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“お互いさま”で助け合うこさいを目指して
「ちぃーとサポート」
児童手当制度が変わります
令和4年度 湖西市予算
ふるさと情報局

2

4

6

16

※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。

陽春のハマイチ！
ハマイチとは浜名湖を一周すること。
第19回浜名湖サイクルツーリング／ハマイチ2022に県内外から
サイクリストが訪れ、春めく浜名湖の景色を楽しみました。

2022.3.12　松見ヶ浦にて撮影



令和４年４⺼
「ちぃーとサポート」が

スタート！

”お互いさま””お互いさま”で助け合うで助け合う
こさいを目指してこさいを目指して
　現在、湖西市の 65歳以上の割合は令和
４年 1月末時点で 28.5％であり、年々上
昇しています。地区によっては 40％を超
えているところもあります。
　湖西市では平成 28年度から生活支援体
制整備事業「支え合い推進会議」において、
高齢になっても、安心して湖西市で暮らし
続けられるためにどんな支援があるとよ
いか、市民の皆さんも含めた関係者で話し
合いを続けています。その話し合いの中で
も、行政サービスだけでは解決できない日
常生活の「ちょっとした困りごと」を抱え
る人が増えていることが、課題として挙げ
られてきました。そんな中、今回、日常生活
での「ちょっとした困りごと」を地域住民
同士で助け合う有償ボランティアによる活
動「ちぃーとサポート」が、令和４年４月
からスタートしました。

（”ちぃーと”とは、遠州地方の言葉で”ちょっと”を意味します）

地域たすけあい活動「ちぃーとサポート」のご案内
■利用できる人	 市内在住のおおむね65歳以上の人

（65歳未満のご家族と同居している人も対象）
■利用時間 8時～17時
■利用料金 10分100円（最長60分まで）
■利用回数 8回まで/月
■内　　容 	ごみ出し、電球交換、買物の付き添い・代行、

散歩・外出の付き添い、部屋の掃除、洗濯・
布団干し、庭の草取り、郵便物の内容確認、
日常のペットの世話　など
※その他の内容を希望する場合は要相談

問合せ先 	☎ 576-4916
	FAX	 576-1220

高齢者福祉課

自治会

地区社協

民生委員

老人クラブ

地域の活動団体

社会福祉法人
・民間企業

NPO法人

地域包括
支援センター

市

住民

※イメージ
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　地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で
安心して生活していけるよう、主任ケアマネジャー、社会福祉士、保
健師などが中心となって支援を行います。
　お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

支え手さん（有償協力ボランティア）を募集しています！！

 ちぃーとサポート利用の流れちぃーとサポート利用の流れ

　あなたが「できること」を「できるとき」に「無理のない範囲」でたすけあい活動を始めてみませんか？
　「地域のために何かしたい！」と考えている方、お気軽にご連絡ください。

●支え手さんは、市内在住の18歳以上で地域福祉
に関心のある方が登録できます。

●活動内容は、市内に住む高齢者の日常生活での
困りごとのお手伝いです。

①申込み　２日前までに社会福祉協議会へ連絡してください。	☎ 575-0294
※調整が間に合わないときがありますので、早めにお申し込みください。

②依　頼　社会福祉協議会が仲介役になり「支え手」へつなぎます。
③利　用　「支え手」が活動します。
④利用料　利用終了後、利用料を「支え手」に渡してください。「支え手」が領収書をお渡しします。

湖西市社会福祉協議会　
☎575-0294　FAX	575-3299
【生活支援体制整備事業について】
高齢者福祉課　☎576-4916

全ての申し込み・問合せ先

高齢者に関する相談窓口

「地域包括支援センター」を
ご利用ください

太田 450番地の 1
問合せ先　☎ 573-2050

地域包括支援センター 「湖西白萩」

新所・岡崎・梅田入会地17番地の20
問合せ先　☎577-5455

地域包括支援センター 「光湖苑」
新居町新居1800番地の1
問合せ先　☎594-7474

地域包括支援センター 「燦光」
新居町中之郷3636番地の21
問合せ先　☎595-1114

地域包括支援センター 「恵翔苑」

35月号



令和4年6月から令和4年6月から

児童手当制度の一部が変わります児童手当制度の一部が変わります

　現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降の児童手
当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護(監護)、生計同一
等)を満たしているかどうかを確認するものです。
　これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、
令和４年６月以降は次の人を除き、現況届の提出は不要となり
ます。

公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
⃝公務員になった場合
⃝退職等により、公務員でなくなった場合
⃝公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届の提出が必要な人(令和４年６月～ )

①	配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が湖西市と異なる人
②支給要件児童の戸籍や住民票がない人
③離婚協議中で配偶者と別居されている人
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
⑤その他、湖西市から提出の案内があった人

以下の変更事項があった人は湖西市に届け出てください。

①	児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
②	受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき（他の市区町村や海外への転出を含む）
③	受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④	一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなった
とき
⑤	受給者の加入する年金が変わったとき（受給者が公務員になったときを含む）
⑥離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
⑦	国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

　　　　現況届の提出が原則不要になります

問合せ先 ☎ 576-1813
	FAX	 576-1220

子ども家庭課

改正①

〈広告欄〉
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「児童福祉週間」は子どもの健やかな成長、子どもや家庭を取り巻く環境について国民全体で考え
るために、全国各地で行事や啓発事業を行う期間です。
　子どもたちの未来のため、健やかな成長のために私たちにできることを考えてみませんか。静岡県
子育てポータルサイト「ふじさんっこ☆子育てナビ」では、さまざまな相談窓口を紹介しています。
▶http://www.fujisancco.pref.shizuoka.jp/
● 問合せ先　静岡県健康福祉部こども未来課　☎	054-221-3546

※�扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族（里親などに委託されている児童や施設に入所している児
童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。）�ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持し
たものの数をいいます。�扶養親族等の数に応じて、限度額（所得額ベース）は、１人につき38万円（扶養親族等が同一生計配
偶者（70歳以上の者に限ります。）または老人扶養親族であるときは44万円）を加算した額となります。
※�「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を
控除した後の所得額で所得制限を確認します。

　児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設
し、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。

　　　　特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます

５月５日（こどもの日）から11日までは「児童福祉週間」です！
～見つけたよ  広がる未来と  つかむ夢～（令和４年度児童福祉週間標語）

⃝所得が下表①未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)
を支給
⃝所得が下表①以上で表②未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
⃝【新設】所得が表②以上の場合、児童手当等は支給されません。

