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キャンペーン① 電子申請で最大5,200円分のポイント！

湖西市長

電子申請に不慣れな方も、この機会にぜひキャ
ンペーンにご参加ください。
１月からは住民票の写しや税の証明が自宅に

いながら取得できる新しい電子申請サービスも
始まり、「行かない・書かない市役所」への取り
組みを開始しました。

　今回のキャンペーンでは、
応募いただくことで、電子申
請による手続きの流れが体験
できるようになっています。

　また、今なら住民票など各種の証明書もコン
ビニでもお得に取ることができますので、便利
なサービスを身近に感じていただければと思い
ます。
　市では、市民サービス向上のため、ＤＸを活
用した新たな取り組みとして、手続きのオンラ
イン化を進めていきます。

⃝期間　�１月20日㈮ ９時から
　　　　２月28日㈫ 24時まで
⃝�対象　キャンペーン申込時点で、湖西市に住民票があり、
マイナンバーカードと、カード読み取り可能なスマート
フォンをお持ちの人
⃝�申請方法　自分のスマホから申請します。
詳しくはキャンペーンサイト（右の二次元
コードまたは湖西市ウェブサイト関連リン
ク）をご覧ください。

⃝サポート窓口も開設
�キャンペーン期間中、スマホの操作に不安
がある人向けに、電子申請のお手伝い窓口
を開設します。予約制ですので、問合せ先
に電話またはキャンペーンサイトの予約
フォームから予約をお願いします。

問合せ先 ☎ 053‒576‒1101「行かない」市役所チャレンジキャンペーン事務局

先着で200円分（3,000人限定）、
さらに抽選で5,000円分（10,000名）
のキャッシュレスポイントがもらえる！

電子申請・コンビニ交付キャンペーン実施中

・・・・・・・・・・こんなあなたにおススメします！・・・・・・・・・・

市役所に行くために有休を
使うなんて…

期日までに住民票を取りに
行く時間が
ない…

クルマがない
から市役所に
行くのも
一苦労…

「行かない」「書かない」市役所をどんどん進めます！

「行かない」
市役所に

チャレンジ!チャレンジ!
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キャンペーン② コンビニで証明書がおトク！

マイナンバーカードは、 次の①～⑥の申請方法で取得できます

①オンライン

②郵便

③携帯ショップ

④市役所市民課窓口

⑤出張会場

⑥訪問型出張

証明書名 対象者または対象年度
手数料

現行 令和５年１月４日
～３月31日

４月１日～
令和６年３月31日

戸籍全部事項証明書、
戸籍個人事項証明書

湖西市に本籍および
住民票がある人 450円 250円 350円

（100円減額）
住民票の写し 湖西市に住民票がある人

350円 150円 250円
（100円減額）

戸籍の附票 湖西市に本籍および
住民票がある人

印鑑登録証明書 湖西市で印鑑登録を
している人

所得・課税証明書
証明書の年度の１月１日に
湖西市に住民票があり、
現在も住民票がある人

個人番号カード

マイナンバーカードを
使った手続きは増加中。
今日からあなたも
スマート市民！

問合せ先
☎ 053‒576‒4531　FAX 053‒576‒4880

☎ 053‒576‒4911
☎ 053‒576‒4536　FAX 053‒576‒1896証明書▶市民課

マイナンバーカード専用
税務課

　「電子申請って難しい」「面倒くさい」と思っていませんか？
最初はとっつきにくいかもしれませんが、実はほとんどの場
合「自分のスマホから、10分前後で完了」します。「一度設定
すれば、これからずっとラク」になるんです。

コンビニで取得する戸籍、住民票、印鑑証明や税に関する
一部の証明書が、期間限定でお得に取得できます。この機会
にぜひ、マイナンバーカードを利用してみませんか？
⃝コンビニで取得できる証明書など

