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前向き発信！
ここには昔「東京と大阪の中心」という看板が立てられていました。
今年新たに植えられたネモフィラを撮影。R3.4.6 前向花畑（湖西市岡崎）

２ ＴＯＫＹＯ 2020 聖火リレー
静岡県は湖西市からスタート！

４ ６月 20日㊐は静岡県知事選挙です

９ 湖西市の春の味覚「もちがつお」を食べよう！

16 ふるさと情報局
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
掲載してある内容が変更となる場合があります。

/日本のほぼ真ん中から /



　東京 2020 オリンピック開催に
向けて聖火リレーが始まっています。
　1964年以来、57年ぶりに聖火
が湖西にやってきます。
ルート沿道やゴール会場で応援を
して聖火リレーを楽しみましょう。

※�新型コロナウイルスの感染状況に
よっては、ルートが変更になる場合
があります。

南進一方通行規制
大型車両通行可
（規制解除） 通行止め区間

ランナー走行ルート

●問合せ先　スポーツ・生涯学習課
☎ 576-8560 ／ FAX 576-1237
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新型コロナウイルス感染防止対策と
マナーを守りましょう

交通規制に
ご協力をお願いします

●マスクの着用

●密集を避けて応援

●場所取りしない

当時８ミリカメラでランナーを撮影した鈴
すずきよしろう

木芳朗さんが
在籍するカメラマングループ「八

はっ

ちゃん会
かい

」が、今回の聖
火リレーも撮影するべく、現在打ち合わせを重ねています。
　４月某日、ルートの下見に密着取材させていただきました。

▲八ちゃん会の皆さん（撮影時のみマスクを外しています）

　午前９時、メンバーのうち５人が集まりました。実際
にランナーが通るルートを自らの足で歩きながらベス
トショットを撮ることができる場所を探していきます。
　「新居には歴史がある。過去と現代を織り交ぜて記
録映像にする」と教えてくれました。各所の歴史ある
映像と、今回撮る映像をつなぎ合わせて 15 ～ 30 分程
度の映像を制作するそうです。後世に伝わる映像にな
ることは間違いないですね。

1964 年聖火リレーを撮った八
はっ　 　 　 か い

ちゃん会に密着！

▲ 1964 年の写真を鈴木さんが見せてくれました

●�通行止め区間（左ページ地図赤線部分）は、
迂回をお願いします。居住者であっても車両
の通行および横断はできません。

●�公共交通機関の運休や運行見合わせ、遅延に
ご注意ください。

●�交通規制区間では、自転車や歩行者の通行や
横断が制限されます。現場の警察官や警備員
の指示をご確認ください。

時間：午前６時 45 分から午前９時 30 分まで
通行止め区間：国道３０１号
泉町交差点～新居町駅前

～文化公園～港町交差点

●�交通規制は、聖火リレー隊列通過
後に順次解除されます。

最新情報は、静岡県特設サイトから聖火リレーの
ページをご覧ください。

（「静岡県　オリンピック　パラリンピック」で検索）

ＮＨＫライブストリーミングの
生中継で見ることもできます。
ご利用ください。
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さぁ、

投票に

行こう

投票所入場券
　入場券を世帯ごとに郵送します。
　投票するときは、自分の入場券のみを切り離
してお持ちください。※入場券がまだ届いてい
ないなど、手元にない場合でも投票することが
できます。投票所の係員にお伝えください。

不在者投票
　投票日に次のような理由で投票できない人は、
不在者投票をすることができます。
○遠隔地に滞在中の人
滞在先最寄りの市区町村選挙管理委員会にお
問い合わせください。
○病院に入院している人や施設に入所している人
　入院中や施設などへの入所中で投票に行けな
い人は、病院や施設で不在者投票ができる場合
があります。詳しくは病院や施設にお問い合わ
せください。
○身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被
保険者証をお持ちの人
　障害の程度や要介護の区分によっては、自宅
で本人または代理人が記載して郵便で投票でき
ます。あらかじめ登録が必要ですので、詳しくは
湖西市選挙管理委員会にお問い合わせください。

私たちの県の代表者を決める大切な選挙です。
皆さんの大切な一票を無駄にしないよう、投票に行きましょう。

6月20日日は
「静岡県知事選挙」です

以下の時間・場所で期日前投票ができます。

場　所 湖西市役所１階 101
会議室（吉美 3268）

新居地域センター２階大会
議室（新居町浜名 519-1）

期　間  6 月  4 日㈮から
 6 月 19 日㈯まで

 6 月 17 日㈭から
 6 月 19 日㈯まで

時　間 8:30 から 20:00 まで

持ち物
投票所入場券が届いている場合は、自分のも
のを切り離し、裏面にある「宣誓書」にあらか
じめ必要事項を記入してからお持ちください。

投票日に仕事や旅行などの予定がある人は、
期日前投票をご利用ください。

6 月20日日  7:00 ～20:00

満18歳以上　
※平成15年6月21日までに生まれた人

湖西市に引き続き3カ月以上住んでいる人
（令和3年3月2日までに転入届を提出した人）
※投票前に県外へ転出した人は投票できません。

※投票を行う場合には、引き続き静岡県内に住所を有することの確認を受けなければなり
ません。確認の方法などの詳細については、お住まいの市町にお問い合わせください。

3月3日以降に県内の他市町から転入した人 前住所地での投票となります。
湖西市で不在者投票ができます。

3月3日以降に県内の他市町へ転出した人 湖西市での投票となります。
転出先で不在者投票ができます。

《以下の人はご注意ください》

投票所での新型コロナウイルス対策

・�投票所に来訪する際はマスクを

着用し、また投票所入口での手

指消毒にご協力お願いします。

・�ご自身で鉛筆またはシャープペ

ンシルを持ち込んで使うことも

可能です。

投 票 日

投票できる人

投票できる人

4



投票区 自治会（町内会）名など 投票所 住所

1 表鷲津 表鷲津コミュニティ
防災センター 鷲津 2837

2 鷲津（旭町・分川・東町１丁目・東町２丁目
 ・東町３丁目・田町）

鷲津コミュニティ
防災センター 鷲津 1163-2

3
鷲津（八幡町・駅前・栄町１丁目 ・栄町２丁目・
栄町３丁目・栄町４丁目）
河美（本一東・本一西・本二・本三・みのわ）

鷲津小学校体育館 鷲津 670

4 河美（河原南１丁目・河原南２丁目・河原中
 ・河原東・河原西） 河原公民館 鷲津 194-19

5 古見 古見公会堂 古見 895-6
6 川尻 川尻公会堂 吉美 2798-1
7 市場・山口・坊瀬 市場公会堂 吉美 1570
8 白須賀第１ １区公民館 白須賀 141
9 白須賀第２ 宮本集落センター 白須賀 499