※�児童手当等が支給されなくなったあと、所得が②を下回った場合、改めて認定請
求書の提出等が必要です

扶養親族等の数
（カッコ内は例）

①所得制限限度額 ②所得上限限度額【新設】
所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

0 人
（前年末に児童が生まれていない場合�など） 622 833.3 858 1071

１人
（児童１人の場合�など） 660 875.6 896 1124

２人
（児童１人�＋�年収 103万円以下の配偶者の場合�など） 698 917.8 934 1162

３人
（児童２人�＋�年収 103万円以下の配偶者の場合�など） 736 960 972 1200

４人
（児童３人�＋�年収 103万円以下の配偶者の場合�など） 774 1002 1010 1238

５人
（児童４人�＋�年収 103万円以下の配偶者の場合�など） 812 1040 1048 1276

改正②

〈広告欄〉
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　令和4年度予算は、引き続き、新型コロナウ
イルスの感染拡大防止の徹底を図りながら、
ポストコロナを見据え、社会経済活動の両立
を図るため、さらなる『職住近接』による持
続可能な発展に向け、
1．安全・安心、医療、福祉
2．結婚、出産、子育て、教育
3．産業
4．交流
の４本の柱に加え、横断的施策として「カーボン
ニュートラルやＤＸの推進」を着実に推進します。
　さらに、中長期の施策である「モノづくり人材育
成・産業ネットワークの構築」と「土地利活用の推
進」も並行して進めます。
　重点施策として、子どもを安心して生み、子育て
できる環境づくりを推進するため、妊娠期から子育
て期にわたる切れ目のない支援を積極的に実施し
ます。
　また、湖西市の屋台骨であるモノづくり産業の発
展、その礎となる人づくりに向け、20年後、50年
後の未来の湖西を見据え、市制50周年を機に新た
に「佐吉の郷・スタートアップ支援事業」を創設し、
第2の佐吉を目指す人材の育成や企業の支援に取
り組んでいきます。

将来を見据えた財政運営
　限られた財源を有効活用するため、残
高を意識した財政調整基金からの繰り入
れを行います。また、大型建設事業に対
応するため市債を活用し、収支のバラン
スを図ります。

◆財政調整基金・市債の状況

金額 対前年度比

財政調整基金
繰入金額
（当初）

13.2億円 10.0％増

市債発行額 26.5億円 55.5％増

市債残高
（繰越前） 185.1億円 6.2％増

　特定の事業を行うため一般会計と区分
して設置しているものです。一般会計か
ら、総務省の考え方に基づいた財政収支
のバランスを取るための調整額を繰り入
れています。

令和令和44年度予算年度予算
『働くまち』から『働いて暮

・

ら
・

す
・

まち』へ

問合せ先 ☎ 576-1112
	FAX	 576-1115

財政課

一
般
会
計
歳
入

※（　）内は構成比

6.0億円
32.8億円

58.0億円
2.1億円
3.1億円
4.0億円

個 人 市 民 税
法 人 市 民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
市 た ば こ 税
都 市 計 画 税

市税の内訳

寄附金
3.2億円（1.3％）

その他(自主財源)
12.3億円（5.0％）

市債
22.7億円（9.1％）

地方消費税交付金
15.2億円（6.1％）

その他(依存財源)
6.8億円（2.7％）

県支出金
14.6億円（5.9％）

繰入金
18.0億円（7.2％）

自主財源
依存財源

地方交付税
1.2億円（0.5％）

税率引き上げ分の地方消費税は
社会保障施策に充当

　この引き上げ分に係る地方消費税交付金
は、8.3億円を見込み、子育て支援事業など
の少子化対策や医療・介護事業などに使わ
れます。

使用料及び手数料
4.0億円（1.6％）

市税
106.0億円
（42.6％）

市税
106.0億円
（42.6％）国庫支出金

44.8億円（18.0％）
国庫支出金
44.8億円（18.0％）

一
般
会
計
歳
出

※（　）内は構成比

消防費
12.4億円（5.0％）

議会費
1.8億円（0.7％）

農林水産業費
2.1億円（0.9％）商工費

6.9億円（2.8％）

その他
1.2億円（0.5％）

民生費
73.8億円
（29.6％）

民生費
73.8億円
（29.6％）

衛生費
66.2億円
（26.6％）

衛生費
66.2億円
（26.6％）

土木費
22.9億円
（9.2％）

土木費
22.9億円
（9.2％）

総務費
25.4億円（10.2％）
総務費
25.4億円（10.2％）

教育費
19.0億円（7.6％）
教育費
19.0億円（7.6％）

公債費
17.1億円（6.9％）
公債費
17.1億円（6.9％）

一般会計当初予算 248.8億円（前年度比15.1％増）

1.4％減
4.2％増
10.4％増

55.4億円

8.1億円
43.2億円

予　算　額
会　計　名 対前年度比 

3.2億円

1.5億円
6.1億円

一般会計からの繰入金□特別会計

□企業会計

国民健康保険事業特別会計
介護保険事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計

3.1％増
2.7％減

会　計　名

－
 7.4％減

対前年度比 

対前年度比 
0.5％増
2.3％増
12.9％増

－
26.6億円公共下水道事業会計

水 道 事 業 会 計
病 院 事 業 会 計

5.3％増

一般会計からの繰入金

9.3億円

5.0％減5.9億円

金　 額

予　算　額
対前年度比 金　 額 金　 額

（うち営業助成5.2億円）

金　 額

19.0億円
38.5億円
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●子育て支援の拡充�………………………… 1億6,843万円
　妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援により、子どもを安心して生み、
子育てできる環境づくりを推進します。
①ワンストップ相談窓口機能の充実「育ちの応援ステーション」
②マタニティタクシー利用の助成制度を新設
③�LINEを活用した子育てに役立つ情報のプッシュ型配信
④保育料の引き下げや多子世帯への減免の年齢拡大
⑤放課後児童クラブの増設�など

●市制50周年記念事業� ………………………… 3,859万円
　令和４年１月に市制50周年を迎え、継続的かつさらなる持続可能な未来に
つながる記念事業を行います。
　また、50周年を契機として、「佐吉の郷・スタートアップ支援事業」による
創業支援やご当地グルメプロジェクト（地場産品のブランド化）、地域イベント
のPRなど、市の魅力を創造・発信し、地域活性化を図ります。

●ゼロカーボンシティの実現に向けて
………………………………………2,138万円
　湖西市版ゼロカーボンシティの実現のため、
省エネルギー化に向けた診断・分析を行う中
小企業への支援や再生可能エネルギーの普及
促進、行政におけるゼロカーボン化を推進し、
CO₂排出量の削減を図ります。

