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見て見て！
　きれいだよ★

２ 湖西市長より新年のごあいさつ
４ 新型コロナウイルスと闘う医

ヒ ー ロ ー

療従事者たち

８ 湖西の偉人 豊田佐吉翁顕彰祭

20 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。



写真：湖西フォトコンテスト 2020 入選作品「湖岸の朝」

湖西市長　影山 剛士

　　あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。
　皆様方には、清々しい新春をお迎えのことと、　皆様方には、清々しい新春をお迎えのことと、
　心よりお　心よりお慶慶

よろこよろこ

び申し上げます。び申し上げます。

ごあいさつ

対策の両輪により、行政を運営してきました。まだまだ予断を許さぬ状況ですが、

この難局を皆様と一緒に乗り越えていきたいと考えております。

　令和４年１月１日、湖西市は記念すべき市制 50 周年を迎えます。先人による

市の発展へのご功績に感謝するとともに、更なる持続可能な未来に向け、「職住

近接」に繋がるような 50 周年記念事業はじめ、各種の取組を進めてまいります。

　特に中長期的な事業としては、子どもたちの未来のため、将来を担うモノづく

り人材の育成や、いわゆるＣＡＳＥやカーボンニュートラルなど、一企業のみで

は解決困難な課題に対する、様々な支援機関が連携して企業を支援する仕組みと

なる「モノづくり人材育成・産業ネットワーク」の構築などを行います。また、

地元雇用の創出や移住・定住促進に大きな効果が期待される「浜名湖西岸土地区

画整理事業」「浜松湖西豊橋道路」の着実な推進など、さらなる『職住近接』に

よる持続可能な発展を目指したいと考えています。

　結びに、本年が市民の皆様にとって輝かしい一年となりますことを心からお祈

り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

　令和３年は、引き続き、新型コロナウィルス感染症対策

に奔走した一年でした。医療関係者の皆様など多くの方の

ご尽力をいただきワクチン接種を進めつつ、飲食店等の経

営悪化の抑止・地域経済の活性化のため、感染防止と経済
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2022

と　き

ところ

令和４年１月１日土 午前０時

新居中学校グラウンド

遠州新居手筒花火記念披露

50 周年を迎える１月１日の年明けにあわせて、遠州新居手筒花火保存会協力のもと、
手筒花火記念披露を行います。（小雨決行）

手筒花火プレゼント
使用後の手筒花火を、当日または１月４日㈫以降に市役所や新居支所にて無料配布します。
数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。

注意事項：駐車場はありません。
�また、会場に観覧スペースは設けますが、観覧席や暖房機器などの用意はありませんので、
お越しの際は、各自防寒対策をお願いいたします。

令和４年１月１日、
湖西市は市制50周年を
迎えます。

問合せ先 新居支所　☎ 594-1111　FAX 594-1114
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▲ �病院入り口の�
感染対策

▼市内中学生からのメッセージ
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　国内で新型コロナウイルス感染症の拡大が始まってから間もなく２年。見えな
いウイルスと日夜闘っている、市内の医療従事者の皆さんにお話を聞きました。

市内感染者が200人を
超えた１カ月間

　「発熱患者が外来受付に突然やって来たらどうす
る？」「入院患者に感染の疑いが出たら？」「感染者を
どこでどう隔離する？」
　湖西病院で発熱外来や PCR 検査を行うことが決まる
と、スタッフや一般患者に感染させないための対策が
急務となりました。そこで活躍したのが、感染対策の
専門家の資格を持つ同院の感染管理認定看護師�平野は
る奈さんと池田裕幸さんです。
　前例のない未知のウイルスに対し、当初は医療スタッ
フの間でも不確かな情報が飛び交い、不安の声や混乱
がありました。「『自分も感染するのでは』というスタッ
フの不安を少しでも取り除くことで、普段通りの医療
を市民の皆さんに提供するのが一番の使命」と考え、
２人は国が示すガイドラインなど正確な情報と専門知
識を基に、院内の感染対策方法の提案や情報の提供を
一つ一つ行っていきました。寺

てら

田
だ

� 肇
はじめ

院長は、「スタッ
フや患者さん、皆さんの協力で、湖西病院ではスタッ
フの感染者も院内感染も一度も出さずに第 5波までを
乗り切ることができました」と振り返ります。

　市立湖西病院では、令和２年２月から発熱外来の診療や PCR 検
査を実施（※）。同年夏以降は、市内で唯一入院患者を受け入れる
など湖西市の新型コロナウイルス感染症対策における中心的な役割
を担ってきました。今年４月からは、市内の陽性者に対し、入院・
ホテル療養・自宅療養を振り分ける診察を一手に引き受けています。

湖西病院�感染管理認定看護師の
　平
ひら

野
の

�はる奈
な

さん（左）と池
いけ

田
だ

�裕
ひろゆき

幸さん（右）

新型コロナウイルスと
闘う 医療従事者たち

●ヒ ●ロ ●ー●ー

市内唯一
新型コロナ入院患者を受け入れる

　今年 8月、市内での感染が急拡大。湖西病院は連日数
十人の検査や診察をこなしました。浜名医師会が通常週
3日実施する PCR 検査を週 5 日に増やしてもらいまし
たが、それでも手が足りないほどの非常事態でした。
　湖西病院のコロナ病室は満床となり、重症化した人を
受け入れる浜松市の医療機関も見つからず、磐田市や中
東遠の病院まで受け入れ先調整を行ったと言います。

（※）�市立湖西病院では、令和２年２月から PCR 検査を実施して
いますが、検査を受ける人のプライバシーへの配慮やスタッ
フへの誹ぼう中傷を避けるため検査場所は非公開としていま
した。

湖西病院

コロナ禍でも普段通りの
病院医療を提供するために

検査数

陽性者数
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医療従事者がワンチームで臨んだワクチン接種

チームプレーの集団接種で高齢者接種率トップ

医師としての在り方を問われた新型コロナの流行

浜松市薬剤師会
　塩
しお

野
の

�州
しゅう

平
へい

�理事（古見薬局）

浜名医師会
　牛
うし

田
だ

�知
とも

宏
ひろ

�理事
　（牛田クリニック）

　集団接種以外の大切な使命は、ワクチンの効果やメリット、デメリット
について市民に正しく伝えること。もちろん接種は任意ですが、中には誤っ
た情報を基に打つことをためらっている人もいます。正しい情報を知った
上で接種するかを決めてほしいという思いで、丁寧に相談に応じています。 ▲希釈・充てん業務を行う薬剤師

　感染収束の切り札と言われるワクチン接種。国民ほぼ全員が対象という前例の
ない大事業となりました。湖西市でも、65 歳以上への接種を皮切りに、市民へ
の接種を年代順に行い、2021 年 11 月末現在、12 歳以上の対象市民の８割以上が
２回目接種を終えています。集団接種の中心的役割を担った、浜名医師会�救急
医療 ･災害担当理事の牛田�知宏医師に話を聞きました。