10 白須賀第３・白須賀第４（東伝馬・中伝馬・西
伝馬） 白須賀幼稚園遊戯室 白須賀 4804-1

11 白須賀第５ ５区公会堂 白須賀 3010-3

12 白須賀第４（高見・西町・船ヶ谷・笠子・笠子北）
白須賀第６ 境宿公会堂 境宿 86-1

13 梅田 梅田コミュニティセンター 梅田 124-2
14 新所原 新所原ふれあい会館 新所原三丁目 3-16
15 南上の原第１・南上の原第２・南上の原第３ 西部地域センター大ホール 駅南二丁目 4-1
16 上ノ原・大森・岡崎 岡崎中学校クラブハウス 岡崎 587-2
17 新所 新所幼稚園遊戯室 新所 2820
18 入出 湖西市はつらつセンター 入出 1801
19 神座・太田 太田公民館 太田 210-3
20 青平・大知波 知波田小学校体育館 大知波 1144
21 利木・横山 利木集会場 利木 164-4

22 新居中央
（栄町・泉町・船町・俵町・中町・中田町）※１ 泉町公民館 新居町新居 1314

23 内山　※２ 内山公民館 新居町内山 414-2
24 新居中央（上田町・西町・源太山・高見）※３ 新居幼稚園遊戯室 新居町新居 1730

25 新居中央（向島・新弁天）・柏原・ベイリーフ
新居南（港町）※４ 柏原公民館 新居町新居 118-1

26 橋本・西浜名 若磯公民館 新居町浜名 1231
27 新居南（ひばりヶ丘・新居弁天）・住吉 住吉公民館 新居町新居 3033-9
28 郷南・郷北 郷南公民館 新居町中之郷 3621-67
29 三ツ谷・あけぼの 三ツ谷公民館 新居町中之郷 1047-1

●以前と変更になった投票所があります。詳しくは、変更のあった地区に配布したチラシをご覧ください。
※1　俵町・中町・中田町は、投票所が内山保育園から泉町公民館に変更
※2　内山は、投票所が内山保育園から内山公民館に変更
※3　高見は、投票所が内山保育園から新居幼稚園に変更
※4　向島・新弁天・港町・柏原・ベイリーフの方は、投票所が新居保育園から柏原公民館に変更

▼市内の自治会（町内会）別の投票所一覧はこちらです
※どの投票所に行けばよいかは、投票所入場券でも確認することができます。

●問合せ先　秘書広報課　☎     576-4541
FAX  576-1139

1カ月当たり 市内事業者 市外事業者
半段（縦45㎜　
　　×横80㎜） 5,000円 10,000円

１段（縦45㎜　
×横165㎜） 10,000円 20,000円

市では広報こさいに掲載する広告を随時募集していま
す。申込方法など、 詳しくはウェブサイト（｢湖西市広告｣
で検索）をご覧いただくか、お問い合わせください

〈広告欄〉
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電子タバコ

電気かみそり

スマートフォン

モバイルバッテリー

ゲーム機

●リチウムイオン電池とは？
リチウムイオン電池とは、充電して繰り返し使う

ことができる充電式電池です。
　身近なところでは、スマートフォンや電気かみそ
りなどに使用されています。

【内蔵されている電子機器の一例】

リチウムイオン電池は
燃やせないごみ、じゃない！

　湖西市内において、リチウムイオン電池が不燃ごみに混
入したことによる、ごみ収集中や処理中の火災事故が発生
しています。ごみ収集車やごみ処理施設で火災が発生する
と、ごみ処理に大きな影響が出るほか、周辺住民の方に被
害が及ぶ恐れもあります。市民の皆さんが安心して暮らせ
るよう、正しい分別と排出にご協力をお願いします。

▲火災の現場検証の様子

火災の原因
（�実際に火災現場で
見つかったもの） 電子タバコ

モバイル
バッテリー

●リチウムイオン電池を誤って分別すると・・・
リチウムイオン電池の中には燃えやすい液体が

入っており、強い衝撃や圧力、水が加わると発火す
る危険性があります。

●リチウムイオン電池の正しい捨て方
～電池を製品から取り外せる場合～

①乾電池と同じように出す。
湖西地区：資源物回収拠点のコンテナへ。
新居地区： 毎月第 3 金曜日にビニール袋に入れ

てごみステーションへ。
※ 火災防止のためセロハンテープなどを貼り絶縁

してください。
②電器店へ持ち込む。

回収店舗は回収実施団体 JBRC のウェブサイト
をご確認ください。https://www.jbrc.com/

　～電池を製品から取り外せない場合～
メーカーや販売店にお問合せください。

あなたが捨てようとしているごみ、
実は危険なものかも！？
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問合せ先
水 道 課

☎ 576-4534
FAX	576-1367

６月１日～７日は
水道週間です

○水道メーターと検針
水道検針員が２カ月に１回、皆さんに水道使用

量をお知らせします。使用量を基に、料金を支払っ
ていただきます。

○お願い
水道の使用量を正確に計ることができるよう、

次の点にご協力ください。
①水道メーターのボックスの上には物を置かない
でください。
②ボックスの中は、いつもきれいにしてください。
③家の増改築などで、水道メーターが床下や屋内
になるときは、屋外の見やすい場所に移してくだ
さい。
④犬は放し飼いにしないで、出入口や水道メー
ターから離してつないでください。

○使用・停止の手続き
新たに水道を使用する人、転居などで使用を休

止する人は、２営業日前までにご連絡ください。

○料金の支払い
水道料金はコンビニや金融機関、スマホアプリ

決済サービスにてお支払いください。また、口座振
替は納付忘れがなく便利です。口座振替を希望す
る人は、市内金融機関にて手続きをお願いします。

○仕切弁周辺の異常
道路には水道管とともに

仕切弁や消火栓が設置され
ています。車両の通行等に
より仕切弁等のがたつきや
舗装の剥離等が発生することがあります。そのよ
うな状況を発見した際はご連絡ください。

　蛇口をひねれば、いつでもきれいな水が出てくる水道。もし、この水道がな
くなったら、私たちの生活は成り立ちません。水は限りある貴重な資源です。
一人ひとりが節水意識を持ち、貴重な水を大切に使いましょう。

○漏水の確認
ご家庭の蛇口を全部閉めた状態で、水道メー

ターのパイロットが回転していれば、漏水してい
ます。湖西市水道指定工事業者に、修理の依頼を
してください。

※漏水していたときの水道料金は、負担を軽減
できる場合もありますので、水道課にお問い合わ
せください。

パイロットマーク
　この部分が回転していれば、水が流れている
ことになります。漏水しているか、確認の目安
になりますので、ぜひ一度はご確認ください。

① メーターボックスは、こ
のように青いふたをして
います。場所によっては、
鉄のふたやコンクリート
の丸いふたもあります。

② ふたを開けると、
中に水道メーター
が入っています。
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が改正部分です。

国保税率改正

対象年度 区　分

応 能 割 応 益 割
所得割

【前年中所得合計を
元に算定】

資産割
【当年度固定資産税
額を元に算定】

均等割
【１人当たり年間】

平等割
【１世帯当たり年間】

現
　
行

湖西市
現行税率

令和 2年度

医療保険分 � 4.30% 22.0% 26,600 円 21,800 円
後期高齢者
支援金分 � 1.60% � 4.0% � 9,600 円 � 7,200 円

介護保険分 � 1.40% � 4.0% � 9,600 円 � 7,800 円
合　計 � 7.30% 30.0% 45,800 円 36,800 円

改
正
後

湖西市
改定税率

令和 3年度

医療保険分 � 4.90% 12.1% 26,600 円 21,800 円
後期高齢者
支援金分 � 1.80% � 2.0% � 9,600 円 � 7,200 円