●モノづくり人材育成・産業ネットワーク
の構築�…………………………… 517万円
モノづくりのまち・湖西市の産業を持続的に発展さ

せていくため、指針となるモノづくり産業振興計画（仮
称）を策定します。同時に、事業承継や人手不足のほ
か、カーボンニュートラルやEV化など、一企業のみで
は解決困難な課題に対して、商工会、職業訓練セン
ター、行政、関係団体などが連携して体系的に支援を
行ったり、企業間のマッチングなどを行ったりする「モ
ノづくり産業ネットワーク」の構築を進めていきます。

●土地利活用の一体的推進
� …………………………………6,674万円

　「職住近接」に向け、土地の利活用を一体的に推
進します。具体的には、①「浜松湖西豊橋道路」で
市内に計画されるインターチェンジ付近の開発の
検討、②新たな工業用地などのニーズに対応する
ため、開発可能性調査の実施、③民間宅地開発を
促進するため、土地提供者および事業者への奨励
金制度の継続、などを行います。

１．子育て世代包括支援センター
　妊娠期から子育て期のさまざまなニーズに
対して、一人ひとりに寄り添いながら発育に
関することなどの相談に応じます。
　保健師から、母子健康手帳の交付や子育て
支援に関する情報提供も行います。

２．子ども家庭総合支援拠点
　子どもが良好な環境において心身ともに健やかに
成長していくために、子どもや家庭などの相談に応
じます。相談にはＤＶや虐待に関することも含みま
す。担当課や関係機関との連絡調整を行い、支援して
いきます。

２つの機能を持ち、情報の共有、切れ目のない連携、継続
した支援の実施を行います。子ども家庭課は「育ちの応援ステーション」

⇔

目 玉 事 業目 玉 事 業令和４年度予算
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講座受講生を募集します
生 涯 学 習 講 座（ 6 月 ～ 9 月 開 講 ）

●申込期間	 ５月14日㈯～22日㈰　9:00 ～17:00� ※15日㈰は休館日
●申込方法	 各講座の開講する会場で直接申し込み。� ※１申請につき１講座を先着順に受け付け。
●そ の 他	 ・電話での申し込みはできません。また、参加費とは別に材料費がかかる場合があります。

・コーちゃん健康マイレージ2ポイント事業です。・日程などが変更になる場合があります。
・募集要項は市内公共施設で配布します。（市ウェブサイトでも確認できます。）

講座名 とき 時間 曜日 定員 参加費 内　　容
西部地域センター　　問合せ先（☎ 577-2867		FAX 573-0041）	

長持ちする
季節の寄せ植え

6月3日～
9月2日

 9:30～
12:00

金曜日
3回 10人 900円 ベランダでもガーデニングが楽しめる寄せ植え作

りが人気。季節の植物を植え込みます。

今あるモノを
活
い
かす片づけ術

6月11日～
8月27日

10:00～
11:00

土曜日
6回 10人 1,800円

片づけの基本である使う使わないの区別をする
整理、使うモノを元に戻しやすくする収納など今あ
るモノを活かしたくなる片づけのコツをお伝えし
ます。

スマホ講座
（基本編）

6月14日～
7月12日

10:00～
11:30

火曜日
3回 10人 900円

LINEの基本的な操作やQRコードの読み込み、
PayPayを使ったお得なお買いもの、生活に便利
なアプリなどを紹介します。

スマホ講座
（応用編）

6月18日～
7月16日

10:00～
11:30

土曜日
3回 10人 900円

いざという時の安全なインターネットショッピング
やお得に旅をする方法、メルカリの便利な使い方
などを学びます。

美姿勢ヨガ 6月7日～
7月12日

13:30～
14:45

火曜日
6回 10人 1,800円

日常生活で崩れがちな姿勢のバランスを整え、本
来の背骨のＳ字カーブの回復にアプローチしてい
きます。猫背解消・姿勢改善のヨガを行います。

北部多目的センター　　問合せ先（☎・FAX 578-0760）
フリースタイル
ヨガ＆ピラティス

6月4日～
7月9日

10:00～
11:00

土曜日
6回 10人 1,800円

初心者でも安心。ヨガとピラティスのイイとこどり
で体力　体調に合わせてステップアップ、動ける
体を作りましょう。

アロマとハーブで
毎日を美しく

6月4日～
7月30日

9:30～
11:00

土曜日
5回 10人 1,500円

アロマテラピーの正しい知識を学び、日々の生活
を豊かにしませんか。精油でスプレーやバーム、
ハーブでハーブボールとハーブソルトを作ります。

南部構造改善センター　　問合せ先（☎・FAX 579-2516）
頑張らないで
おいしいご飯

6月14日～
9月13日

10:00～
12:00

火曜日
5回 12人 1，500円

手軽でおいしい食事作りを学びます。簡単なデ
ザート付きです。新型コロナの感染状況により、お
弁当形式になります。

簡単なパン作り 6月9日～
9月22日

9:30～
12:00

木曜日
6回 12人 1,800円 パンの基礎を学び、焼きたてのパンを持ち帰る講

座です。毎回お菓子も１品作ります。

常備菜＆
つくりおき調味料

6月22日～
7月20日

9:30～
12:00

水曜日
3回 15人 900円

ウナギのたれや甘みそなど、つくりおき調味料に
加えて、ごぼうみそやハリハリ漬けなどの常備菜
も作ります。

ホネナビ 6月2日～
7月7日

10:00～
11:30

木曜日
6回 10人 1,800円

骨関節機能を正常化させる事で身体の不調をと
りのぞきます。初めての人にも安心です。気・血・
水の流れを良くしましょう。
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み ん な の ス ポ ー ツ

　NPO法人湖西市スポーツ協会事務局は、令和４年
４月１日から右図の場所へ移転しました。お越しの
際は、管理事務所窓口横のインターホンを鳴らしてく
ださい。
　湖西市スポーツ協会は、市民の健康増進とスポーツ
精神を養い、スポーツを通じて子どもの健全育成を
図るために、今後もスポーツ教室・講習会、各種大会
などの事業を行っていきます。

●申込期間	 【スポーツ・生涯学習課主催】5月6日㈮～13日㈮　※初日は9:00 ～
【湖西市スポーツ協会主催】5月6日㈮～13日㈮　9:00 ～14:00　※8、9日除く

●申込方法	 各問い合わせ先に電話申し込み。（スポーツ・生涯学習課は窓口申し込みも可）※先着順
●そ の 他	 代理申請は原則できません。また、申し込み後のキャンセルもできません。

コーちゃん健康マイレージ２ポイント事業です。（スポーツ・生涯学習課　前期講座のみ）
人数が満たない場合や、新型コロナウイルスの状況により、開催されない場合があります。