薬剤の専門家として集団接種を支える

　湖西市・浜松市の薬局薬剤師 22 名が、湖西市集団接種会場でワクチ
ンの希釈・充てん業務を交代で担いました。日常業務で注射剤を扱って
いる薬剤師はほとんどいなかったため、研修会を開いて一から勉強し直
しました。新型コロナウイルスワクチンは、温度管理や時間管理の制約
が厳しく決まっており、失敗は許されないというプレッシャーがありま
した。集団接種業務は激務でしたが、「新型コロナウイルスを収束させ
るにはワクチンしかない。そのために、自分たちができることをやるし
かない」という使命感で乗り越えました。

牛田医師は、市内の開業医などが加入する浜名医師
会の担当理事として、湖西市でのワクチン接種をどの
ように行うか、行政や医療関係者との協議や情報提供
を続けてきました。接種体制では、診療所ごとの接種
も検討しましたが、「医療資源が限られた湖西市で少
しでも早く安全に接種を進めるには、一カ所に市民を
集める集団接種が最善」と判断。それ以降も、判断を
次々と迫られました。「未曽有の事態で国などを責め
ることはできない」と前置きしながらも、「通達から
現場対応までの時間が非常に短くワクチン供給も安定
しない中で、次々と決断・実行しなければならなかっ
た」と大変さを語ってくれました。時には問診当番を
終えてから、関係者との協議が夜遅くまで続くことも
ありました。
　医師同士でも考え方が食い違うこともありましたが、
何とか乗り越え、湖西地区会員の全員がワクチン接種
に協力してくれたと言います。さらには、薬剤師、看
護師、歯科医師など関係者が一丸となって取り組んだ
結果、市内 65 歳以上のワクチン接種率は県内トップ
クラスの 95％に。「100 点満点ではないが、その時に
できる限りのことをやってきた。一致団結して取り組
めたのは誇れること」と振り返ります。

　「通常の診療や学校医などの業務がある中、月 30 時
間の集団接種に従事しました。ほかにも、地域外来・
検査センターや施設の巡回ワクチン接種など、私だけ
でなく浜名医師会の先生たちには大きな負担がかかり、
体調を崩された先生もいました」
　そのような中、患者さんからワクチン接種の進め方
などについて厳しい言葉を掛けられることもあったと
言います。コロナ禍の不安や心の余裕の無さから、他
人を攻撃してしまう人がいたことに触れ、「私自身も
日々の業務に忙殺され、医師としての心構えや優しさ
を見失いそうになることもあります。『できることを
行い、病める人に手を差し延べ、救える命を救う』と
いう医師の基本に立ち返りたい」と今の思いを語りま
した。

もう一つの使命「ワクチンの知識を正しく伝える」
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医療従事者へ感謝を伝える
　新型コロナウイルス感染
症と闘う医療従事者に感謝の
気持ちを伝えるため、市内小
学校 4 ～ 6 年生、中学校 1 年
生がメッセージボードを作成。
代表して鷲津中学校の生徒か
ら、浜名医師会、浜松市薬剤
師会の代表者にボードが手渡
されました。

　計 65 枚のメッセージボード
は、市内の病院 ･ 診療所と薬
局に寄贈されました。

　長引くコロナ禍と忙しいワクチン接種でさすがに疲
労感がたまり、例えるならば白須賀の海岸で一人夕日
に向かって叫びたい心持ちでした。小中学生からこの
ような心温まるメッセージをもらって、仲間たちと夜
明けを迎えたような気持ちです。
　子どもたちに一日でも早く日常を取り戻してもらえ
るよう、また頑張ろうと思います。

　有難いことに、ほかの地域で起こったような医療
従事者差別を湖西で感じたことはありませんでした。
来院者から「こんな時にご苦労様」と温かい声をか
けてもらうこともあり、とても励みになっています。
感染対策のため不便をかけてしまう時もありますが、
引き続きご協力をお願いします。

届けよう 感謝とエール ▶▶▶▶

メッセージを受け取って

市民の皆さんへ

浜名医師会

伊
い

藤
と う

健
け ん

 会長

湖西病院

池
い け

田
だ

裕
ひ ろ

幸
ゆ き

 看護師
▲�市内医療機関に
貼られた感謝の
メッセージボード

　医療従事者の皆さんへの感謝や応援のメッセージを募集
しています。一部のメッセージは、市内医療従事者の皆さんにお渡し
するとともに、市ウェブサイトに掲載させていただく場合があります。
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ご寄贈いただきありがとうございましたご寄贈いただきありがとうございました

　就職を機に、今年 4 月から
単身で湖西市に住み始めました。
コロナ禍で岐阜県の実家には一
度も帰れていません。無事に 2
回接種を終えたので、年末年始
には家族や友人に顔を見せられ
たらと思います。

対　象 3 回目接種時期 接種方法

医療従事者 令和 3 年 12 月～ 集団接種

高齢者施設入所者 令和 4 年 1 月下旬 巡回接種

65 歳以上の人 令和 4 年 2 月 6 日㈰～ 集団・個別接種

基礎疾患のある人、
64 歳以下の人

令和 4 年 4 月中旬～ 集団・個別接種

３回目のワクチン追加接種について
　新型コロナワクチンを２回接種した場合でも、接種後の時間経過とともにワクチン
の効果が低下します。国の方針に基づき、湖西市でも３回目の追加接種を行います。
●対象　２回目接種完了から８カ月以上経過する人
●スケジュール　65 歳以上の人を対象とした接種は、２月６日㈰から開始します。

▲

２回目接種からおおむね８カ月が経過する人に、順次接種券を送付します。▲ �

１･２回目を健康福祉センター、新居地域センター、または浜名病院で接種した 65
歳以上の人には、３回目接種の日時と会場を指定してお知らせします。都合が合わ
ない場合は、お電話で日程変更が可能です。詳細は、接種券発送時にお知らせします。▲ �

２回目接種完了からおおむね８カ月経過しても接種券が届かない人や、市外からの
転入者などで市が接種状況を把握していない人は、お問い合わせください。

問合せ先
健康増進課
新型コロナワクチン
接種対策チーム
☎ 576-4918

FAX 576-1150

ワクチン２回接種を終えた
細
ほそ

野
の

　翔
しょう

三
ざぶ

郎
ろう

さん（20）

■ワクチン接種を受けた市民の声

■寄付にご協力をお願いします
　「新型コロナウイルスこさい（531）助け合い基金」

■�医療従事者の皆さんからの
メッセージ

ワクチン接種は任意です

もし接種を迷っている人がいたら、
一人で考えず、ぜひ一度医療機関や
薬局で専門家に相談してください。

　医療体制の強化や、教育・福祉施設の感染対策に活用するため基金を創設しました。多くの皆さまの
ご支援、ご協力をお願いします。詳細は、健康増進課（576-1114）へお問い合わせください。

接種を受けることは強制ではあり
ません。職場や周りの人に接種を強
制したり、接種を受けていない人に
差別的な扱いをしたりすることのな
いようお願いします。

　令和3年11月12日㈮ 環境保全㈱から、携帯用アルコー
ル除菌スプレーを寄贈していただきました。

同社は、医療機関の消毒や、病院のワクチン接種などで
発生する感染性廃棄物の回収、そして新居地区のごみス
テーションの収集業務も務めています。「コロナ禍でテイ
クアウトのパック、マスクのごみが増えている」と語られ、
コロナ最前線で奮闘してくれていることが伝わります。