介護保険分 � 1.50% � 2.0% � 9,600 円 � 7,800 円
合　計 � 8.20% 16.1% 45,800 円 36,800 円

湖西市
改定税率

令和 4年度

医療保険分 � 5.60%

廃止

26,600 円 21,800 円
後期高齢者
支援金分 � 2.00% � 9,600 円 � 7,200 円

介護保険分 � 1.70% 15,000 円 廃止
合　計 � 9.30% 51,200 円 29,000 円

参
考
（
県
）

県が示す
※湖西市
標準税率
令和 3年度

医療保険分 � 6.95%

－

27,659 円 19,423 円
後期高齢者
支援金分 � 2.57% 10,152 円 � 7,129 円

介護保険分 � 2.28% 16,394 円 －
合　計 11.80% 54,205 円 26,552 円

問合せ先

保険年金課　☎ 576-4585 ／ FAX 576-4880

平成 30 年度から県と県内市町が共同で運営している国保制度を、持続可能で安心して医療が受けられる
制度とするため、各市町は「静岡県国民健康保険運営方針」の共通目標に取り組んでいます。湖西市では、
保険税水準の統一に向けた「資産割を使用しない賦課方式の統一」を達成するために、平成 24 年度から
据え置いている税率を令和 3年度から改正し、令和 4年度には資産割を廃止します。

※県内統一の算定基準により示された、市が保険税率を定める際に参考とする数値

Ｑ１．改正により、国保税はどう変わりますか？
Ａ１．�資産割を２年かけて縮小・廃止し、所得割を増やし

ます。また、令和４年度に介護保険分の平等割を廃
止し、均等割を増やします。

Ｑ２．資産割を廃止するのは、どうしてですか？
Ａ２．県が示す標準税率と同様の賦課方法とするためです。

Ｑ３．�被保険者の負担が増えるということで
しょうか？

Ａ３．�この改正に伴う負担の増減は、世帯により異なり
ます。全体の傾向として、所得割額に比べて資産
割額が多い世帯の負担は減り、資産割額がない（ま
たは少ない）世帯の負担は増えることとなります。
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▲入荷を知らせるのぼり旗

問合せ先 秘書広報課� ☎ 576-4541
FAX 576-1139

今が

旬！
湖西市の春の味覚

「もちがつお」
を食べよう！

この地域発祥と言われる春の味覚「もちがつお」を知っていますか？�
普通のかつおとは全くちがう弾力があり、もちもちの食感が特徴のかつおです。

●食べられる時期や時間は？
�例年は 4月半ばから 7月初旬にかけて、新居港や舞阪
港で水揚げされます。今年は例年より早く冬から水揚
げが始まっています。
�ただし、毎日取れるわけではなく、水揚げがあるかど
うかはその日にならないと分かりません。水揚げが
あった日は昼過ぎに競りが行われ、早いところでは
15 時ごろからお店に並びます。当日の晩ごはん時ぐ
らいまでしかもちもちが続かず、時間が経つとただの
かつおになってしまいます。ですから、遠方に出荷す
ることはできず、地元でしか食べられない味なんです。

地元では「もっちー」と呼ばれ
て親しまれているもちがつお、
まだ食べていない人はぜひ食べ
てくださいね♪

●「もちがつお」とは？
　�そういう種類のかつおがいるわけではなく、この地域
独特の方法で処理した本がつおをそう呼びます。漁師
さんが釣ってすぐに一本ずつシメて血抜きして冷やす
ことで、死後も硬くならずにもちもちの状態が数時間
だけ続きます。

市内でもちがつおを扱っている
お店は、右の二次元コードから
確認するか、湖西市ウェブサイ
トで「もちがつお」と検索して
ください。

取材協力
「かきとよ商店」
　金
こん
秀
ひで
幸
ゆき
さん

　湖西市内の空き家について、前回、1,430 件（推定）の空き家が点在していることをお伝えしました。
　今回は、これまで生活していた家に住まなくなったらどうなるか考えてみました。

空き家等対策について №2
　Ｑ：�空き家となり、そのままにしておくとどうなるの？
　Ａ：�何も手を入れずに放置すれば、草木の繁茂や建物の劣化、防犯の

観点等、数多くの問題の発生が予想されます。
　　　�空き家の対策は、大きく分けると維持管理・売却・解体が考えら

れます。次回からはこのことについてご紹介します。
　　　�なお、老朽化した工作物等（ブロック塀）については、地震発生

時に倒れる危険性が高く、痛ましい事故にもつながりかねません。
　　　�道路に面したブロック塀の撤去には補助金があり、条件に該当す

れば対象となりますので補助制度があるうちにご活用ください。

●問合せ先　建築住宅課　☎ 576 -4549　FAX�576 -1897

●食べ方は？
　�地元の人はにんにくしょうゆや、スライスにんにくと
一緒に食べる人が多いです。

もちもちがなくなる前に早く食べる！
Point
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健康増進課　☎ 576-1114 ／ FAX 576-1150問合せ先
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動ける体で
いるために

お口の健康を
維持するために

低栄養状態に
ならないために

●手洗いをしましょう
外出先からの帰宅時、調理の前後、食事前など、石けんを使い、指先
から手首までていねいに洗います。

●3密を避けましょう
換気の悪い密閉空間、大勢で集まる密
集場所、近距離で会話をする密接場面
を避けるよう、意識してください。

●マスクをして
咳エチケットを
守りましょう

くしゃみや咳をする時に、マスクやテ
ィッシュ・ハンカチ、袖、肘内側などを
使って、口や鼻をしっかりふさぎ、飛
沫を防ぎましょう。

流水でよく手をぬらした後、石けんを
つけ、手のひらをよくこすります。

手の甲をのばすようにこすります。 指先・爪の間を念入りにこすります。

指の間を洗います。 親指と手のひらをねじり洗いします。 手首も忘れずに洗います。

●散歩や体操をしましょう
体操やスクワットなど、家の中や庭などでできる運動
を行いましょう。

●庭いじりや片付け、農作業も効果的
周りに人がいなければ、マスクを外しても大丈夫。水
分補給も忘れずに。

●口腔体操をやってみよう
「集まろう！通いの場」ウェブサイトでは、口腔体操の
動画も紹介しています。ぜひお試しください。

●普段の食事に気をつけましょう
①３食しっかり食べる
②１日２回以上、主食・主菜、副菜を組み合わせる
③いろいろな食品を食べる

●体重をチェックしましょう
BMI21.5kg/㎡未満に当てはまる方は要注意。この表
の黄色や赤い部分に当てはまっていませんか。これらに
該当しなくても
体重が減って
きた方は、かか
りつけ医や地
域の保健師・管
理栄養士など
専門家に相談
しましょう。

①固いものが食べにくいですか １．はい　２．いいえ 
②お茶や汁物等でむせることがありますか １．はい　２．いいえ
③口がかわきやすいですか １．はい　２．いいえ 
④薬が飲み込みにくくなりましたか １．はい　２．いいえ
⑤話すときに舌がひっかかりますか １．はい　２．いいえ
⑥口臭が気になりますか。 １．はい　２．いいえ 
⑦食事にかかる時間は長くなりましたか １．はい　２．いいえ 
⑧薄味がわかりにくくなりましたか １．はい　２．いいえ
⑨食べこぼしがありますか １．はい　２．いいえ 
⑩食後に口の中に食べ物が残りやすいですか １．はい　２．いいえ
⑪自分の歯または入れ歯で左右の奥歯をしっかりとかみしめられますか 