講座名 とき 時間 曜日 対象 会場 参加料 内　　容
スポーツ・生涯学習課主催　前期講座　問合せ先（☎576-8560		FAX 576-1237）	市民活動センター（エミーナ）

スロー
エアロビック 6月～8月 平日いずれかの曜日

（時間未定）全10回
一般
30人

アメニティ
プラザ 3,000円

身近な音楽を使って行う体に優し
い運動です。ゆっくりと気持ちよく
動きましょう。

ボクシング
エアロ

6月3日～
8月5日

19:00 ～
20:30

金曜日
10回

一般
30人

アメニティ
プラザ 3,000円

エアロビックのステップにキックと
パンチを取り入れたエクササイズ
で、気持ちいい汗を流しましょう。

ピラティス 6月1日～
8月3日

19:30 ～
20:30

水曜日
10回

一般
30人

アメニティ
プラザ 3,000円

マットの上で身体の土台となる体
幹の骨（骨盤・背骨・肩甲骨）周り
の筋肉を鍛えて柔軟性を養いま
しょう。

きゅっとボディ
ストレッチ

6月7日～
8月9日

19:30 ～
20:45

火曜日
10回

一般
30人

アメニティ
プラザ 3,000円

ストレッチ体操や筋力トレーニン
グで健康を保つための体の動かし
方、体を動かす習慣を身に付けま
しょう。

少年卓球 6月11日～
3月11日

17:00 ～
19:00

第2・第4
土曜日
16回

小学生
2 ～6

年
35人

勤労者体育
センター 3,000円

初心者歓迎。卓球用具の正しい取
り扱い方、卓球の基礎技術を楽し
く習得しましょう。※８月13日、12
月24日、2月11日は休講

ラージボール
卓球

6月6日～
8月8日

13:00 ～
15:00

月曜日
10回

一般
20人 新居体育館 3,000円

ラージボールは卓球よりラリーが
続きやすく、初心者でも高齢者でも
すぐに楽しめます。基本を習得しま
しょう。

湖西市スポーツ協会主催　スポーツ教室　問合せ先（☎576-1124）		湖西運動公園管理事務棟内

ソフトテニス 6月1日～ 19:00 ～
21:00

水曜日
10回

小学生
以上

30人
湖西運動公園
テニス場

小・中学生
2,000円
高校生以上
3,000円

大人から子どもまで楽しみながら
覚えましょう。※雨天順延、道具貸
し出しあり

弓　道
（夏期コース）

6月5日～
8月7日

10:00 ～
12:00

日曜日
10回

中学生
以上

20人
湖西運動公園
弓道場 3,000円

初めてでもできる入門コースです。
※道具貸し出しあり弓　道

（秋期コース）
9月3日～
10月5日

19:00 ～
21:00

水・土曜日
全10回

中学生
以上

20人
新居弓道場

（新居体育館） 3,000円

グラウンド
ゴルフ

9月1日～ 9:00 ～
11:00

木曜日
10回

一般
30人

湖西運動公園
（陸上競技場、
多目的広場）

1,000円
初心者入門コース、健康維持と仲
間づくり※雨天中止（最終回のみ
雨天順延）、道具貸し出しあり

湖西運動公園管理棟　案内図

▶

管理棟
入口

多目的
便所

玄関ホール

会議室

管理事務所

こちらに移転しました！

窓口窓口

御用の際は、インターホ
ンを鳴らしてください。
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4 月からの新体制のお知らせ
令和４年度の湖西市の新体制が決まりましたのでご紹介します。
敬称略　●は異動・◎は昇格した部長

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。

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

市長

影
かげやま

山　剛
た け し

士

環境部長

◎石
い し だ

田　裕
ひろゆき

之

教育次長

◎寺
てらもと

本　賢
けんすけ

介

副市長

山
や ま が

家　裕
ひ ろ し

史

健康福祉部長

袴
はかまた

田　晃
こういち

市

議会事務局長

●山
やまもと

本　信
のぶはる

治

教育長

渡
わたなべ

辺　宜
のぶひろ

宏

健康福祉部理事兼
子育て政策統括監
◎鈴

す ず き

木　祥
よしひろ

浩

消防長

山
やまもと

本　浩
ひろひと

人

総務部長

●田
た な い

内　紀
のりよし

善

都市整備部長

小
お ぐ ら

倉　英
ひであき

昭

市立湖西病院
事業管理者
杉
すぎうら

浦　良
よ し き

樹

企画部長

小
こばやし

林　勝
か つ み

美

産業部長

◎太
お お た

田　英
ひであき

明

市立湖西病院
病院長

◎大
おおぬき

貫　義
よしのり

則

市民安全部長
兼危機管理監
安
あ が た

形　知
と も や

哉

都市整備部理事兼
土地利活用統括監
大
おおすみ

隅　泰
や す し

史
産業部理事

北
き た み

見　浩
こ う じ

二

市立湖西病院
事務長

◎太
お お た

田　康
や す し

志

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

〈広告欄〉
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廃棄物対策課
☎577-1280  FAX577-3253問合せ先

eco

み ゼロ

始めよう、ＳＤＧｓ！始めよう、ＳＤＧｓ！

▲�②廃熱ボイラの更新工事で、
ボイラ本体やその周辺機器、
および必要資材を搬入・搬
出する際にクレーンを使用
しています。

［お知らせ］
工事エリアと市民の皆さんが
利用するエリアを分けていま
す。一定の期間、搬入車両動線
を変更していますが、来場者
が安心してごみを搬入できる
ように誘導員を配置していま
すので、今までどおり施設を
利用できます。

　世界には飢餓に苦しむ人が8億人いるといわれ、それ
に対し食料の援助が約420万トンになります。一方、
日本では年間約570万トンの食品がまだ食べられるの
に捨てられています。食品の「食べきり」、食材の「使い
きり」を実践し食品ロスを減らしましょう。

　紙の材料となるパルプは木からできています。木は
二酸化炭素を吸収することで、地球温暖化の抑制効果
があるといわれています。紙類をきちんと分別しリサイ
クルすることで、木の伐採を減らすことができます。

　SDGs(Sustainable	Development	
Goals)は、2015年の国連サミット
で採択された2030年までに持続可
能でより良い世界を目指す国際目標
です。地球のみんなが豊かで幸せに
暮らす未来のために、17のゴール・
169のターゲットから構成されてい
ます。
　わたしたちの身近な課題であるご
みの減量はSDGsにつながる取り組
みです。SDGsを達成するために、私
たちが今日からできることについて
紹介します。