今回「未来を担う子どもたちにすくすく元気に育っても
らいたい」という願いを込めて、湖西市内の全幼稚園、保
育園、こども園、小学校、中学校に6,000本のスプレーを
贈っていただきました。ありがとうございました。
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湖西の偉人

第 58 回  豊田佐吉翁顕彰祭

▲佐吉翁の墓前で手を合わせる
　奨学生（令和３年８月）

▲豊田 佐吉翁胸像

トヨタグループの礎を築いた湖西市出身の発明家、
豊
とよ

田
だ

佐
さ

吉
きち

翁の命日である 10 月 30 日、鷲津中学校
で顕彰祭を行いました。新型コロナウイルス感染防
止対策として出席者を限定して開催しました。豊田
家からは、トヨタ自動車株式会社の豊

と よ だ

田 章
あ き お

男社長
にご臨席いただきました。
　豊田佐吉翁記念奨学金の奨学生を代表して、浜松
学芸高校３年の川

か わ い く み

井 久実さんが「私たち奨学生一
同は、佐吉翁と同じこの地に生まれたことを誇りに
思うとともに『障子をあけてみよ。外は広いぞ』と

いう翁のご遺訓を受け継いで、幅広い視野を持った
国際色豊かな人間になれるよう一層精進してまいり
ます。今、私たち奨学生が高校生・大学生として有
意義に過ごすことができているのは、豊田佐吉翁記
念奨学金のおかげであると心から感謝しています」 
とお礼の言葉を述べました。教師を目指していると 
いう川井さんは「高校生活最後の年になり、不安や
焦りを感じながらも日々努力を重ねています。今が
苦しいのは成長しようとしている証拠であり、応援
してくれる人が周りにいる幸せな環境に感謝して毎
日を大切に過ごしています」と語りました。

▲奨学生代表 川井 久実さん

〈広告欄〉
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▲湖西運動公園でのテスト飛行

同日
開催

高空に大きな凧（カイト）で
大量風力発電！したい……

トヨタ自動車㈱
東富士研究所で
ただいま研究開発中！

凧凧
たこたこ

揚げの揚げの“勉強”“勉強”から、から、
未来への未来への“研究”“研究”まで一緒に学びませんかまで一緒に学びませんか？？

申し込みは
こちらから▶

特別事業「カイトシステムの実演」特別事業「カイトシステムの実演」
　1月 23日㈰ 11時から湖西運動公園でトヨタ自動車
株式会社マザーシップグループによる、カイトシステム
の実演を行います。
※�親子たこあげ大会参加者は申し込み不要。実演のみ見
学を希望する人は、下の二次元コードから申し込み。
応募者多数の場合は抽選を行い、小・中学生を優先。

申し込み・問合せ先
発明クラブ事務局（市民活動センター内）

☎ 576-4793　FAX 576-1237

2022

●�対 象 者　市内または近隣在住の幼児・小学生の親子
●�申込方法　市ウェブサイト（右下の二次元コード）から
申し込み、または申込書を申込先に直接持参
●�申込期間　12月27日㈪まで
●�そ の 他　応募者多数の場合は抽選
●�参加に必要なもの　たこ糸、軍手、はさみ、ごみ袋、シー
ト、木工用接着剤、防寒具、絵を描いた障子紙（事前に
配布する障子紙に絵を描いて持ってきていただきます）

豊田佐吉翁も愛した「たこ」。
竹ひご・障子紙など用意され
た材料で骨組みを組み、好き
な絵柄のたこを作ります。

と　き

ところ

1 月 23 日日 8 時 45 分（受付開始 8 時 15 分）

湖西運動公園

親子たこあげ大会第43回

〈広告欄〉
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問合せ先
健康増進課
☎ 576-1114
FAX	576-1150

まだ間に合うよ

詳しくは、下の 
二次元コードから
ご確認ください。

１

２

３

令和３年度令和３年度

コーちゃん健康マイレージコーちゃん健康マイレージ
「コーちゃん健康マイレージ」で自分の体調に合った目標を立てて、無理なく健康
づくりを始めることができます。ポイントをためると、応募者全員特典としてお
得なサービスが受けられ、抽選で賞品が当たります。

ポイントカードを手に入れる

健康に関する目標を２つ立てる

ポイントをためる

25ポイントためたら応募箱へ

健康福祉センター（おぼと）など市内14施設に応募箱と
ポイントカードを設置しています。

健康づくり（介護予防）のための目標を立てましょう。
【例】１日5,000歩ウォーキングする、間食をしない

①自分で立てた目標を１つでも実施した日…１ポイント
②指定事業に参加した日…コーちゃんスタンプ２ポイント

GOAL
※令和４年１月31日㈪までに貯めたポイントが有効
※応募箱には令和４年２月３日㈭までに投函

応募者全員特典応募者全員特典
ふじのくに健康いきいきカード贈呈

県内協力店にカードを提示すると、
店舗が指定するサービスを受ける
ことができます。

（店舗は下の二次元コードから検索）

Ｃ賞は湖西市市制 50 周年記念ノベルティグッズの
「エコバッグ」も WWプレゼント！プレゼント！

ＡＡ賞賞

ＢＢ賞賞

ＣＣ賞賞

15本

3030本本 5050本本

浜名湖産うなぎ
真空パック

KOSAI おたのしみ GIFT
感染対策グッズ

ＤＤ賞賞
100本以上500 円分ギフト券
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公益財団法人しずおか健康長寿財団
運動カードより

高齢者福祉課
☎ 576-4916 ／ FAX 576-1220

問合せ先

出　　典

湖西市
平均

中学校区別
鷲津 白須賀 湖西 岡崎 新居

筋・ 骨 格 57,288円 58,416円 82,391円 48,517円 55,455円 55,726円

慢性腎臓病 50,192円 47,261円 31,950円 33,979円 69,497円 51,829円

高 血 圧 症 26,495円 23,418円 25,560円 27,677円 21,686円 31,475円

糖 尿 病 31,080円 28,057円 26,879円 26,813円 27,473円 29,836円

脳 梗 塞 24,591円 30,479円 41,199円 23,108円 17,806円 20,696円

脳 出 血 8,054円 9,264円 11,023円 17,718円 3,106円 4,786円

「骨折・転倒」
を防ぐために
転 倒 予 防 の
運 動 を 継 続
し ま し ょ う！

【中学校区ごとにおける１人当たり費用額（令和2年度）】※費用額は自己負担額を含む

高齢者の皆さんへ 転ばない体づくりの方法 ! part３
　湖西市では、医療と介護のデータを分析し、高齢者の皆さんがいきいき生活できるよう情報発信をしています。
　今回は、後期高齢者医療から見た介護予防について紹介します。11 月号で介護が必要となった主な原因の 1位
は「転倒・骨折」とお伝えしました。医療費から見ても筋・骨格系の割合が高いことがわかります。

疾病分類別　１人当たり費用額（平成 28 年度～令和 2 年度平均値）
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問合せ先
総務課