１a.どちらもできない　１b.片方だけできる　２．両方できる
（１、１a、１b）のいずれかがある場合は口腔機能低下の可能性が高く、注意が必要です。

●口腔機能自己チェックシート

ごはん、パン、
麺類

肉、魚、卵、
大豆料理

野菜、きのこ、
いも、海藻料理

厚生労働省 日本人の食事摂取基準（2020年版）で設定された目標とするBMIを基に作成

うつらない、
うつさないために
新型コロナウイルス感染症は、一般的には、飛沫感染と、接触感
染があります。うつらない、うつさないためには、手洗い・マス
クの着用や3密を避けるといった行動が大切です。

ちゃんと食べているつもりでも、いつの間にか低栄養状態に
なっているかもしれません。免疫力を高めるためにも、しっかり
食べましょう。

家でじっとしていると、筋力が低下し、食欲もなくなり、人に会
うことも億劫になりかねません。日頃からの運動や活動量を増
やすことが大切です。

かむ力が弱くなった、むせやすくなった、口が渇きやすくなった
なども要注意。食事を楽しむ、会話や笑顔が弾むなど、豊かな生
活もお口の健康から。

手洗いの前に爪は短く切っておきましょう。
時計や指輪は外しておきましょう。正しい手の洗い方

こう くう

おっくう

厚生労働省　地域がいきいき　集まろう！通いの場リーフレットより
高齢者福祉課　☎ 576-4916 ／ FAX 576-1220問合せ先

出　　典
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出前講座をご活用ください！

健康・福祉

1
福祉避難所って
どんなところ？

地域福祉課 TEL	576-4873
FAX	576-1220

2 子どもの健康 子ども家庭課 TEL	576-4794
FAX	576-1150

3 子育て支援講座 子ども家庭課 TEL	576-1813
FAX	576-1220

4 介護保険ってなあに？ 高齢者福祉課 TEL	576-1104
FAX	576-1220

5 シニア運動講座 高齢者福祉課 TEL	576-4916
FAX	576-1220

6
“認知症”とその関わり方
について知ろう（認知症サ
ポーター養成講座）

高齢者福祉課 TEL	576-4916
FAX	576-1220

7
地域包括ケアシステムに
ついて（生活支援・介護予
防・認知症予防など）

高齢者福祉課 TEL	576-4916
FAX	576-1220

8
楽しく学ぼう！
「高血圧」

健康増進課 TEL	576-1114
FAX	576-1150

9
楽しく学ぼう！
「糖尿病」

健康増進課 TEL	576-1114
FAX	576-1150

10
楽しく学ぼう！
「脂質異常症」

健康増進課 TEL	576-1114
FAX	576-1150

11
楽しく学ぼう！
「肥満予防法」

健康増進課 TEL	576-1114
FAX	576-1150

12
ゲートキーパー
養成講座

健康増進課 TEL	576-1114
FAX	576-1150

13
知って納得

「特定健診結果の見方」
健康増進課 TEL	576-1114

FAX	576-1150

14
へえ～そうなんだ
「国民健康保険」

保険年金課 TEL	576-4585
FAX	576-4880

15
教えて！

「国民年金」
保険年金課 TEL	576-4585

FAX	576-4880

16
高齢者のための
医療制度です

保険年金課 TEL	576-4530
FAX	576-4880

健康・福祉

17 発達障害について 湖西病院 TEL	576-1231
FAX	576-1119

New
18

子どもの発達支援を
考える

湖西病院 TEL	576-1231
FAX	576-1119

19
後発医薬品（ジェネリック
医薬品）について

湖西病院 TEL	576-1231
FAX	576-1119

20
病院薬剤師の
仕事について

湖西病院 TEL	576-1231
FAX	576-1119

21 糖尿病のお薬について 湖西病院 TEL	576-1231
FAX	576-1119

22
輸液を中心とする
栄養管理について

湖西病院 TEL	576-1231
FAX	576-1119

23
がん治療の実際　

～消化器がんを中心に～
湖西病院 TEL	576-1231

FAX	576-1119

24 感染症について 湖西病院 TEL	576-1231
FAX	576-1119

25 糖尿病について 湖西病院 TEL	576-1231
FAX	576-1119

26 家庭介護について 湖西病院 TEL	576-1231
FAX	576-1119

27 災害対策について 湖西病院 TEL	576-1231
FAX	576-1119

28
命の大切さについて 湖西病院 TEL	576-1231

FAX	576-1119

※小学生、中学生、高校生対象

29
生活習慣病予防と食事
（主にメタボ対策）

湖西病院 TEL	576-1231
FAX	576-1119

30
緩和について

（痛みのアセスメント）
湖西病院 TEL	576-1231

FAX	576-1119

31 職業講話（看護師） 湖西病院 TEL	576-1231
FAX	576-1119

32
病気や予防・管理に

ついて
湖西病院 TEL	576-1231

FAX	576-1119

企画政策課　☎ 576-4521 ／ FAX 576-1139
問合せ先

出前講座とは、市民の皆さんからの依頼を受け、集会などの場に講師（市職員等）を派遣して、市の仕事
や制度などを分かりやすく説明するものです。令和２年度は全 99 回、延べ 7,238 人の利用がありました。

▼対象者
市内在住・在勤・在学で 10人以上の
団体・サークルなど。
（10人未満の場合は担当課に相談）

▼新型コロナウイルス感染症について
講座の申請および開催については状況を鑑みて対応
が可能かどうか個別に判断させていただきます。開
催が可能な場合においても、三密（密閉・密集・密
接）の状況にならないように、感染防止対策をお願
いします。

▼申込方法
①�講座メニューの中から受講したい講座を選び、
担当課へお問い合わせください。
②�担当課と日程や会場、内容について打ち合わせ
をします。
※�開講が可能な時間は9～21時の間で2時間以内。
※会場は市内のみ。個人宅でも可。
③�出前講座申込書を開催予定日の１カ月前までに
担当課へ提出してください。
湖西市ウェブサイトからダウンロードもできます。

