、6/23・30の土曜日 地球環境にやさしいエコな紙ひもで、小物入れやバッグ
（全4回）9：30〜11：30
を作ります。

10人

︵
☎

大東北公民館 ︵☎・FAX

学ぶ

スローエアロビック

5/12、6/2、7/7、9/1・22、
音楽に合わせながら、ゆっくりとした動作で体を動かす
10/13、11/10、12/1の土曜日
体操を行います。
（全8回）10：00〜11：30

15人

お花教室

5/26、7/7、12/15の土曜日 季 節の花を使ってアレンジメント、ハーバリウム、プリ
（全3回）13：30〜15：00
ザーブドフラワーを学びます。

15人

一閑張り

6〜8月の第1・3土曜日
（全6回）9：30〜11：30

竹や木の籠などに麻布や和紙などを貼り、その上から柿
渋を塗ってオリジナル作品を仕上げます。

16人

古典講座
6〜10月の第3木曜日
「万葉集に親しむ」 （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、相聞歌などを楽しく詠みます。

20人

2200︶

-74

5028・FAX

-72

3057︶

-63

教室

い

暮らしに活かせる
筆文字

新 初めてのクラフト
●
バンド

●

新 リフレッシュ
ヨーガ

6〜11月の第1火曜日
（全6回）10：00〜11：15

ストレスを解消したい方や健康な体を取り戻したい方、
15人
心身ともにリフレッシュしたい方、始めてみませんか。

男の料理教室

7〜11月の第4金曜日
（全5回）9：30〜12：00

初心者大歓迎。どなたでも気軽に覚えられる男性向けの
料理教室です。

16人

23
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▼

▼

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）
4/7（土）〜29（日・祝）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

習

3/2

人口減少社会の行政経営を
第4期行革審が答申書

▲松井市長（右）に答申書を手渡す審議会メンバー

第4期掛川市行財政改革審議会（鈴木純一郎
会長代理）が掛川市役所で開かれ、公共施設の
適正管理や人口減少社会における行政経営のあ
り方に関する答申書を松井市長に手渡しまし
た。答申では、2026年度までに経常経費10億
円の削減と公共施設運営の原則民営化、職員
100人削減や行財政改革プロジェクトチームの
設置などを求めました。

2/19・20

▲ムクドリに向かってハリスホークを放つ鷹匠

JR掛川駅周辺にムクドリの大群が住みつ
き、ふん害や鳴き声による騒音被害が出ている
問題で、市は天敵のタカを活用した初の追い払
い作戦を試験的に行いました。
今回、浜松市北区の田中実さんら2人の鷹匠
へ依頼。中型種のハリスホークをムクドリ目が
けて放つと、電線上に群れた約1,000羽が次々
と逃げ出していきました。

たか じょう

ピョンチャン

平昌の山本選手に声援
3/12・16
パブリックビューイング

▲スクリーンの山本選手に向かって声援を送る市民や職員ら

市は平昌パラリンピックでスノーボードク
ロスとバンクドスラロームの競技に出場する和
田岡出身の山本篤選手を応援しようと、掛川市
役所でパブリックビューイングを開きました。
両日、1階エントランスに大型のスクリーン
を設置。テレビ中継を見ながら市民や職員らが
「アツシ!」と繰り返し声援を送り、紅白のバ
ルーンスティックを打ち鳴らしました。

タカでムクドリ撃退へ
掛川駅周辺で追い払い作戦

3/9

夜の掛川城下を彩る
掛川桜、初のライトアップ

▲ライトアップされた逆川沿いの掛川桜

掛川城下を流れる逆川沿いで掛川桜のライ
トアップが始まり、現地で点灯式が行われまし
た。緑橋から大手橋までの両岸約150㍍、40
本ほどがLEDライトで照らされると、辺りは幻
想的な空気に包まれました。主催は掛川商工会
議所や掛川観光協会などで組織する実行委員
会。街中のにぎわい創出や交流人口の増加を目
的に、今年初めて企画しました。

24

企業や団体と行政との新たな協定
■健康増進や食育推進に 杏林堂と包括連携
市は2月19日、調剤薬局や
ドラッグストアを経営する杏
林堂グループ・ホールディン
グス（浜松市中区）と包括的
な連携に関する協定を締結し
ました。
▲杏林堂の青田社長
協定では災害対策や子育て
の支援、健康増進、高齢者・障がい者支援などの7項
目を推進。市民の健康増進と食育推進、市民サービス
の向上などを目的に連携を強化していきます。

3/13

新幹線掛川駅30年記念式典
タイムカプセルを開封

■専門家集団と空き家対策で協定
市は2月23日、建築士や司法書士、宅地建物取引士
など多職種で構成するNPO法人「かけがわランド・バ
ンク」（丸山勲理事長）と空き家対策に関する協定を
締結しました。民間の専門家集団による相談窓口を設
置し、管理不全の空き家の解体や防止、跡地活用、維
持管理、相続など、さまざまな相談に対応できる体制
を整えるほ
か、地区まち
づくり協議会
への支援も行
います。