☎	576-1698
FAX	576-1115

●人件費　※令和２年度一般会計決算、会計年度任用職員に係る人件費を除く

歳出額 人件費 人件費率
（人件費÷歳出額）

前年度
人件費率

277億207万4,000円 38億5,105万2,000円 13.9％ 18.2％

●平均給料（月額）、平均年齢
区　分 平均給料 平均年齢

一般行政職 30万9,700円 39歳 7カ月
技能労務職 26万7,300円 54歳 2カ月

●初任給（月額）
区　分 湖西市 国

一般行政職
大卒 18万8,700円 18万2,200円
高卒 15万4,900円 15万 600円

技能労務職 高卒 15万7,400円 14万7,900円

●期末・勤勉手当

区分
湖西市

国
期末手当 勤勉手当 計

  6月期 1.275月分 0.950月分 2.225月分
湖西市
と同じ12月期 1.275月分 0.950月分 2.225月分

計 2.550月分 1.900月分 4.450月分
※職制上の段階と級により加算措置（0 ～ 15％) があります。

●退職手当

区分
湖西市

国
自己都合 応募認定・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

湖西市
と同じ

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分
最高限度 47. 709月分 47.709月分
1人当たり　
平均支給額※ 659万6,000円 応募 － 　　円

定年 2,163万7,000円
※ １人当たり平均支給額は、令和２年度の退職職員に支給され

た退職手当の平均額です。

●特別職等の給与等

区　分 給料月額
期末手当の算出方法と支給額（給料月額×1.15{加算率｝×支給割合）
6月期（支給割合2.225）12月期（支給割合2.225） 計

給 料
市 長 87万円 222万6,112円 222万6,112円 445万2,224円
副市長 70万5,000円 180万3,918円 180万3,918円 360万7,836円
教育長 64万円 163万7,600円 163万7,600円 327万5,200円

退 職
手 当

市 長 87万円×500÷100＝435万円（在職1年当たり）任期4年で1,740万円
副市長 70万5,000円×300÷100＝211万5,000円（在職1年当たり）任期4年で846万円
教育長 64万円×220÷100＝140万8,000円（在職1年当たり）任期3年で422万4,000円

※全期間在職した場合の金額です。

●職員数（各年4月1日現在）
区　分 職員数 対前年

増減 主な増減理由
部　門 令和３年 令和２年

一 般 行
政 部 門 436人 427人 9人

ワクチン接種業務、
ものづくり推進 
業務の充実など

消防部門 95人 94人 1人 消防業務の充実

病院部門 159人 169人 ▲10人 退職者の未補充

総 合 計 690人 690人 0人

※ 市長・副市長・教育長・病院事業管理者・再任用短時間勤務職員・ 
派遣職員・会計年度任用職員を除きます。

●採用試験の実施状況（令和２年度）病院採用除く

職　種 受験者数
（うち女性）

採用者数
（うち女性） 倍率

一般行政職 167（56）人 10（5）人 16.7倍
土木・建築技術職 7（1）人 1（0）人 7.0倍
社会福祉士 2（1）人 1（0）人 2.0倍
保 健 師 3（3）人 2（2）人 1.5倍
幼稚園教諭 10（10）人 5（5）人 2.0倍
消 防 吏 員 79（2）人 4（0）人 19.8倍

●育児休業の取得状況（令和２年度）
区　分 育児休業 育児短時間勤務 部分休業
男　性 0 1 0
女　性 21 6 7
合　計 21 7 7

※当該年度に新たに育児休業、育児短時間勤務、　部分休業の承認を受けた人数です。

　市職員の人事行政の実態を、市民の皆さんにご理解いただくため、令和３年４
月１日現在の職員の給与などの状況を公表します。勤務条件や分限・懲戒処分、
服務などの状況、公平委員会の報告事項を加えた詳細は、ウェブサイト（「湖西市　人事行政」で検索）�
または総務課窓口で閲覧できます。

市市のの人事行政人事行政のの運営など運営などのの状況状況
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ごみ収集車の火災が発生！
正しいごみの分別にご協力ください

カセットボンベや乾電池は燃やせないごみではありません！

　令和３年８月、燃やせないごみ収集中に、ごみ収集車の火災が発
生しました。出火原因は、カセットボンベや電池類が燃やせない
ごみに混入したことによるものです。ごみの分別が徹底されてい
ないことが原因で、ごみ収集車やごみ処理施設の火災が多発して
います。ごみや資源物の正しい分別方法を改めて確認しましょう。

ごみ（資源物）の種類 出し方

カセットボンベ
スプレー缶
ライター

中身を使い切って
空にする
※穴を開ける必要
はありません。

乾電池
リチウムイオン電池

（充電式電池）

セロハンテープな
どで絶縁する
※製品から取り外
せない充電式電池
はメーカーや電器
店にお問い合わせ
ください。

●出す場所
　【湖西地区】資源物回収拠点へ
　【新居地区】指定日にごみステーションへ

　ごみ収集車やごみ処理施設で火災が発生すると、
作業員や周辺にお住まいの方の人命に関わる重大
な事故にもつながります。火災防止のため、分別
の徹底にご理解とご協力をお願いします。

問合せ先
消防本部 消防総務課
☎ 574-0214

FAX 576-3679
消防団員募集消防団員募集

地域防災の“要
かなめ
”それが消防団です。

消防団は
火を消す以外に

さまざまな活動を
しているんだ！

▶�年額報酬および災害活動・訓練など
に出動した際、手当を支給。
▶�消防団活動中の事故、ケガに対して
補償制度あり。
▶�一定期間以上勤務し退団した際は、
退職報償金を支給。
▶消防団活動に必要な被服の貸与。

入団後の待遇

活動内容
●災害に対応するための訓練
●式典（消防出初式、入退団式）
●分団対抗の消防操法大会
●応急手当普及活動
●火災予防広報

男性も女性も活躍して
います！　お気軽にお
問い合わせください！

◆ 市内に在住または在勤の方
◆ 18 歳以上の方（学生可能）
◆ 心身ともに健康な方

入団資格

火災の原因

▼火災の現場検証の様子▼火災の現場検証の様子

乾電池乾電池カセットボンベカセットボンベ
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市民意識調査市民意識調査のの結果結果ををお知らせお知らせしますします

収入が減少した 25.2％

子どもの成長環境に不安がある
（学習・遊びの場が限られる） 25.2％

ウイルスへの不安や心配事の
相談先が十分でない 22.8％

問合せ先
企画政策課
☎ 576-4521

FAX 576-1139

問合せ先
税務課
☎ 576-1217

FAX 576-1896

新型コロナウイルス感染症で
困っていること

Q

これからも湖西市に住み続けたい
と思いますか

Q 湖西市は住みやすいまちだと
感じますか

Q
「住みやすい」、「どちらかといえば住みやすい」
の合計は 70.9％でした。（昨年度よりやや減少）

「ずっと住み続けたい」、「当分住み続けたい」
の合計は 76.5％でした（昨年度よりやや減少）

　令和３年６月、無作為抽出による市内在住の満 16 歳以上 1,500 人を対象に「市民意
識調査」を実施しました。回答者は 715 人で、回答率は 47.6％でした。今回はインター
ネットでの回答の受け付けも行い、インターネット回答率は、6.1％でした。調査にご
協力いただき、ありがとうございました。
　この調査は、皆さんの意見を今後の行政活動に役立てるために参考とする調査で、
毎年実施しています。今回、全 23 問の質問の中から、３問の結果をご紹介します。
　なお、集計結果は、市のウェブサイト、市役所、新居支所、図書館などで閲覧できます。