▼その他
・本講座は苦情や要望を扱うものではありません。
・会場の手配、設営は申請者が行ってください。
・講師料（謝礼、交通費、食事など）は不要です。

全77講座

　　１位　　火災予防教室� 52回
　　２位　　応急手当教室� 8 回
　　３位　　大規模地震に備える� 7 回

講座開講数（令和２年度　トップ３）
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健康・福祉

33 健康長寿をめざして！ 湖西病院 TEL576-1231
FAX576-1119

New
34

呼吸体操・呼吸法に
ついて学ぶ

湖西病院 TEL576-1231
FAX576-1119

New
35

骨粗しょう症の
お薬について

湖西病院 TEL576-1231
FAX576-1119

市民生活

36
租税教室

（税金の仕組み）
税務課 TEL576-4536

FAX576-1896

37
男女共同参画って
なあに？

市民課 TEL576-1213
FAX576-4880

38
お互いを知ってみよう　
～多文化共生の
まちづくり～

市民課 TEL576-1213
FAX576-4880

39
それ、大丈夫ですか？　
～身近にひそむ悪質商法～

産業振興課 TEL576-1215
FAX576-1115

40
くらしに役立つ食品表示　
～安心安全な食品を
選ぶために～	

産業振興課 TEL576-1215
FAX576-1115

41
地域公共交通について

語ろう！
産業振興課 TEL576-4560

FAX576-1115

New
42

空き家について
考えよう

建築住宅課 TEL576-4549
FAX576-1897

産業・経済

43 農業委員会について 産業振興課 TEL	576-1216
FAX	576-1115

44 湖西市の産業について 産業振興課 TEL	576-1216
FAX	576-1115

都市・生活基盤

45 湖西の水道 水道課 TEL	576-4534
FAX	576-1367

46 湖西の下水道 下水道課 TEL	574-2211
FAX	576-3133

47 道路について考えよう 土木課 TEL	576-4545
FAX	576-1897

48 公園へ出かけよう 土木課 TEL	576-4545
FAX	576-1897

防犯・防災・安全

49 安心安全なまちづくり 危機管理課 TEL	576-4538
FAX	576-2315

50 市の防災体制について 危機管理課 TEL	576-4538
FAX	576-2315

51 大規模地震に備える 危機管理課 TEL	576-4538
FAX	576-2315

52
豪雨災害・土砂災害に

備える
危機管理課 TEL	576-4538

FAX	576-2315

53 災害図上訓練 危機管理課 TEL	576-4538
FAX	576-2315

New
54

あなたの家の地震対策は
お済みですか

建築住宅課 TEL	576-4549
FAX	576-1897

55 消防署の見学 消防総務課 TEL	574-0211
FAX	576-3679

環　境

58 環境基本計画について 環境課 TEL	576-1141
FAX	576-4880

59
ごみ・資源物の
正しい出し方

廃棄物対策課 TEL	577-1280
FAX	577-3253

60 環境センターの施設見学 廃棄物対策課 TEL	577-1280
FAX	577-3253

教育・文化

61 遠州新居手筒花火 新居支所 TEL	594-1111
FAX	594-1114

New
62

「海の湖」
～浜名湖のスゴイとこ～

文化観光課 TEL	576-1230
FAX	576-4876

※小学生高学年、中学生対象

63 湖西の歴史を知ろう 文化観光課 TEL	576-1140
FAX	576-4876

64
ふるさと学習室（湖西中学
校内）を見学しよう

文化観光課 TEL	576-1140
FAX	576-4876

※学校の行事等を優先、開催日は要相談

65
昔の道具を知ろう 文化観光課 TEL	576-1140

FAX	576-4876

※小学生、中学生対象

66
湖西市のスポーツ施設に

ついて
スポーツ・生涯
学習課

TEL	576-8560
FAX	576-1237

67
アメニティプラザの施設

見学
スポーツ・生涯
学習課

TEL	576-8560
FAX	576-1237

68
スポーツ推進委員を
活用してみませんか

スポーツ・生涯
学習課

TEL	576-8560
FAX	576-1237

69 図書館を使いこなそう！ 中央図書館 TEL	576-4351
FAX	576-1100

防犯・防災・安全

56 応急手当教室 警防課 TEL	574-0219
FAX	574-0215

57 火災予防教室 予防課 TEL	574-0212
FAX	574-0215

情報・行政運営

71 選挙について 総務課 TEL	576-1698
FAX	576-1115

72
湖西の未来像を示す
総合計画を知ろう

企画政策課 TEL	576-4521
FAX	576-1139

※個別の施策についてのお話はできません

73 マイナンバー解説 ＤＸ推進課 TEL	576-4909
FAX	576-1139

74
HOTな市政情報をお届け！
「影山市長のまちづくり

出前講座」

市長・副市長
（秘書広報課）

TEL	576-1155
FAX	576-1139

75 広報紙ができるまで 秘書広報課 TEL	576-4541
FAX	576-1139

76
公共施設マネジメント講座
～これからの公共施設の
あり方について～

資産経営課 TEL	576-4875
FAX	576-1139

77 市議会について 議会事務局 TEL	576-4791
FAX	576-0331

財　務

70 わかりやすい予算書 財政課 TEL	576-1112
FAX	576-1115

13



湖西市健康づくり食生活推進協議会
（７４名）

健康増進課の保健
事業のお手伝い

・食育推進計画の推進
・健康こさい21の推進

保健推進委員
ＯＢの希望者

健康づくり食生活
推進員育成セミナー

参加者

鷲津東 鷲津西 白須賀 新 所 岡 崎 入 出 知波田 新 居

地区で学んだことを
広めます！

★親子の料理教室
★モデル献立の普及

勉強できること。

●パッククッキング
●男の料理教室●学童保育
●食文化・郷土食の推進

（すわま等）
●料理をする力の習得

令和３年度 会の目標
Ｋ（賢く選んで）Ｏ（おいしい）Ｓ（食事）Ａ（ありがとう）Ｉ（いただきます）

・・・食を通して人をはぐくむ・・・・

地域の健康づくり
コーディネーターだね！

全国 静岡県

会の指定事業
参加者

今月は食育
月間です。

行事名 対　象 と　き ところ 持ち物

プレパパ・プレママ教室◯予 今月のプレパパ・プレママ教室はお休みです。
はじめてのママ教室◯予 生後2か月～４か月の子 10日木

17日木
◯受  13：15～13：30 

13：30～15：00
子育て支援
センター 母子手帳

離乳食教室◯予 2021年2月生まれの第1子
と保護者および希望者 24日木 ◯受   9：00～ 9：15 

 9：15～11：00
2階
栄養指導室 母子手帳、バスタオル

7～8か月児教室 2020年10月生まれの第1
子と保護者および希望者 15日火 ◯受   9：00～ 9：15 

 9：15～11：30
2階
栄養指導室

母子手帳、バスタオル、
アンケート、おんぶひも

1歳のお誕生日教室 2020年7月生まれの子
（希望者） 10日木 ◯受   9：00～ 9：15 

 9：15～10：30
2階
健康ホール 母子手帳、フェイスタオル

1歳6か月児
健康診査 2019年11月生まれの子 2日水 ◯受  13：00～13：20 

13：30～
2階
健康ホール

母子手帳、バスタオル、
アンケート、歯ブラシ
※歯みがきをしてきてください

2歳児教室
※14日のみポルト
ガル語・スペイン語
通訳有り

2019年5月5日～5月18日
生まれの子とその保護者 14日月

◯受  13：00～13：20 
13：20～

2階
健康ホール

母子手帳、アンケート、
歯ブラシ、バスタオル
※子どもも大人も歯みがきをしてきてください
※大人は歯周病検診を行います

2019年5月19日～6月6日
生まれの子とその保護者 28日月

3歳児健康診査
※ポルトガル語・
スペイン語通訳有り

2018年3月生まれの子 16日水 ◯受  13：00～13：20 
13：30～

2階
健康ホール

母子手帳、バスタオル、
アンケート、歯ブラシ
※アンケートは後日送付します

育児相談◯予 どなたでも 29日火 ◯受  9：15～11：00 2階
健康ホール 母子手帳、バスタオル

遊びの広場 どなたでも
※身長体重計、おもちゃなどを常設 月～金 9：00～16：00

※木・金は13:00～16:00
2階
遊びの広場

2、16日と土日祝日はお休みです。
※開放日は変更になる場合があります

※上表以外にも、随時電話などで相談できます。 ◯予…予約制　　◯受…受付時間

　今月は、食を通した健康づくりのボランティア団体である「湖西市健康づくり食生活推進協議会」を紹介します。
　通称、“食推さん”と呼ばれる全国的な組織です。会員が食について学んだ後、家庭や地域へ健康づくりの
輪を広げる活動を行っています。