●食品ロスの削減　～飢餓をゼロに～

●雑がみの分別　～つくる責任、つかう責任～

　令和6年2月に再稼働を予定している環境センター焼却設備について、
令和4年4月以降に実施する予定の工事とその目的をお知らせします。
【実施を予定している工事】
　主な工事は、令和3年度に撤去した設備の更新や整備です。（①～③）
①燃焼設備（給じん装置、焼却炉耐火物）
⃝給じん装置：集めたごみを焼却炉の中へ投入する装置です。
⃝�焼却炉耐火物：焼却炉でごみを燃やすとその内部は800度を超える
高温になります。焼却炉耐火物を焼却炉の内壁へ敷き詰めることで
焼却炉の内部を守ります。
②燃焼ガス冷却設備（廃熱ボイラなど）
⃝�廃熱ボイラ：焼却炉から発生する排気ガスの熱を利用して蒸気を作
る装置です。
③排ガス処理設備（集じん装置及び活性炭吸着装置）
⃝�集じん装置：排気ガスに含まれるばいじん（煙に含まれるすすや粉
じん）をフィルタで取り除きかつ、薬剤と反応させることで塩化水素
などの物質を除去する装置です。

　⃝�活性炭吸着装置：集じん装置を通過した排気ガスに含まれるダイオ
キシン類を取り除く装置です。この装置を通過した後の排気ガスは
きれいな状態で煙突から排出されます。

【目的】
　長年休止していた設備が、今後20年間稼働できるよう更新や整備を
行います。単に更新するだけでなく、設備の高効率化による消費電力の
削減を図り、廃熱ボイラで作られた蒸気を使って発電し、その電力を環
境センター施設内で利用することで二酸化炭素の削減につながります。
　さらにこの蒸気を、隣接する湖西市アメニティプラザへ供給し、湖西
市アメニティプラザで使用する重油を削減します。

本格リニューアル工事！環境センター再稼働 NEWS  Vol.7
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消防隊員・救急救命士募集

⃝職種・採用予定人員・職務内容

⃝受験資格

⃝試験日程　第１次試験　7月2日（土）（予定）
第２次試験　7月下旬（予定）
第３次試験　8月下旬（予定）

職員募集案内 奨学金返還
支援補助金

令和5年4月採用の
湖西市職員（消防吏員）を募集
します。
申込受付期間
44月月2222日（金）日（金）〜5〜5月月2727日（金）日（金）

〔土日祝日を除く〕〔土日祝日を除く〕

申 込 先
総務課総務課
☎ 576-1698　FAX	576-1115☎ 576-1698　FAX	576-1115

KOSAI	CITY	FIRE	DEPARTMENT

職　種 採用予定人員 職　務　内　容
消防吏員（消防隊員） 2名程度 消火活動、救急・救助活動、火災予防などの業務

消防吏員（救急救命士） 若干名 救急活動のほか、消火活動、救助活動、火災予防などの業務

職　種 受　　験　　資　　格

消防吏員（消防隊員） 平成9年4月2日以降に生まれた人で、大学、短期大学、高等学校のうち
いずれかを卒業または令和5年3月末日までに卒業見込みの人

消防吏員（救急救命士） 平成9年4月2日以降に生まれた人で、救急救命士の免許証を有する人
（令和5年３月までに行われる国家試験により免許証を取得見込みの人を含む。）
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ご寄付・ご寄贈いただきありがとうございましたご寄付・ご寄贈いただきありがとうございました
◆�2月24日㈭�湖西ライオンズクラブ
◆�2月25日㈮�浜名湖ロータリークラブ
�上記の２団体から、次代を担う子どもたちの教育
の充実のため、学校図書購入費として湖西市立幼
稚園・保育園・こども園・小学校・中学校に寄付
をいただきました。

◆��2月25日㈮� 三遠機材株式会社から、カーボン
ニュートラルを達成するために寄付をいただきま
した。
◆��2月28日㈪�株式会社旭電気工業所から、湖西市立
幼稚園・保育園・こども園・小学校・中学校に、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、アル
コール消毒液を寄贈いただきました。

　湖西市内には、１万平方㍍以上の面積を有する
工場やガソリンなどの危険物を扱う工場が多く県
内でもトップクラスの数であり、モノづくりのま
ちを象徴しています。
　危険物による火災が発生した場合、化学消防ポ
ンプ車が泡による消火を行います。装備している
水槽の水がなくなっても、他のポンプ車から水を
送って長時間泡を放射することが可能です。
　通常のポンプ車としての機能も有
するため、年間70回程度火災や事故
現場に出場する化学消防ポンプ車。
　消防長は「車両を大切にしながら
最大限活用してほしい」と職員に呼び
掛けました。

※ 「宝くじ助成金」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。

◀

3月2日㈬　配備式の様子

◀

岡崎町内会の公会堂 ▲白須賀第6自治会の山車

新しい化学消防ポンプ車を
配備！

宝くじ助成金で整備しました

〈広告欄〉
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子育てけんこう掲示板子育てけんこう掲示板
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 21日
土
○受					 8：50～	 9：00	
	 9：00～10：00

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 2022年1月生まれの子 19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、飲み物

7～ 8か月児教室 2021年9月生まれの子 10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5月生まれの子 25日
水
○受				 9：00～9：15	
9：15～10：30

2階
健康ホール 母子手帳（計測希望者）

1 歳 6か月児
健康診査
※ポルトガル語・
スペイン語通訳あり

2020年10月生まれの子 11日
水
○受				13：00～13：20	
13：30～

〈受付〉
おぼと1階
南口

母子手帳、バスタオル、
アンケート
※歯みがきをしてきてください

2 歳児教室 2020年3月29日～4月21日
生まれの子とその保護者

16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、
バスタオル
※歯みがきをしてきてください

3 歳児健康診査
※ポルトガル語・
スペイン語通訳あり

2019年2月生まれの子 18日
水
○受			13：00～13：20	
13：30～

〈受付〉
おぼと1階
南口

母子手帳、バスタオル、
アンケート
※アンケートは後日送付します

育児相談◯予 どなたでも 31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

3～5、11、18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

毎月
１日は

毎月１日は毎月１日は

5月

新型コロナ自宅療養に備えて日常生活用品の備えを新型コロナ自宅療養に備えて日常生活用品の備えを

※上表以外にも、随時電話などで相談できます。

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

○予��…予約制 ○受��…受付時間

　新型コロナ感染症は、依然として終息が見えない状況が続いています。自分自身は感染予防対策をしているつ
もりでも、いつ身に降りかかってくるか分からないのが現状です。新型コロナ感染症については、感染した人だけで
なく、濃厚接触者も不要不急の外出はしないなどの制限がかかります。安心して自宅内で過ごすためにも、1週間
分くらいの日常生活用品の備えをしておきましょう。