ウェブサイトからの
閲覧はこちら ▶

◆総評◆
　今回の調査では、29 歳以下の回答割合が増加したこ
ともあり、例年と比べて全体の結果に変化のある結果と
なりました。特に、住みにくい理由では、昨年「医療」
が最も多かったのに対し、今回は「買い物や外食の利便
性」が最も多い結果となりました。
　これからも、皆さんが住みやすいと感じる湖西市の良
さを生かしつつ、住みにくいと感じる部分の改善に取り
組み、いつまでも住み続けたいと思っていただけるよう
施策を進め、職住近接を推進していきます。

お知らせ 家屋を取りこわした場合は届け出を！
　令和３年12月31日までに取りこわした家屋は、令
和４年度から固定資産税が課税されなくなります。
　家屋を取りこわした場合は、令和４年１月31日㈪
までに税務課へ届出をしてください。

●届け出に必要なもの　取りこわし日が分かる書類
　（領収書や解体業者から発行される解体証明書など）

　土地や家屋の利用状況が変わると、税額が
変更となる場合があります。利用を変更した
場合は、お早めにご連絡ください。
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お知らせ 償却資産の申告期限は１月31日㈪です

◆太陽光発電設備について
　 　太陽光発電設備も償却資産に該当します。「再生可

能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取
得し、固定価格買取制度の認定を受けていない設備
は、税の軽減措置があります。

　 　住宅用であっても、10kw以上の太陽光発電設備
で売電している場合は申告が必要です。

◆生産性向上設備について
　 　中小事業者等が先端設備導入計画に基づき取得し

た設備は、税の軽減措置を受けられる場合がありま
す。軽減対象となる設備や申告に必要な添付書類な
どは、事前にご確認ください。

◆実地調査にご協力ください
　 　状況確認のため、実地調査を順次行っています。
　立ち会いや関連資料の提出などにご協力ください。

償却資産とは？
製造業・販売業・建設業・農林水産業・
サービス業などを経営する人が、その
経営のために保持する機械・器具・備
品など

　償却資産を市内に所有している場合は、償却資
産申告書の提出が必要です。令和４年１月１日現
在の償却資産の状況などを申告してください。取
得価額の合計が免税点（150万円）未満でも申告の
必要があります。

●提出書類　償却資産申告書　および種類別明細書
●提出方法　持参（郵送または電子申告も可）　
●提出期限　１月 31 日㈪
●提出場所　�市役所税務課（西部地域センター、�

新居地域センターは受け付け不可）
●問合せ先　税務課
　☎ 576-1217　FAX576-1896

償却資産の対象

▶構築物（ビニールハウス、駐車場の舗装など）

▶機械・装置（旋盤、プレスなど）

▶船舶

▶車両・運搬具（運搬車など）

▶工具・器具・備品（机、イス、陳列棚など）

償却資産の対象外

▶土地・家屋

▶無形固定資産（ソフトウエアなど）

▶耐用年数１年未満の資産

▶少額減価償却資産など

▶自動車税および軽自動車税の課税対象と 
なるもの

スマホで確定申告！　令和 3年分の確定申告から、スマートフォンのカメラ機能
を使用して給与所得の源泉徴収票を読み取り自動入力できる
ため、より簡単に申告書を作成できるようになりました。●問合せ先　浜松西税務署　☎ 555-7111

※確定申告に必要な書類は申告する内容によって異なります。詳しくは国税庁HPをご覧ください。

名古屋国税局ホームページでは、
申告書等の作成の際に役立つ情報を掲載しています！ ※�掲載コードのリンク先は予告無く変更

または、削除される場合があります。

入力時間を

 短縮！
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学校への問い合わせはご遠慮ください。
 　申込多数の場合は、入所待ちとなることがあります。
なお先着順ではありません。
 　現在利用している方も、新年度の利用に当たって申請
が必要です。入所調整の結果によっては継続利用ができな
い場合もあります。
 　長期休暇中の利用申請も同時に行います。長期休暇前に
あらためて募集することはありませんので、長期休暇期
間のみの利用でも必ずこの募集期間内に申請書をご提出
ください。

募　集
注意事項　放課後児童クラブは、学校から帰宅して

も保護者が就労などの理由で家庭にいない
小学生を対象に、保護者に代わって遊びや
生活の場を提供する事業です。
●�対 象 者　 就労などの理由で保護者が

昼間家庭にいない小学校児童
●�必要書類　利用申請書、就労証明書など
（各クラブまたは市ウェブサイトで取得）
●申込期間　12月20日㈪～１月31日㈪
●�提出・問合せ先　入所を希望するクラブ

令和４年度放課後児童クラブ入所申し込み

放課後児童クラブ名 対象学区 実施場所 長期のみの
募集有無 電話

①�なろっぷ児童クラブ（ゆめ・きぼう） 鷲津小学校区 ふれあい交流館 有 090-6762-4433
②白須賀小学校放課後元気クラブ 白須賀小学校区 白須賀小学校内 有 090-6760-7038
③東小学校放課後元気クラブ 東 小 学 校 区 東小学校内 有 080-1569-3944
④岡崎小学校放課後元気クラブ 岡崎小学校区 岡崎小学校内 有 090-6760-3004
⑤知波田小学校放課後元気クラブ 知波田小学校区 知波田小学校内 有 090-6762-2490
⑥あらいっこたまゆらのいえ
のびりん元気クラブ 新居小学校区 新居小学校内、

子育て支援センター内 無 575-0654
（湖西市シルバー人材センター）

放課後児童クラブ名 対象学区 実施場所 長期のみの
募集有無 電話

Ⓐ�なろっぷ児童クラブあせかくこ 全校区 湖西なろっぷスクール 有 576-6138
Ⓑおかさきこども園　放課後児童クラブ秋津 岡崎小学校区 おかさきこども園 有 577-1234
Ⓒ真愛谷上学童クラブ　※令和４年４月開所予定 鷲津小学校区 株式会社ナカジマ２階 有 579-2238

　以下のＡ～Ｃのクラブについては、申込期間や必要書類などが異なるため、各クラブにお問い合わせください。

お知らせ 湖西市公共下水道の事業計画変更
　市では平成６年度に最初の下水道事業認
可を取得し、平成７年度から下水道の整備
を行っています。今回第８期目となる下水
道事業計画の変更を行いました。

　下水道事業計画区域内の未整備地区に
ついては今後７年間（令和９年度まで）に、
順次整備を進めていきます。なお、今後も
事業の進捗状況により、事業計画区域を順
次拡大していく予定です。