食推さんの養成講座は６月17日㈭から開始します。お気軽にお問い合わせください。
最後に一言 ! !
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◯予…予約制 はコーちゃん健康マイレージ対象事業です。

※生活に役立つ各種相談を実施しています。事前予約などを確認して、お気軽にご利用ください。

相談名 と　き ところ 内　容 問い合わせ先

行政相談
7日月 13：30～15：30 地域安全安心ステーション

国の行政に関する苦情や相談に応じます。総務課 ☎ 576-1698
 FAX576-111510日木 13：30～15：30 新居地域センター

夜間納税相談 今月の夜間・休日納税相談はお休みです。

年金相談◯予
10日木 10：00～15：00 西部地域センター

厚生年金に関する相談のほか、年金に
関して幅広く相談に応じます。

浜松西年金事務所
☎ 456-8511
FAX452-801122日火 10：00～15：00 健康福祉センター

（おぼと）医師控室

障害者（児）
相談 月～金 8：30～17：00 健康福祉センター

（おぼと）相談室
障害者（児）について生活、そのほか
幅広く相談に応じます。

障害者相談支援センター
みなづき ☎ 576-4796

FAX576-4213

人権電話相談
①みんなの人権110番
②子どもの人権110番
③女性の人権ホットライン

月～金 8：30～17：15
☎
①0570-003-110
②0120-007-110
③0570-070-810

日常生活での困りごとや悩みごとの相
談に応じます。インターネットでの相談
はこちら　https://www.jinken.go.jp

地域福祉課
☎ 576-4873
FAX576-1220

女性相談
（面談◯予）

3日木
10日木
17日木
24日木

10：00～12：00
（電話相談）
13：00～16：00

（面談）

☎576-4878
女性の相談員が、夫婦やパートナーとの関
係、子どもや家族の問題,セクシュアリティ
の悩みなどについて相談に応じます。（内
容により電話相談のみの場合があります。）

市民課（予約受付）
☎ 576-4878
FAX576-4880

家庭児童相談 月～金 9：00～15：30 健康福祉センター
（おぼと）相談室

子どもたちが成長していくときに生じる
問題の相談に応じます。

子ども家庭課
☎ 576-1125
FAX576-1220

多重債務者
相談◯予 15日火 13：00～15：00 市役所一般相談室

弁護士が住宅ローンやクレジット、サラ
金による多重債務などに関する相談に応
じます。（前日までに要予約、先着5人まで）

消費生活相談室
☎ 576-1609
FAX576-4876

消費生活相談 月～金 9：00～11：45
12：30～15：00 市役所一般相談室 訪問販売や通信販売などの消費に関す

る相談や、疑問に答えます。
消費生活相談室

☎ 576-1609
FAX576-4876

ヤングダイヤル
こさい
※電話相談

月水金 9：00～17：00 ☎576-0770
学校・職場・家庭などにおける青少年
の悩みごとの相談に応じます。

スポーツ・生涯学習課
☎ 576-4793
FAX576-1237火木土 9：00～17：00 ☎577-5116

法律相談◯予
19日土 9：00～12：00 老人福祉センター 弁護士が、専門的な法律の相談に応じ

ます。
（1人20分程度。先着8人まで）

湖西市社会福祉協議会
☎ 525-6667
FAX575-329926日土 9：00～12：00 健康福祉センター

（おぼと） 

司法書士相談◯予 8日火 13：00～16：00 健康福祉センター
（おぼと） 

司法書士が、相続や不動産登記、成
年後見などの相談に応じます。

（1人20分程度、先着８人まで）

湖西市社会福祉協議会
☎ 525-6667
FAX575-3299

内職相談 火 9：30～12：00
13：00～16：30

新居地域センター
2階

内職に関する相談に応じます。あっ旋、
企業などからの内職の求人も受け付け
ます。

ハローワーク浜松
湖西市地域職業相談室

☎ 594-0855
FAX594-0857

高次脳機能障害医
療等総合相談会◯予 28日月 13：10～16：00 中遠総合庁舎

（磐田市見付3599-4）
高次脳機能障害（疑い）の本人および
家族を対象に専門医などが相談に応じ
ます。

西部健康福祉センター
 ☎ 0538-37-2252
 FAX0538-37-2241

こころの
健康福祉
総合相談◯予

今月のこころの健康福祉総合相談はお休みです。

健康相談◯予 24日木 13：30～16：00 健康福祉センター
（おぼと） 

生活習慣病など健康について相談に応
じます。

健康増進課
☎ 576-1114
FAX576-1150
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第43回 
浜名湖クリーン作戦
　湖西市や浜松市、および関係
団体からなる「浜名湖の水をき
れいにする会」では、環境美化
の実践活動を通じて、浜名湖の
水質や環境保全に対する理解と
意識を深めていただくことを目
的に、浜名湖クリーン作戦を実
施します。
　あなたの行動がきれいな浜名
湖をつくります。皆さんで参加
しましょう。
●とき　６月６日㈰８時～ 10時
●ところ　�浜名湖沿岸と遠州灘

海岸
●�その他　コロナ禍ではありま
すが、ご協力いただける方は、
感染防止対策としてマスク着
用でご参加ください。
●問合せ先　環境課
☎ 576 -1141　FAX576 -4880

第41回 湖西歌舞伎定期公演
新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を行い、２年ぶりに定期公演を行い
ます。開演時間は午後１時30分です。お間違いないようお気をつけください。
●と　き　６月 27 日（日）

午後１時 30分～（開場 1時）
●ところ　新居地域センター
演　目
　１．釣

つり

女
おんな

　２．義
よし

経
つね

千
せん

本
ぼん

桜
ざくら

　　　吉
よし

野
の

山
やま

道
みち

行
ゆき

の場
◎湖西太鼓「ゆめ昴」と共演します。
歌舞伎と和太鼓どちらもお楽しみください。

●そ の 他　�入場無料です。状況により中止または内容の変更をする場
合があります。

●問合せ先　湖西市文化協会（月・水・金の９時～ 16 時）
☎・FAX　578 -1700

●と　き　令和４年１月９日㈰

第一部
12 時 15 分～ 12 時 45 分（受付 11 時 30 分～）

対象者　新居中学校区・岡崎中学校区

第二部
14 時 30 分～ 15 時（受付 13 時 45 分～）

対象者　湖西中学校区・白須賀中学校区・鷲津中学校区

※上記以外の中学校を卒業した人は問い合わせ先にご相談ください。

●ところ　アメニティプラザ
●対　象　平成13年４月２日～平成14年４月１日の間に生まれた人
※�市外に住民票がある方でも式に出席することができます。市外
の方は、11 月半ばから受付を開始します。