▲タイムカプセルから取り出した作文を読む参加者

市は、掛川市役所で新幹線掛川駅の開業30
周年記念式典を開き、節目を祝いました。元掛
川市長で名誉市民の故榛村純一氏が当駅の誘致
を提案。市民や企業などから30億円の寄附が
集まり、昭和63年3月13日に開業しました。
式典には、関係者ら約150人が参加。開業時
に駅南口広場のモニュメントに収めたタイムカ
プセルの開封などが行われました。

■防災協定締結 災害時に物資の保管や供給を
市と第一倉庫（静岡市清水
区）が3月13日、防災パート
ナーシップ協定の協定書を取
り交わしました。同社は災害
時に支援物資の一時保管、物
資の仕分けや在庫・出庫管理
などの運営支援を行います。
また、3月14日にはホーム
センターなどを経営するナフ
コ（福岡県北九州市）とも協
定を締結。災害時に市内2店舗
から物資供給を要請できるよ
うになります。

3/15

子育てと仕事の両立を応援
市内19事業所に認定証交付

▲第一倉庫の宮﨑社長

▲ナフコと協定を締結

■SNS活用し危険箇所報告 建設業3組合と協定
市と掛川、大東、大須賀の区域にある各建設業組合
は3月2日、「土木インフラの協働による維持管理に関
する協定」を締結しました。組合員らが日常業務の中
で道路や道路構造物、水
路、河川などに異常を発見
した場合、市が運営する
SNS「e‐じゃん掛川」で
場所と現場写真、損傷状況
▲協定書にサインする各理事長たち の詳細を市へ報告。迅速な
対応が可能になります。

25

▲松井市長（左）から認定証を受け取る事業所

市は、今年度から始まった「子育てに優し
い事業所認定事業」の認定証交付式を掛川市役
所で開きました。子育てと仕事の両立に積極的
に取り組む事業所を応援するため、昨年9月か
ら募集を開始。育児休業の実績やフレックスタ
イム制度の導入など36項目を市と社会保険労
務士が審査し、申請のあった19の事業所全て
を認定しました。

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。

市内唯一の警察犬訓練士

月︑金城区で行政書士
害救助犬の訓練に参加︒そこで警
察犬訓練士のことを知り﹁もっと

昨年
難しいことに挑戦してみたい﹂と
思いアマチュア訓練士として警
年から始め

ました︒﹁足跡を追跡する練習

察犬の育成を平成

運動公園︵袋井市︶で行われた
など歩くものが多く︑1日2㌔

月末に小笠山総合

嘱託警察犬の審査会に参加︒合

今回嘱託を受けたのは︑足跡

内 で は 榛 葉 さ ん の 愛 犬 だ け で す︒
び4年後︑初めて審査会で合格

話します︒訓練の努力が身を結

康につながっている﹂と笑顔で

頭中

追及の実働︒遺留品などから犯

害の危険があるが︑成果が出る

張られ崖から落ちるなど二次災

は臭いを追って進むので︑引っ

練することで第六感が鍛えられ

は第六感が優れている︒人も訓

明する榛葉さん︒続けて︑﹁犬

﹁犬との絆づくりが大事﹂と説

愛犬との生活を振り返り︑

と依頼人の家族らが喜んでくれ

と力を込めます︒

て︑意思疎通できるようになる﹂

力を語ります︒

さんと愛犬の捜査の日々は続き

事件の解決を目指して︑榛葉

飼い始めました︒犬と一緒に社

ます︒

榛葉さんは︑
会貢献活動をしたいと考え︑災

年前から犬を

る︒人 の 役 に 立 て る 任 務 ﹂ と 魅

者の捜索などを行います︒﹁犬

人の逃走経路の調査や行方不明

32

しました︒

格できたのは
以上は歩く︒体も鍛えられ︑健

けました︒

犬として静岡県警から嘱託を受

事務所を営む榛葉諭司さんと愛

12

犬のシェパードが訓練士と警察

（印内）

頭で︑市

13

▲犬が大好きな榛葉さん（61）と愛
犬「ベアトリス」。今までに3頭の嘱
託警察犬を育てる。しつけのポイント
は「3歳児に接するような気持ち」と
話す。日本警察犬協会静岡県西部支部
の幹事長を務め、毎週日曜日に支部の
仲間と訓練をするのが楽しみ。

は約460人︒全国に先駆けて

豊富な品揃えを支える出荷者

ことのまま

事任八幡宮から南西約500

▲直売コーナーは朝も昼も新鮮な野菜がいっぱい!