※ 全体計画区域とは、令和23年度（予定）までに
整備する区域です。
 事業計画区域とは、令和９年度（予定）までに
整備する区域で、既整備済み区域を含みます。

●名　　称　湖西市公共下水道事業計画
●主な変更点
項目 変更前 変更後

計画区域
面積 約855ha 約856ha

計画期間
平成６年度～
平成35年度

（令和５年度）

平成６年度～
令和９年度

下水道課  ☎ 574-2212　FAX 576-3133

湖西市公共下水道事業区域図

問合せ先
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曜日 ところ

火 西部地域センター（岡崎）、
北部多目的センター（知波田）

水 ふれあい交流館（鷲津）、
南部構造改善センター（白須賀）

木 西部地域センター（岡崎）、
はつらつセンター（入出）

金 ふれあい交流館（鷲津）

にこにこ広場

湖西市子育て支援センター「のびりん」
　湖西市新居町浜名 485

☎ 594-5922　/　FAX594-5923

【開館時間】
　　事 　 務 　 所　8:30 ～ 17:15

※わくわく広場の利用時間は
　 ウェブサイトをご覧ください

「「にこにこ広場にこにこ広場」に」に
遊び遊びに行こう！に行こう！

こんなこと思ったことありませんか？
「子どもと遊びに出かけたいなぁ～」

　「家の近くに遊べる場所があったらいいなぁ～」
「同じ地区の子が集まれる場所ってどこ？」

子育て支援センターから、市内の公共施設に“にこにこス
タッフ”が出張します。親子が共に遊び、交流し、いきいき
としたふれあいの時間を過ごす場所を提供しています。

●対　象　０～３歳のお子さん（市外の人も歓迎！）
●と　き　火～金曜日の 9時 30分～ 11時 30分

子育て支援センターの休館日、祝日はお休み
●内　容　自由遊び、親子ふれあい遊び、絵本の読み聞かせなど
●�その他　�上記時間内であれば出入りは自由です。お子さんのご機

嫌に合わせて、都合のよい時間に遊びに来てください☆

▲新聞紙遊びの様子
クシャクシャとした音や破ったときの
感触を楽しみます。新聞紙の素材を楽
しみ、五感を使って遊ぶことができます。

子育て情報館

光ちゃんに会えるのを楽しみにしてたよ♪
元気で笑顔のステキな女の子になーれ♡

父◦ 秀
しゅう

介
すけ

さん　母◦礼
あ や か

花さん（新居町内山）

三
み

浦
うら

　光
ひかり

さん（1カ月）

17



行事名 対　象 と　き ところ 持ち物

プレパパ・プレママ教室◯予 妊婦とそのパートナー 15日土 ◯受   9：00～ 9：15 
 9：15～11：30

3階
小会議室

母子手帳
※事前申し込みが必要です

はじめてのママ教室◯予 今月のはじめてのママ教室はお休みです。
離乳食教室◯予 2021年9月生まれの第1子

と保護者および希望者 20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 2021年5月生まれの第1子
と保護者および希望者 11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 2021年2月生まれの子
（希望者） 6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
※ポルトガル語・

スペイン語通訳有り

2020年6月生まれの子 12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
2019年12月15日～2020年 
1月6日生まれの子とその保
護者

24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

3歳児健康診査
※ポルトガル語・
　スペイン語通訳有り

2018年10月生まれの子 26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 19日水 ◯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

1～3、10、12、26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

保推、食推の地区活動をご紹介！！ Part４保推、食推の地区活動をご紹介！！ Part４ 今月は「白須賀地区と知波田地区」です。

▶白須賀地区
10 月 6 日㈬南部構造改善センターにてハーバリウム作

りを体験しました。顔見知りの方も多く、和気あいあいと
した雰囲気の中、水中に思い思いの題材をいれ、個性豊か
な作品ができ上がりました。先生からは一人一人に作品の
良い点をコメントしていただけ、褒められることがこんな
にうれしいことと改めて感じました。人の良いところを見
つけられる目と心を養いたいと思いました。

▶知波田地区
9 月 11 日㈯湖西中学校武道場（昇陽館）にて「合気道

的生活」の実践を行いました。合気道は「礼」で始まり、「礼」
で終わり、目線と心の向きを一つにする「心身統一」の精
神が基本になります。ちょっと難しそうな合気道を、生活
に生かす動きを教えていただくことで呼吸法や、肩こり改
善法、護身術までもを身に付けることができました。いく
つもの動きを、一度に行うので脳の活性化にもつながり、
個々のペースで無理なく動けばよいので楽しみながら体を
動かすことができました。多くの皆さんにも体験できる機
会を作りたいと思っています。

▶食生活改善推進員
食推さんで試作、検討を重ねて決定した「カ

ルシウム献立教室」を 11 月 20 日㈯に知波
田地区で、「モデル献立教室」を 11 月 27 日
㈯に白須賀地区で開催しました。モデル献立
は市ウェブサイトに掲載しています。右下の
二次元コードからご覧ください。
　皆さんも作ってみてください。

保健推進委員

健康づくり食生活推進協議会
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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 13日木 13：30～15：30 新居地域センター 国の行政に関する苦情や相談に応じます。総務課 ☎ 576-1698
 FAX576-1115

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
6日木 10：00～15：00 新居地域センター

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
FAX452-801118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）

6日木
13日木
20日木
27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（予約受け付け）
☎ 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 18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
15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。先着8人まで）

湖西市社会福祉協議会
☎ 525-6667
FAX575-3299

4日火
22日土 9：00～12：00 健康福祉センター

（おぼと）

司法書士相談◯予 11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。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 今月の高次脳機能障害医療等総合相談会はお休みです。

こころの
健康福祉
総合相談◯予

27日木 13：30～15：30
（健康福祉センターお
ぼと内）
西部健康福祉センター
浜名分庁舎

不眠や不安、ひきこもり、アルコールな
どの依存症、物忘れや認知症、思春期
の問題など、こころの病気や健康につい
て、精神科医、保健師が相談に応じます。

西部健康福祉センター
浜名分庁舎

 ☎ 401-0155

健康相談◯予 27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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湖西市育英奨学生を募集しています

放送大学４月入学生募集放送大学４月入学生募集
　放送大学は、テレビやイン
ターネットなどを利用して授
業を行う通信制の大学です。
さまざまな目的で 10 代から
90 代までの幅広い世代、職
業の人が９万人ほど学んでい
ます。
　心理学、福祉、経済、歴史、
文学、情報など約 300 の幅広
い授業科目があり、１科目か
ら学ぶことができます。資料
を無料で差し上げています。
お気軽に問い合わせください。
●申込期限　3 月 15 日㈫
●�問合せ先　放送大学　浜松

サテライトスペース
☎ 053 -453 -3303

　経済的な理由によって修学が困難な生徒や学生
に奨学金を無利息で貸し付けます。
●�奨学金額

▶高校生、高専生など　月額 15,000 円以内
▶大学生など　月額 50,000 円
●�受付期間　2 月 25 日㈮まで（土・日曜・祝日、

12 月 29 日㈬～１月３日㈪は除く）
●�応募方法　次の①～⑥の書類を申込先へ提出。

 ①申請書（申込先または湖西市ウェブサイト
で配布）、②奨学生推薦書、③学業成績証明書、
④世帯全員の住民票、⑤健康診断書（学校で実
施した定期健康診断票の写しを原本証明したも
ので可）、⑥所得等関係書類の交付・閲覧請求
に係る同意書
●申込・問合せ先　教育総務課