　　詳細はスポーツ・生涯学習課までお問い合わせください。

●そ の 他　�新型コロナウイルス感染防止対策のため、保護者の入
場はできません。
※今後の状況により、変更する場合があります。

●問合せ先　スポーツ・生涯学習課　☎ 576 -4793　FAX576 -1237
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児童手当
◎支給について
児童手当は、「家庭等における

生活の安定」および「次代の社会
を担う児童の健やかな成長に資す
ること」を目的に、中学修了前の
児童を養育している者に支給され
ます。次回の定時払いは次のとお
りです。
●支給日　６月 10 日㈭
●支給該当月　令和３年２月分～
令和３年５月分
●�支給方法　受給者の口座へ振り
込み

支 給 額
３歳未満 月額 15,000 円

３歳以上小学校修了まで
（第１子、第２子） 月額 10,000 円

３歳以上小学校修了まで
（第３子以降） 月額 15,000 円

中学生 月額 10,000 円

所得制限
限度額以上（一律） 月額�5,000 円

「湖西の文化」第49号販売
＆第50号投稿原稿募集
　『湖西の文化第 50 号』の原稿を
募集しています。
　募集要項と投稿申込書は、湖西
市ウェブサイト（『湖西市湖西の
文化』で検索）からダウンロード
できます。
　バックナンバーは文化観光課
（市役所 2階）で販売しています。
●原稿　おおむね 16000 字以内。
（未発表のものに限る）
●�募集内容　湖西市内あるいは周
辺地域の歴史・民俗、郷土史な
どに関する研究論文、研究ノー
ト、資料紹介など。
�市制施行 50 周年を迎えるにあ
たり、50 年前の湖西市の様子や
湖西の文化の創刊当時の思い出
などもあわせて募集しています。

●応募期限　12 月 20 日㈪
●問合せ先　文化観光課
☎ 576 -1140　FAX576 -4876

◎現況届を提出しましょう
児童手当の受給者は、養育状況
などを確認するため、毎年６月に
「現況届」を提出する必要があり
ます。提出をしないと、受給資格
があっても６月分以降の児童手当
を受けられなくなりますので、忘
れずに提出しましょう。
　対象者には５月末に通知を発送
します。
●提出先　子ども家庭課
　（健康福祉センターおぼと内）
●提出期間　６月１日㈫～ 30日㈬
※受付時間は平日の 8：30 ～ 17：
15 です。（土・日曜日は受け付け
できません。）
●�提出書類　現況届、受給者の健
康保険被保険者証のコピー（健
康保険被保険者証のコピーを提
出する際には、被保険者等の記
号番号が写らないように隠して
コピーを取ってください。）
※その他の書類が必要な場合が
あります。
�※公務員は所属庁へ提出して�
ください。
●問合せ先　子ども家庭課
� ☎ 576 -1813　FAX576 -1220

寄付をいただきました
　４月２日㈮ 豊橋信用金庫、４月６日㈫ 新居町商
工会から、新型コロナウィルスこさい（５３１）助
け合い基金に寄附をいただきました。
　４月 12 日㈪ ㈱デンソー湖西製作所から、市内
ものづくり産業のさらなる振興のため寄附をいただ
きました。
　４月 14 日㈬ 湖西ライオンズクラブから、市内
幼稚園、保育園、こども園、小・中学校の新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、アルコール消毒液
を寄贈していただきました。
　ありがとうございました。

市に観光の専門家を迎えました
４月１日㈭から湖西市の観光事業
に従事していただくため、㈱日本
旅行から和

わだ

田伸
のぶひさ

寿さんが文化観光
課に所属しています。「湖西市が
活性化できるものを発信していき
たい」と抱負を語ってくれました。
●問合せ先　文化観光課
☎ 576-1230　FAX576-4876
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　自宅の電話に機器を取り付けることで、詐欺や悪質
商法といった迷惑電話をブロックすることができます。
【募 集 台 数】11 台程度（予定）

※応募者多数の場合は抽選
【募集対象者】下記の全ての条件を満たす家庭

①湖西市内で、65 歳以上の人がいる
② 自宅の固定電話が番号表示サービス（ナンバーディ

スプレイなど）を利用している、または機器設置
までに利用開始することができる

③トビラフォンに関するアンケートに協力できる
【応募締め切り】令和３年 6 月 25 日㈮
　応募用紙を産業振興課宛てに郵送・FAX・直接持ち込み
【応募用紙配布場所】
産業振興課、消費生活相談室、湖西警察署、新居支所

【無料モニター期間】
　令和３年 8 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日（予定）

※期間を過ぎての継続利用は利用料がかかります。
【注　意】
　 電話代、電気代、番号表示サービスの利用料金は

設置者本人の負担です。そのほかの注意事項は応
募用紙をご覧ください。

迷惑電話防止機器（トビラフォン）の無料モニター募集

•頻繁にかかってきていた迷惑電話が減ってうれしい
•安心して電話に出られるようになった
•機器が拒否した着信件数が、思ったより多く驚いた

満足度が高い意見が多くありました。

昨年度のモニターへのアンケート結果

すでに新居図書館では導入されていますが、４月よ
り中央図書館１階一部区域にてWi-Fiが利用可能とな
りました。
　どなたでもお手持ちのタブレット、スマホなどから
ご利用いただけます。

※パソコンなど音の出る機器は、指定の場所にて
ご利用ください。

※調査研究と大きくかけ離れた利用は、制限させて
いただく場合があります。

★中央図書館にWi-Fiを導入しました！

「9 月 9 日 9 時 9 分」一木 けい／著　小学館
バンコクからの帰国子女である高校
1 年生の漣は、近づいてはいけない
人に恋をしてしまい…。過ぎ去れば
もう二度と戻らない「初恋」と「青春」
を捧げ、漣がたどり着いた決意とは ? 
文芸誌『きらら』連載を加筆修正し
て書籍化。 （TRC　TOOLi）

▶文学
　「白鳥とコウモリ」　東野圭吾
　「蝶として死す」　羽生飛鳥
▶趣味・実用書
　「日本のアンモナイト」　大八木和久
　「図解まるわかりWeb技術のしくみ」　西村泰洋
▶絵本
　「すきなことにがてなこと」　新井洋行
▶児童文学
　「見知らぬ友」　マルセロ・ビルマヘール

お知らせ

新居図書館で借りた本を中央図書館に返却 
できますか？Q

図書館
Q & A みなさん知っていますか？

Ａ
できます。中央・新居図書館、西部地域セン
ター、北部多目的センターの４カ所のどこで
も貸し出し・返却が可能です。

産業振興課　☎ 576-1215 ／ FAX 576-1115
問合せ先
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リプロダクティブ・ヘルス／ライツは、妊娠
出産について、妊娠したい人、したくない人、
興味のない人を問わず誰もが心身共に健康であ
る状態、つまり「性と生殖に関する健康と権利」
です。1994 年に国際人口開発会議で提唱され
ました。
　厚生労働省研究班は女性の健康を支援するた
めのＨＰ「ヘルスケアラボ」を公開しています。
そこに「妊娠・出産し働く女性の健康問題は未
整備な状況」「長寿になったが健康寿命は長く
ない日本女性」と気になるタイトルがあります。
　近年の女性の暮らし方の急激な変化に対し
て、性差に着目した医療や介護システムが十分
でないこと、男女共通のがんや血管系疾患以外
に、女性には女性ホルモンの低下に関連した骨
粗しょう症と骨折、筋肉の弱化、認知症など老
後生活の質に直結した問題があるといったこと
が掲載されています。
　知り合いの小学校の養護教諭は、やせたくて
給食を減らすという女子が心配だと言います。
小学生でも栄養不足はホルモンに影響し、初経
がこなかったり将来的に骨粗しょう症のリスク
があります。先生は、生き方や将来を見通す女
性の健康視点で女子と話し合おうとしていまし
た。
� 執筆　湖西市女性相談員