普段使用している食料品や、日用品を少し多めに
備える「日常備蓄」を実践しましょう！！

⃝�主食（米やうどん、パックごはん、
レトルトのおかゆ、シリアルなど）
⃝�副食（レトルト食品の総菜、スープ
やインスタント食品、冷凍食品）
⃝ゼリー状栄養補助食品
⃝缶詰（果物など）
⃝経口補水液、イオン飲料、野菜ジュース
⃝お菓子（チョコレートなどはあった方がよい）

⃝�ティッシュペーパー、
トイレットペーパー
⃝せっけん、アルコール消毒液、
　塩素系漂白剤
⃝生理用品
⃝使い捨てマスク、使い捨て手袋
⃝体温計
⃝ビニール袋（ゴミ袋サイズも）
⃝常備薬

▶備えておくとよい食料品 ▶備えておくとよい日用品

最後に一言! !
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今月の相談今月の相談 お気軽にご相談を！5月

◯予…予約制

はコーちゃん健康マイレージ対象事業です。

※休日・夜間納税相談（税務課）は、令和3年度で終了しました。

相談名 と　き ところ 内　容 問い合わせ先

健康相談◯予 26日木 13：30～16：30 健康福祉センター（おぼと）�
生活習慣病などの相談。直接
対面は電話予約。オンライン
相談希望はこちらから▶

健康増進課
☎576-1114
FAX576-1150

こころの
健康福祉
総合相談◯予

25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

HIV等検査
12日木 9：30～11：00

静岡県中遠総合庁舎 HIV・梅毒・肝炎ウイルスの血液検査、性器
クラミジア検査の尿検査ができます。

西部健康福祉センター
� （西部保健所）
� ☎0538-37-225326日木 17：30～19：30

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）

12日木
19日木
26日木

10：00～12：00
（電話相談）

13：00～16：00
（面談）

☎576-4878
女性相談員が、家族の問題や
セクシュアリティの悩みなどに
ついて相談に応じます。
面談の予約はこちらから▶

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）
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

ヤングダイヤル
こさい
※電話相談

月水金 9：00～16：00 ☎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 9：00～16：00 ☎577-5116

行政相談
2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
� FAX576-111512日木 13：30～15：30 新居地域センター

年金相談◯予
12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
� FAX452-801124日火 10：00～15：00 健康福祉センター（おぼと）医師控室

多重債務者
相談◯予 17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。

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

シ ル バ ー 人 材�
センター入会説明会

9日月
23日月 13：30～ 湖西市シルバー人材センター事務所 予約不要です。

湖西市シルバー人材
センター事務所
� ☎575-0654

法律相談◯予
21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
� FAX575-329910日火

28日土
13：00～16：00
9：00～12：00

健康福祉センター
（おぼと）

司法書士相談◯予 17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

空き家に関する
相談 月～金 8：30～17：15 市役所建築住宅課 空き家の維持管理、利活用、処分などの相

談に応じます。
建築住宅課
� ☎576-4549
� FAX576-1897

※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。

155月号



イベント
伝統文化の魅力を
感じてみませんか

　伝統文化の魅力を知ってもらう
体験の様子を間近で見学できま
す。貴重な機会ですので、皆さんの
見学をお待ちしています。

● とき　5月14日㈯※①②10時
～12時、③④11時～12時
● ところ　新居地域センター
● 内容　①湖西歌舞伎の化粧と衣
装着付け②歌舞伎のいろは入門
③大正琴④琴
●�入場料　無料
●�その他　来場の際は新型コロナ
感染防止のため、マスク着用、検
温、手指の消毒を実施します。
●問合せ先　湖西市文化協会
　（月・水・金の9時～16時）

☎・FAX 578-1700

●募集種目
▶小説・自分史・研究・評論
▶エッセイ・随筆・手記・紀
行文
▶詩（ポエム）
▶俳句・川柳
▶短歌
●応募期限　9月30日㈮
● その他　応募規定など詳しく
は募集要項をご確認ください。

「市民文芸」第12号販売＆第13号投稿原稿募集

こさい春の緑花フェア
　花と緑のあふれるまちづくりを
推進するため開催します。

● とき　５月22日㈰　10時～15
時（少雨決行）
●�ところ　浜名湖競艇東側ボート
ランド、対岸駐車場
● 内容　苗木や堆肥の配布、花苗
や野菜苗などの販売、飲食物の
販売ほか

● 問合せ先　こさい花いっぱい運
動推進協議会（環境課内）

☎576-4533　FAX 576-4880

湖西市市制施行50周年・湖西市文化協会設立50周年記念
湖西市芸術祭 第41回 春季芸能の祭典

●�とき　5月15日㈰
9時30分～16時終演予定
●�ところ
新居地域センター
3階ホール

● 演目　民踊、民謡、詩吟、詩舞、日舞、新舞踊、舞踊、ダンス、�
バレエ、フラダンス、吹奏楽、大正琴、天平琴、箏曲・尺八、太鼓など
▶�新居地域センター3Fロビー特設会場では、市制施行５０周年・
市文化協会設立５０周年を記念し「先人の方々の芸能の祭典」
を大型モニターテレビで放映します。（10時～16時予定）

● 入場料　無料
● その他　来場の際は新型コロナ感染防止のため、マスク着用、検温、
手指の消毒を実施します。会場内の３密状況に応じて入場制限をさ
せていただきます。会場内・ロビーは飲食禁止です。
●問合せ先　湖西市文化協会（月・水・金の9時～16時）

☎・FAX 578-1700

豊
とよ

田
だ

佐
さ

吉
きち

翁を語り合う会
　佐吉翁の生涯を
振り返り、人物像
やモノづくりの精
神について、気軽
に語り合ってみま
せんか。
● 特別講演
バングラデシュで「豊田佐吉物
語を出版」したことについて（講
師　鈴

すず
木
き
孝
たか
昌
よし
氏）

●�と き　5月29日 ㈰9時30分 ～
11時30分
●ところ　北部多目的センター
●対象　どなたでも（予約不要）
●参加費　無料
●問合せ先　湖西市文化協会
　（月・水・金の９時～16時）

☎・FAX 578-1700

●�募集要項の配布場所　西部地域
センター、北部多目的センター
（文化協会事務局）、南部地区構
造改善センター、中央図書館、新
居図書館、新居地域センター
�専用原稿用紙は、
湖西市ウェブサイ
トからもダウン
ロードできます。