☎ 576 -4792　FAX576 -4872

湖西都市計画案の縦覧湖西都市計画案の縦覧
　計画案についてのご意見は、意見
書として提出することができます。
�都市計画案の概要
▶湖西都市計画下水道の変更

 湖西市公共下水道事業全体計画の
区域縮小に伴い、都市計画下水道
の整備区域を 1,184ha から 1,098ha
へ縮小する。
●�と　き　1 月 4 日㈫～ 18 日㈫ 8 時 30

分～ 17 時 15 分（土・日曜・祝日除く）
●�ところ　湖西市役所都市計画課、

湖西浄化センター下水道課
●�その他　申し込み不要。直接お越

しください。上記の期間中は、市
ウェブサイトでも公開します。
●意見書の提出
▼�提出方法　都市計画課、湖西浄化

センターへ持参または郵送
▼�提出期限　1 月 18 日 ㈫ 17 時 15

分　※必着
▼�対象者　湖西市民またはその利害

関係者
▼�その他　意見書の様式は 1 月４日

㈫以降に市ウェブサイトからダウ
ンロードできます。
●�問合せ・意見書提出先

下 水 道 課　☎ 574 -2212
〒 431 -0441 湖西市吉美 950 -28
都市計画課　☎ 576 -3117
〒 431 -0492　湖西市吉美 3268

暮らしなんでも無料相談暮らしなんでも無料相談
　日常生活で起こるトラブルや悩
みごと、家庭問題、介護、法律、
年金、消費生活、住まいなどの相
談を受け付け、解決方法の提案や
相談窓口の紹介をしています。
●�受付日時　月～金曜日（祝日除

く）9 時～ 17 時
●�相談窓口　ライフサポートセン

ター西部事務所
☎ 053 -461 -3715

見えかたが気になる人の 見えかたが気になる人の 
相談相談（乳幼児から大人まで）（乳幼児から大人まで）

　眼疾患のあるお子さんの子育て、
眼疾患などによる日常生活や学校
生活、仕事や将来への不安など、
見えかたによる悩みがある人の相
談に応じています。相談は無料で
す。
●�問合せ先　静岡県立浜松視覚特

別支援学校 ☎ 053 -436 -1261

1月のシルバー人材 1月のシルバー人材 
センター入会説明会センター入会説明会

●�と　き　1 月 11 日㈫、24 日㈪
13 時 30 分（予約不要）

●�ところ・問合せ先　湖西市シル
バー人材センター事務所

☎ 575 -0654

応募資格 次の条件を満たす人

1　湖西市民の子弟
2　学業、人物共に優秀かつ健康で学資に困る人
3　上記学校等に在学中または来年度入学見込みの人

〈広告欄〉

20



令和 3 年 10 月 4 日㈪令和 3 年 10 月 4 日㈪
静岡県消防防災航空隊との合同山岳救助訓練（左）静岡県消防防災航空隊との合同山岳救助訓練（左）
　2 名のハイカーがケガをして自力で下山できなくなった
事案を想定し、湖西連峰ハイキングコースで実施しました。
　徒歩で山道を登り現場に向かう地上隊と、静岡市からヘ
リで向かう県の航空隊、それらの指揮を取る現場指揮本部
が無線で綿密に連絡を取り合い、要救助者の位置やケガの
程度などを確認し合います。ヘリが現場上空に到着すると、
素早い連携プレーで 1 名をつり上げ、助け出しました。ケ
ガの程度が軽いもう 1 名は、ストレッチャーに乗せ、救助
隊数人がかりで持ち上げて下山しました。

令和 3 年 10 月 12 日㈫令和 3 年 10 月 12 日㈫
ヤマハ発動機株式会社開発部との合同水難救助訓練（右）ヤマハ発動機株式会社開発部との合同水難救助訓練（右）

浜名湖は釣りやマリンレジャーのメッカであり、毎年水
難事故が発生しています。水上バイクの専門家に同乗して
もらい、必要な操船技術などを指導してもらいました。

会場アンケート回答で 会場アンケート回答で 
お菓子プレゼント！お菓子プレゼント！

　市内外の住宅購入を検討されてい
る皆さんに、湖西市の魅力や移住定
住支援制度を PR するため、ブース
出展をします。会場にてアンケート
に答えていただくと、湖西市内のお
店のお菓子をプレゼント！
●と　き　1 月 8 日㈯
●�ところ　浜松西ハウジングセン

ター（浜松市中区東伊場 2-11 -3）
●�問合せ先　企画政策課

☎ 576 -4910　FAX 576 -1139詳しくはこちらの
二次元コードから
ご覧ください

▲

▲東海道今切勝景（1863 年）歌川芳虎画

●�とき　 1 月 4 日㈫～
2 月 27 日㈰

●�ところ
　新居関所史料館

●�問合せ先　新居関所史料館
☎ 594 -3615

　「上洛」とは朝廷がある京都に入ることです。14 代将軍家茂が大
軍を率いて上洛した様子を描いたさまざまな浮世絵を紹介します。

館蔵浮世絵版画展館蔵浮世絵版画展
「上洛を描いた版画」「上洛を描いた版画」

湖西市消防署湖西市消防署がが
市内市内でで訓練訓練をを実施！実施！

〈広告欄〉
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　前回、空き家（住宅）を解体する場合の費用について紹介しました。
　今回は、空き家（不動産）の相続登記についてご紹介します。

空き家等対策について №9
Ｑ１：そもそも相続登記ってなんのこと？
Ａ１： 不動産の所有者が亡くなられた場合に、土地・建物の名義を相続人

の名義に変更する手続きのことです。

Ｑ２：相続登記をしないとどうなるの？
Ａ２： 相続登記をしないで放置しておくと、相続が重なって誰が相続人となるの

か調査をしなければ分からなくなります。そのため、調査に相当な時間が
かかり、相続登記の手続き費用などが高額となる恐れがあります。

Ｑ３： 登記って面倒くさそう。誰に相談したらいいの？
Ａ３： 不動産登記は、土地や建物の権利を証明する唯一の手段です。自己名義で

ない不動産は、売却したり担保にしたりすることができないため、相続登
記を放置しておくと、思わぬ不利益を受けることが予想されます。

　　　まずは、司法書士や行政書士など専門家に相談することをお勧めします。

●問合せ先
建築住宅課
☎ 576 -4549
FAX  576 -1897

★図書館の新春イベントに参加しよう！

「万葉と沙羅」中江 有里／著　文藝春秋
中学で登校拒否になり、通信制高校
に入学した沙羅は、幼馴染の万葉に
再会。本好きの彼に刺激され、新し
い本に出会っていく…。実際の本を
あげながら描く瑞々しい連作短編集。
『オール讀物』他掲載に加筆修正。