新型コロナワクチン接種を開始！
モノづくり人材育成を中長期的に推進！

■休日救急当直医（9：00～ 17：00）

６
日

西湖西整形外科 
（整 / リウ / リハ）
☎ 522-7001

20
日

川口整形外科 
（整 / リウ / リハ / 外）
☎ 573-3737

13
日

なかむらクリニック 
（消 / 内 / 外 / 肛 / 皮 / リハ）
☎ 577-5554

27
日

長尾クリニック 
（内 / 循 / 小 / リハ）
☎ 574-3222

同報無線　自動放送
市内に気象情報が発表された場合や、震度 4 以上の地震が計測された場
合などに、自動に同報無線が放送されます。

同報無線テレホンサービス
☎0120-331-282　https://www.city.kosai.shizuoka.jp/

「同報無線が聞こえなかった」というときは、同報無線テレホンサービス
や市ウェブサイトで、同報無線の内容を確認することができます。

静岡県LINE相談（相談無料）
友達や家族とケンカした／いじめのことで悩んで
いる／将来や進路のことが不安～そんなとき、LINE
でありのままの気持ちを打ち明けてみませんか～

ID検索　＠shizusoudan
問合せ先　静岡県健康福祉部障害福祉課   054-221-2920

■市のようす　※外国人を含む

令和３年４月末現在の人口など 前年同月末数 令和３年４月の異動者数

■人口 58,905 人 59,726 人　 ■転入 233 人
■男 30,202 人 30,725 人　 ■転出 256 人
■女 28,703 人 29,001 人　 ■出生 31人
■世帯数 24,444 世帯 24,639 世帯 ■死亡 41人

　若葉の季節に鯉のぼりが泳ぐ、５月。変異株や緊急
事態宣言など、新型コロナウイルスが収束しない中で
も、変わらず季節の花は咲き、初夏の日差しや清々し
い風は薫っています。
　今月から、65 歳以上の方々への新型コロナワクチ
ン接種が始まりました。予約申込み開始当初は電話が
繋がりにくく、ご迷惑をおかけしました。回線の増設
や、４月からの医療従事者への先行接種、関係者によ
る予行演習等でのご指摘を踏まえ、間仕切りの増設な
ど、各種の改善を重ねています。感染や重症化のリス
クを低下させることで、安全・安心な日常を、取り戻
していきましょう。
　また、モノづくり人材育成の更なる推進のため、今
般「キャリア教育受け入れリスト」を作成、市内の小・
中・高校に配付させていただきました。昨年10月に「モ
ノづくり人材育成コーディネーター」に就任いただき、
これまで個々に行っていた工場見学や職場体験・出前

授業などを、学校・企業と連携し
て体系的に行います。
　更に今後、少年少女発明クラブや職業訓練センター、
商工会はじめ関係機関とともに「モノづくり産業ネッ
トワーク」へと発展させることで、
・子どもたちがモノづくりの楽しさを知り、郷土への
愛着を持ち、将来も湖西市に住み、働きたいと思って
もらう、
・企業にとっても、地元への就職の意欲を高めてもら
うほか、企業間における連携・課題を解決する、
といった中長期の取組により、「職住近接」を推進し、
持続可能なまちづくりを進めていきたいと思います！

急に当直医が変更される場合があります。最新の情報は、ウェブサイト（「浜名
医師会」で検索）をご確認ください。

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保の関係で、当面の間は各日、１医療
機関のみで実施します。

53

◀職業訓練センターが
３Ｄプリンターで
作ってくれました。

19
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湖西を守る。

子どもの事故を防ごう！

湖西市役所北駐車場で湖西市消防団の
入退団式が行われました。63 名の団

員が退団し、新たに 61 名の団員が入団。代表して、
第 12 分団の石

いし

塚
づか

大
ひろ

夢
む

さんが「忠実に消防の義務を
遂行する」と宣誓しました。仕事中でも夜中でも、
湖西市内で突発的な火災や事故が起きたら駆けつけ
てくれる消防団。日頃の訓練で非常時に備えます。

市内の小・中学校、幼稚園、こど
も園で交通教室が、街頭では交通

事故防止を訴えるキャンペーンが行われました。新
居小学校では、湖西警察署や交通安全協会の指導員、
交通指導隊がこの４月に小学生になった１年生の児
童に横断歩道の渡り方を教えました。「交差点では、
右・左を見て、後ろから来る車がいないか確認する」
体育館に設けた横断歩道上で実践。手を挙げて、何
度も周りを見てから渡ることができました。

今号から広報こさいの担当者が代わりました。初めて本格的な取
材をさせていただいたのは、３ページ掲載の八ちゃん会の皆さん。
カメラの扱いに全く慣れていない担当に、優しく使い方を教えて
くださいました。５人の集合写真は、絞りなどを教わって撮った
ものです。メンバーの鈴木さんは、湖西市が合併する前の旧新居
町時代に長年「広報あらい」を担当した大先輩でもあります。歴
史を紡いで、市民の皆さんにわかりやすく、求めている
情報が得られるような記事作りに努めていきます！

今月は、昭和 47 年（1972 年）から昭和 56 年（1981年）の 10 年間にあった主な出来事を振り返ります。

令和４年で 50周年！
湖西市の 50 年を振り返る。

市制施行 50周年記念コーナー

●問合せ先　企画政策課
☎ 576-4521　FAX576-1139

昭和 47年（1972年）
◦市制施行

木村市郎氏が初代市長に
就任。市章・市の木・市の
花・市歌を制定しました。

　 　文化協会が設立されたの
もこの年です。

昭和 49年（1974年）
◦七夕豪雨

７月に発生した台風８号の影響
により豪雨が発生し、県内全域に
多くの被害が発生しました。市内
でも家屋 14 棟全壊の被害を受け
ました。

昭和 51年（1976年）
◦パイロット事業県下初採択

県内で初めて、県農村基盤総合整備パイロット事業
に採択されました。同年、４つの農道と１つの農業用
排水路の整備が始まりました。

昭和 52年（1977年）
◦湖西少年少女発明クラブ創立

豊田佐吉翁の「報恩・創造」
の精神を引き継ぎ、想像力豊
かな子どもたちの育成を目指
そうと設立されました。これ
までに多くの子どもたちが学
び、ものづくりの精神が引き継がれています。

昭和 54年（1979年）
◦県立湖西高等学校創立

当時の湖西市としては、市
内初の高等学校開校となりま
した。第１期の新入生は 187
名です。これまでに、卒業生
は 10,604 人に上り、さまざ
まな分野や場所で活躍されています。