㍍の国道1号バイパス沿いに︑

コンセプトは「目的地型の駅」
年間160万人以上が訪れる人気スポット

名前や電話番号を品物に明記し

株式会社 道の駅掛川

ました︒﹁出荷者自身が自慢で

東山口地区

年4月にオープンした第

きんじろうくん

連日にぎわう道の駅があります︒

35

平成

ま

きるものを出すようにお願いし

たく

三セクター﹁道の駅掛川﹂です︒

さ

続けた︒評価が目に見え︑生産

せっ

駐車台数は約300台︒農産物

者同士が切磋琢磨してくれてい

プト﹂と話すのは河本功社長︒

ここを目指す目的地型がコンセ

﹁従来の立ち寄り型ではなく︑

に来たくなる接客が生まれてい

感性を生かすことで︑また会い

﹁マニュアルを作らず働く人の

す︒従業員の接客にも言及し︑

る﹂と河本社長は力を込めま

JR掛川駅や高速インターチェ

年間160万人以上が訪れる人

ピーターを生み出しています︒

独自の発想で今日も多くのリ

来場者の7割が市外だそう︒

る﹂と人気の秘けつを話します︒

気スポットになっています︒

な野菜を求めて続々と足を運び︑

ンジから離れた立地でも︑新鮮

ナーなどを備えます︒

や地場産加工品︑軽食・土産コー

17

10
75
19

榛葉諭司さん
愛犬と力合わせて捜索に協力

26

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

ふれあ い 楽 し ん で 実 践 学 習

大人・子ども・奥州の未来塾

むれ

大人・子ども・奥州の未来塾︵子どもの未

22

Satoshi Shigeno

24

献血

福祉課（☎21-1140）
と き 4/17（火）、5/15（火）9：15〜16：00
ところ 市役所北側駐車場

掛川城開城の年︑市外から職
員として採用していただきまし
た︒掛川市に縁もゆかりもな
かった私が職員になろうとした
のは︑それだけ掛川市に大きな
魅力があるということです︒
ここに生まれ育った方々︑当
たり前のように感じていて気づ
かずにいる魅力をたくさん再発
見してください︒
﹁あなたの夢︑描いたつづき
は掛川で︒﹂シティプロモー
ション︑新たなステージへ
︵森︶

4

・

5

月

KOHO KAKEGAWA 2018.4

来を育てる﹁群﹂の会︑東北﹁桜屋﹂企画主

24

重野さんは︑モーター
ボートレースで通算千勝
を達成する注目のA級選
手です︒平成 年の東海
地区選手権競走でG1初
優勝︒翌年︑東日本復興
支援競走でSG初優勝を
遂げました︒平成 年3
月から﹁かけがわお茶大
使﹂に就任しています︒

藤田さんは︑平成4年
にプロゴルファーとなり︑
平成9年に初優勝︒平成
年に年間4勝を挙げて
初の賞金王に輝くなど優
秀な成績を収めていま
す︒平成 年2月から
﹁かけがわお茶大使﹂に
就任しています︒福岡県
出身︒日本ゴルフツアー
機構選手会理事︒

重野哲之さん
（掛川市出身）

24

27

日︑水沢南地区センターで開催

さと し

藤田寛之さん
（掛川市在住）

117,818人（−78）
113,784人（−70）
4,034人（− 8）

催︶が2月

モーターボートレーサー

ひろ ゆき

住民基本台帳人口
日本人
外国人

されました︒市民の公益活動を支援する﹁市

プロゴルファー・2012年賞金王

■市の人口（3月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

18

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」として2月28日、市にゆかりの
ある著名な2人を委嘱しました。

かけがわ応援大使委嘱

Hiroyuki Fujita

民提案型協働支援事業補助金﹂を活用しての

年に補助制度が開始し

28

実施で︑複数の団体がコラボレーションして

の取り組みは︑平成

て以来初めてとなります︒

この日は市内の小学生︑水沢ジュニアリー

人が参加︒午前の活動では大人

82

ダーズクラブJUMP︑子ども会育成会役員・

世話人など

と子どもに分かれてそれぞれ講話やレクリエー

かけがわの魅力を国内外へ発信

ションなどを行い︑子ども会などの地域活動

に役立つ考え方などを学びました︒午後の意

▲子どもたちが行った調理体験。熱々のごはん
でのおにぎり作りは大変!?

見交換会では大人と子どもが一緒に語り合い︑

考え・思いを共有しました︒

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 4/27（金）、5/22（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 4/14（土）
・22（日）、5/12（土）
・27（日）
9：00〜11：30

と

男

女

世帯数

58,971人（−19） 58,847人（−59） 44,260（＋ 7）
57,085人（−29） 56,699人（−41） 42,225（＋17）
1,886人（＋10） 2,148人（−18） 2,035（−10）

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
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平成30年
（2018）

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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