★�「市民文芸」第12号は、湖西市
文化協会事務局と市役所文化
観光課で販売しています。

●問い合わせ・応募先
湖西市文化協会
（月・水・金の9時～16時まで）
〒431-0404
　　湖西市太田458-1
　（北部多目的センター内）

☎・FAX 578-1700

ふるさとふるさと
情報局情報局
�������������������
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募集
「湖西の文化」第50号販売＆

第51号投稿原稿募集
● 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、おおむね
16000字以内。（未発表に限る）
●応募期限　12月19日㈪
● 申込方法　募集要項と投稿申込
書は、湖西市ウェブ
サイトからダウン
ロードできます▶
● 販売　バックナン
バーは市役所文化観光課で販売
しています。
▶最新50号は500円
▶48～49号は700円
▶32～47号は500円
▶1～31号は1,000円
●問合せ先　文化観光課

☎576-1140  FAX 576-4876

税・その他
５月の納税 

納期限は５月31日です
◎固定資産税・都市計画税第１期
◎軽自動車税（種別割）全期
●問合せ先　税務課

☎ 576-4536 FAX 576-1896
◎自動車税種別割（県税）
●問合せ先　浜松財務事務所

☎458-7132  FAX 458-7162

消費税のインボイス制度等
説明会のご案内（事業者向け）
　令和5年10月1日から実施され
るインボイス制度について、事業
者の皆さんに理解を深めていただ
き、実施に向けて必要な準備を進
めていただくため、説明会を開催
します。日程などの最新情報はこ
ちらから▶
●問合せ先
浜松西税務署
☎555-7111

軽自動車税（種別割）の減免
◆障害のある人の減免
身体・精神・知的のいずれかに
障害があり減免条件を満たす人
は、軽自動車税（種別割）の減免
を受けることができます。申請
と審査が必要ですので、詳しく
はお問い合わせください。前年
度に減免を受けた人には、４月
中旬に申請書を送付しました。
●対象　減免対象者１人につき１台
※�自動車税減免やタクシー助成券
との重複は不可
●申請期限　５月31日㈫
● 持ち物　車検証、免許証、障害者
手帳、マイナンバーカードなど

◆口座振替をしている人へ
�軽自動車税（種別割）を口座振替
している人の納税証明書（継続
検査用）は、６月上旬に送付しま
す。そのため、証明書の有効期限
は翌年６月15日としています。
●問合せ先　税務課

☎576-4536  FAX 576-1896

納付は便利な口座振替で
　口座振替は、金融機関が納期限ごとに預貯金口座から自動的に
振り替えて納付する制度です。一度口座振替を行うと、翌年度以降
も継続されます。納付に出向く手間もかからず、納付忘れの心配も
ありませんので、ぜひご利用ください。

問合せ先
税務課
☎576-4536  FAX 576-1896
保険年金課
☎576-4585  FAX 576-4880

お知らせ

◎取扱税目　市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税
◎ 取扱金融機関　静岡銀行、浜松磐田信用金庫、遠州信用金庫、豊橋信用金庫、蒲郡信用金庫、静岡県労働金
庫、とぴあ浜松農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会（静岡支店）、ゆうちょ銀行

手続方法

①金融機関へ提出する場合
市内の金融機関に備え付けの口座振替依頼書（金融機関用）に必要事項を記入・押印の上、

金融機関へ直接提出してください。
②市役所へ提出する場合
口座振替依頼書（郵送用）に必要事項を記入・押印の上、ポストへ投函していただくか、市役

所窓口に直接提出してください。
※郵送用の依頼書が必要な人は、担当課へお問い合わせください。

持ち物 金融機関届け出印

注意事項

●依頼書の提出は、振替開始時期の１ヵ月前までにお願いします。
※ゆうちょ銀行の場合は、40日前までに提出が必要です。
●口座名義人が死亡した場合、口座振替を継続するためには再度申請が必要です。
●�令和４年1月1日までに相続などで固定資産税の納税義務者が変わった場合、口座振替登録
情報の引き継ぎはされませんので、新たに申請が必要です。
●共有名義の固定資産税がある人は、個人名義とは別に申請が必要です。
●国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。必ず世帯主の名前でお申込みください。

¥
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みなさん知っていますか？
図書館

Q&A
図書館

Q&A

登場アイトルアイトル

日 月 火 水 木 金 土
5月 中央図書館休館日

2、9、16、23、30日
新居図書館休館日
6、10、17、24、31日

○ブックスタート
対象：R3年11月生まれの子とその保護者
中央図書館27日（金）、新居図書館23日（月）

○おはなし会（10:30～11:00）
ちいさい子向け（３歳ぐらいまで）
中央図書館19日、新居図書館12日・26日　※全て木曜日
幼児、小学生向け
中央図書館7日・14日・21日・28日、新居図書館21日　※全て土曜日

開館時間 
9:30～18:30

29 30 31
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笑顔が一番☆
これからもその笑顔をたくさん見せてね

初節句お祝い♡
ばぁば、じぃじありがとう！

ウェブサイトの専用フォーム（右の二次元コード）から投稿してください。
郵送の場合は、お子さんの写真と氏名（ふりがな）、生年月日、保護者の氏名
（ふりがな）、住所、電話番号と一言コメント（40字まで・絵文字などの環
境依存文字不可）を添えてお送りください。

秘書広報課
☎ 576-4541		FAX	576-1139
〒 431-0492�湖西市吉美 3268番地

お知らせ

4/23は「子ども読書の日」。この日から約3週間を『子ども
たちにもっと本を、もっと本を読む場所を』という願いを込め
て「こどもの読書週間」としています。
これにちなんで図書館では、本の展示やスタンプラリー

（4/13～5/30�新居図書館のみ）を行います。読んだ本の記
録をつけられる、好評の『読書手帳』も配布しています。新年
度から始めてみてはいかがでしょうか？

図書館内でコピーは可能ですか？

　図書館内の資料において、著作権法で認められ
る私的利用の範囲内でコピーが可能です。白黒1
枚10円、カラー1枚50円です。「資料複写申込書」
を記入してカウンターへお申し込みください。

★4/23～5/12は「こどもの読書週間」！

※ウェブサイトで
本の予約可能

「奏鳴曲」海堂 尊著 文藝春秋

ドイツ留学を経て、ペスト菌を発見
し、“日本の細菌学の父”�の異名を持
つ北里柴三郎。同時期にドイツで学
び、軍医総監にまで上り詰めた森鷗
外。感染症との終わりなき闘いに挑
んだ２人の医師の「栄光」と「蹉跌」を
描く。� （TRC　TOOLi）