（TRC　TOOLi）

お知らせ

祝日は開館しますか？Q

図書館
Q & A みなさん知っていますか？

Ａ 開館します。ただし祝日と休館日が重なった
場合はその翌日が休館日となります。
※中央は月曜、新居は火曜休館

▶文学
　「吾妻おもかげ」　梶よう子
　「神曲」　川村元気
▶趣味・実用書
　「はたらく車の刺しゅう」ささきえみこ
　「基本からわかる男の料理術」
▶その他
　「ＳＤＧｓな生活のヒント」タラ・シャイン
▶絵本
　「ゴリラさんは」北村裕花
▶児童文学
　「体育がある」村中李衣

詳しくは館内掲示・ウェブサイトをご覧ください。
●本の福袋（貸し出し）　※なくなり次第終了
中央・新居図書館　１月５日㈬

●おみくじ
新居図書館　1月５日㈬～１月16日㈰

●リサイクル本の配布
中央・新居図書館　１月５日㈬

●人形劇　※要申し込み、12月18日㈯から窓口・メールで受付
中央図書館　１月8日㈯

●高校生による新春書道展
中央図書館　１月8日㈯～1月23日㈰

●工作教室「とりのおもちゃを作ろう！」※申し込み・費用不要
新居図書館　１月9日㈰
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■休日救急当直医（9：00～ 17：00）

1
日

疋田クリニック 
（内 / 循 / 小）
☎ 594-8222

10
日

後藤内科医院 
（内 / 小）
☎ 572-3292

2
日

伊藤医院 
（内 / 小）
☎ 578-0658

16
日

牛田クリニック 
（内 / 外 / 消 / 小 / 皮）
☎ 574-2252

3
日

みなとクリニック 
（内 / 循）
☎ 595-0780

23
日

みなとクリニック 
（内 / 循）
☎ 595-0780

9
日

クリニック井田
（内 / 外【消 / 乳腺】）
☎ 595-1188

30
日

きもと小児科 
（小）
☎ 576-1938

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。

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。

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 11月末現在の人口など 前年同月末数 令和３年 11月の異動者数

■人口 58,645 人 59,105 人 ■転入 155 人
■男 30,031 人 30,295 人　 ■転出 178 人
■女 28,614 人 28,810 人　 ■出生 28人
■世帯数 24,503 世帯 24,302 世帯 ■死亡 42人

　11 月 24 日、国交省の委員会において「浜松湖西豊
橋道路」のルートが決定、湖西市内にインターチェン
ジ（IC）の設置が決まりました！
　翌日には第 1 回「土地利活用推進本部」を開催し、
① 湖西市全体の土地利活用に関するグランドデザイン策定
② 「浜松湖西豊橋道路」IC 周辺の再開発・アクセス道路整備
③ 工業用地等の確保に関する中長期的な計画
④ 住宅用地の確保に関する効果的な施策の実施
を 4 本柱に、「職住近接」に繋がる土地の利活用を前
に進めていきます。
　新型コロナワクチンの 3 回目接種、12 月から医療
関係者に対し始まりました。65 歳以上の方々は 2 月 6
日開始を予定しており、順次接種券を送付させていた
だきます。感染予防と同時に、地域経済の活性化のた
め、来年 2 月に「飲食店消費喚起 LINE クーポン」を
発行します。2 千円以上の消費で 1 千円割引など、1
人最大 1,800 円がお得になるクーポン。県の「ふじの
くに安全・安心認証」を取得した市内の飲食店で、ぜ
ひご利用ください！

　皆様にとって、令和 3 年は、
どんな年だったでしょうか。
　令和 4 年は、湖西市制 50 周年
という、記念の年を迎えます。
　市としても、これを契機に、未来へ、持続可能な発
展につながるような、さまざまな記念事業を予定して
います。新型コロナが終息し、皆様にとっても、良い
一年となりますように！

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。

60

湖西市長

宝くじ社会貢献広報事業で
整備しました

　西町町内会（新居中央自治会）が、山車を宝
くじ助成金で整備しました。

※ 「宝くじ社会貢献広報事業」とは、一般財
団法人自治総合センターが、宝くじの社会
貢献広報事業として、宝くじの受託事業収
入を財源として地域のコミュニティ活動の
充実・強化を図ることにより、地域社会の
健全な発展と住民福祉の向上に寄与するこ
とを目的に行うものです。

浜松浜松湖湖
ここ
西西
さいさい
豊橋道路ICが市内に設置。地域経済の活性化策！豊橋道路ICが市内に設置。地域経済の活性化策！
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できた！はにわもできた！
ふるさと学習室（湖西中学校）の特別
一般公開が行われました。「知波田小

学校遺跡」にまつわる講演や、大知波峠廃寺跡から
発掘された鮮やかな緑色の釉

ゆう

薬
やく

が非常に美しい鉢
（写真右下）、新居町沖湖底遺跡群の遺物などが展示
されました。勾玉づくり体験では、約１時間かけて
石を磨いてきれいな勾玉が完成。ヒントが少なく難
しい「はにわパズル」を見事解いたお子さんも。

外国人も日本人も一緒に訓練

火遊びは絶対にしません

HUG（避難所運営ゲーム）体験会が
行われました。表鷲津地区（約 12%

が外国人住民）の住民や通訳ボランティアなどが、
地域防災指導員の進行でゲームに参加。「やさしい
日本語」を使った掲示を作成するなど、外国人も日
本人も協力し合って避難所運営を進めていました。
参加者からは「災害対策も外国出身の人への対応も
日頃からの準備が大切」という声が聞かれました。

市内５園の幼年消防クラブ（年長児）
の防火パトロールが各園周辺で行われ

ました。「火の用心」と書かれた法被を着て、拍子
木を鳴らしながら練り歩いた園児たち。そのほかに
秋の火災予防運動として、ひとり暮らし高齢者防火
診断、市内のホームセンターや家電量販店での住宅
用火災警報器の啓発などが行われました。

問合せ先
水道課
☎ 576-4534　FAX 576-1367

４４月月１１日から日から水道料金水道料金のの
クレジットカクレジットカーード決済ド決済のの
受け付け受け付けをを開始します開始します

４月１日からウェブサイトの専用ページ
でお申し込みいただけるようになります。

（申込窓口はインターネットのみ）

※ これまでの水道料金の支払い方法であ
る、口座振替と納付書でのお支払いに
クレジットカード決済を追加すること
で、紙の消費量の削減による環境保全
への取り組みや業務の効率化と共にお
客様サービスの向上を図ります。

◆医療従事者の皆さんへの取材中、周囲への感謝の言葉が
多く聞かれたのが印象的でした。感謝の相手は、病院事務
職員、市役所ワクチン担当職員、友だちと遊ぶのを我慢し
てくれた自身のお子さんなどなど。記事中では取り上げる
ことができませんでしたが、見えないところで医療従事者
を支える全ての皆さんにもこの場を借りて感謝を。（M.Y）
◆表紙は鷲津駅前のイルミネーション点灯式直後の場面。
女の子がお母さんに抱っこされてニコニコしている姿は、
寒い冬にとっても心が温まる光景でした（Sa）