▶文学　「眼球達磨式」	澤�大知
「コンクールシェフ！」	五十嵐貴久

▶趣味・実用書　「元気が出る野菜炒め」	牛尾理恵
　「となりのハト」	柴田佳秀

▶絵本　「へそまがりねこマックス」	ソフィー・ブラッコール
▶児童文学　「コロキパラン」	たかどのほうこ
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花いっぱいの新年度。市制50周年事業や
「職住近接」への新たな取り組みもスタート！
　各地の桜、ミヤマツツジ、トキワマンサクも満開。
市役所の市民ホールには花卉事業者さんにより国内
８割のシェアを占める湖西市産のコデマリが飾ら
れ、花いっぱいの新年度や、新学期を迎えました。

◀コデマリ

　市制50周年記念・発明クラブ親子凧あげ大会、
まん延防止等重点措置のため延期となっていまし
たが、春の日差しの下で無事開催、73組のご参加
をいただきました。家族で創意工夫して作った凧に
加え、トヨタ自動車のマザーシップ・プログラムの
皆さんが来訪、カイトシステムの凧が湖西市の大空
に、舞い上がりました。

　地上１万mでの通信や風力
発電など、壮大な夢を、遊び心
を持ちながら推進していくプ
ロジェクト、湖西市の子どもたちにも届いてくれた
と思います。
　４月から、新たに２保育園が開園。243名の保育
の受け皿が増え、同時に学童クラブも増設されまし
た。パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
や、「育ちの応援ステーション」も業務を開始。発
明クラブは小学生に加え、新たに中学生コースが創
設。市の「モノづくり推進室」は職業訓練センターに
移転し、企業との連携を強化し、モノづくりの人材育
成や産業ネットワークを推進していきます。
　「コーちゃんタクシー」も原則市内全域に拡大する
など、時代に合わせ様々な変化・改善を進め、子ども
たちから高齢の方まで、「職住近接」による持続可能
で住みやすい湖西市をつくっていきましょう！

湖西市長

■休日救急当直医（9：00 ～ 17：00）

1
日
いしはま医院（内/小）
☎�573-0101

8
日
榛名医院（内/循）
☎�578-1092

3
日
西遠皮膚科アレルギークリニック
（皮/アレ）☎�574-3741

15
日
後藤内科医院（内/小）
☎�572-3292

4
日
あらい青葉クリニック
（小/内）☎�594-0044

22
日
はやし耳鼻咽喉科医院（耳）
☎�574-2315

5
日
ありき眼科（眼）
☎�576-0053

29
日
牛田クリニック（内/外/消/小/皮）
☎�574-2252

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。

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。

■市のようす ※外国人を含む

令和 4 年 3 月末現在の人口など 前年同月末数 令和 4 年 3 月の異動者数

▪人口    58,551 人 58,938 人　 ▪転入 395 人
▪男    30,000 人 30,205 人　 ▪転出 426 人
▪女    28,551 人 28,733 人　 ▪出生 26 人
▪世帯数 24,651 世帯 24,409 世帯 ▪死亡 69 人

消費生活相談室　℡576-1609

　4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き
下げられます。これまで20歳になってから狙わ
れていたと思われる消費者被害が、これからは
18歳からになることを心配しています。
　成人するとクレジットカードを作る・業者か
らお金を借りる・ローンを組むということがで
きるようになるので、さまざまな契約に勧誘さ
れます。勧誘は、部活や職場の先輩、かつての級
友、大学のサークル、SNSからと意外なところ
からやって来ます。マルチ商法やマンション・
暗号資産への投資などに「儲かる」と誘われます
が、少しの期間は利益を得ることがあっても、長
く続かず、自分の支払いだけが残ります。
　密室での契約となるエステや美容整形も契
約が多額になりがちですので、その場で契約を
しないようにしてください。もしも契約してし
まったら、早めにご相談ください。
　国民生活センターのウェブサイトでも注意喚
起がされています。「国民生活センター」で検索
してください。

執筆　湖西市消費生活相談員

【新成人の消費者被害】

消費生活相談室から

64
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●募集期間　9月30日㈮まで
●�対象年齢　18歳以下の応募作品。
それ以外の人からの応募作品は、審
査対象ではありませんが、大会公式
ウェブサイトなどで公開することが
あります。親子やグループでの参加
も可能です。
●�展示・表彰　優秀作品には、賞状と
副賞をプレゼント。優秀作品は、大会
公式ウェブサイトや12月の表彰式
で公開します。
●応募方法　イベントの公式LINEま
たはメールで申し込み

●問合せ先
企画政策課	 ☎576-4521�FAX�576-1139
マナカル湖西校/UGO学院	 ☎415-8712

市制施行 50周年記念コーナー

市制 50 周年記念動画

　市内でパソコン教室を運営しているマナカル湖西校と一緒に、ゲー
ム「マインクラフト」を使ったグランプリを開催中！
　このイベントは、昨年募集した一般アイデアの中から採用し実現す
るイベントです。
　個人はもちろん、親子や友人と協力してグランプリに挑戦してみま
せんか？
　たくさんのご応募をお待ちしています！

広報こさいは、2022年5月号からどんな人にも見やすく読みやすいユニバーサルデザインフォントを使用し、カラー
ユニバーサルデザインに配慮した紙面にリニューアルしました。

　３月末、気温20度前後の日が増えて、市内の
桜が一気に咲きだしました。桜が咲いているだ
けで風景が明るくなり、気分も上がりますね❀
　湖西市内で一番お気に入りの桜スポットは、
豊田佐吉記念館です。頂上の展望台ではウグイ
スの鳴き声が全方向から聞こえてきて癒やされ
ました。桜が散った後もみかんの花など四季を
通じて楽しめる場所です。

　市制施行当時をはじめとした昔
の写真やフォトコンテストなどの
現在の写真を織り交ぜたスライド
ショー形式の動画です。この動画と
ともに皆さんの中にある「湖西」を
振り返ってみませんか。

こちらからアクセス▶

ゲーム内で作る

①湖西市にあったらいいな
　（お店や建物など自由）
②未来の車コンテスト
③オリジナル作品

ゲーム操作を競う ④ RTA（タイムアタック企画）
ゲームが苦手な人も ⑤粘土などでオリジナルクラフト

一緒に 50周年を
お祝いしましょう！

▼

 詳細はこちらから
　または「マイクラGP」で検索

最後までお読みいただいた皆さんへ

▲命山上空から

　もともと急斜面で崩落が危険視されていた場所が、
命山として生まれ変わりました。避難場所だけでは
なく、平時は憩いの場として利用できます。新居幼稚
園西側に位置し、園側にあるスロープは災害時に園
児が駆け上がれるように緩やかになっています。

3/12 上田町地区に命山が完成
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