※�コンビニ交付の利用には、マイナン
バーカードと、カード交付時に設定
した利用者証明用電子証明書の暗証
番号（数字４桁）が必要です。

▲令和６年４月１日以降は、現行の手数料です。

交付申請書についている二次元コードを読み取
り、スマホ・パソコンから申請ができます。

交付申請書に本人の顔写真を貼り、送付用封筒
で郵便申請ができます。

土日祝日でも申請ができます。契約をしている
携帯ショップ以外でも申請可能です。予約が必
要な店舗もありますので、一度店舗に連絡をし
てから出向いてください。

開庁時間内であれば、いつでも顔写真の撮影や、
申請書の記入補助を行っています。夜間・休日
窓口開庁日もあります。

コロナワクチン集団接種会場・イベント会場・
市内施設などで申請を受け付けています。

企業や団体などで、5人
以上の申請者がいれば、
訪問して申請を受け付け
ます。

①～⑥の詳細は
こちらから▼

200円
減額
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❶❶ ❷❷

確定申告でお困りのときは、
チャットボット“ふたば”に
ご相談ください！

◀税務職員ふたば（引用：国税庁）

確定申告確定申告�が必要な人（例）

市県民税申告市県民税申告�が必要な人（例）

還付申告還付申告�をする人

スタート
公的年金収入❶※が400万円以下
※�公的年金の源泉徴収票が複数枚あ
る場合は足した合計額

令和４年中の収入は公的年金のみ

給与収入が75万円超 営業・農業・不動産、または
個人年金などの所得が20万円超

65歳以上は❶が
148万円以下、65歳
未満は❶が98万円以下

確定申告
義務あり

確定申告
義務ありＡ Ｂ Ａ 申告

不要
市県民税申告
義務あり

市県民税申告で医療費や生命保険料などの控除を申告すれば、市県民税を減らせる場合があります

確定申告で医療費や生命保険料の控除を申告すれば❷の一部または全額が還付される場合があります

所得税、消費税、贈与税、相続税など国税に関することは浜松西税務署へお問い合わせください。

❷が０円

⃝営業所得、農業所得、不動産所得があった人
⃝土地や建物を売った人
⃝給与収入が２千万円を超えた人
⃝２カ所以上から給与を受けた人
⃝�給与以外の所得が20万円を超えた人（給与＋年金など）
⃝公的年金収入の合計が400万円を超えた人
⃝年末調整を受けなかった人
⃝太陽光発電による売却所得が20万円を超えた人　など

⃝�給与や公的年金以外に20万円以下の所得が
あった

※以下の場合は無収入でも申告が必要です。
⃝�所得（課税）証明書などが欲しい
⃝�国民健康保険税額の軽減を受けたい

⃝�医療費控除またはセ
ルフメディケーショ
ン税制の適用を受け
ようとする人
⃝�寄付金控除を受けようとする人
⃝�公的年金所得者で源泉徴収された
所得税の還付を受ける人　など

公的年金収入の場合の早見表
　お手元に令和４年分源泉徴収票を
ご用意ください。

Ａ
Ｂ

はいはい

はいはい
はいはい はいはい

は
い
は
い

は
い
は
い

いいえいいえ
いいえいいえ

いいえいいえ
いいえいいえ いいえいいえ

いいえいいえ

いいえいいえ

2月16日㈭から3月15日㈬まで

所得税の確定申告所得税の確定申告
市県民税の申告市県民税の申告
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区分 会場 開設期間
（土・日・祝日は除く） 開設時間

入場整理券
事前発行
（国税庁LINE）

当日配布
（注意①）

確定申告相談会場
（注意②）

アクトシティ
浜松

展示イベント
ホール

２月16日㈭～３月15日㈬
［２月19日・26日のみ日曜日に開設］ ９時～17時 〇 〇

住宅借入金等
特別控除説明会 ２月13日㈪～２月15日㈬ ９時～16時 〇 〇

税理士による無料
税務相談所（注意③）

湖西市新居
地域センター
２階会議室

２月16日㈭～２月28日㈫ ９時30分～12時、
13時～16時 × 〇

国税庁 確定申告書等作成コーナー

作成する申告書等と提出方法の選択

Q  作成する申告書等を選択してください。

所得税

次へ

作成する申告書等の選択

❶申告準備 → ❷ → ❸ → ❹ → ❺ → ❻

メニュー

※ 事業所得や不動産所得がある方は「決算書・収支内訳書
（＋所得税）」を選択してください。
決算書・収支内訳書の作成後、引き続き所得税の申告書
を作成することができます。

Q  提出方法を選択してください。

※ マイナンバーカード方式を選択した場合のみ、マイナポ
ータルから各種証明書を取得し、所得税の申告等に利用
できます。

e-Tax（マイナンバーカード方式）

e-Tax（ID・パスワード方式）

書面

1

2

国税庁 確定申告書等作成コーナー

申告書作成前の確認

e-Tax（マイナンバーカード方式）を利用するた
めには、マイナポータルアプリのインストールが
必要です。

※ インストールされていない方は、インストールした後に利用規
約に同意して次へ進んでください。

※ e-Tax送信が完了するまでアンインストールしないでくださ
い。

マイナンバーカード方式は、マイナポータルアプ
リに対応している端末でのみご利用いただけま
す。

対応端末はこちら›

マイナポータルアプリ

❶申告準備 → ❷ → ❸ → ❹ → ❺ → ❻

メニュー

Androidの場合は

が表示されます
で手に入れよう

問合せ先 ☎ 053‒555‒7111（代表）浜松西税務署

1. ネットやスマホで完結

2. 申告書を入手して自分で記入後、提出する

3. 相談会場で申告する

国税庁のウェブサイト「確
定申告書等作成コーナー」
で作成・送信▶

注
意
事
項

①１日の入場整理券の配布枚数に達した場合は、後日の入場になります。
②�ご自身の操作によるスマートフォンでの申告をご案内しています。マイナンバー
カードがある人は、ご持参ください。（２種類のパスワードも必要です）
③�譲渡所得（株式等譲渡所得を含む）、山林所得、贈与税、相続税の申告、複雑な消費
税および地方消費税の相談などは応じられません。

◀�国税庁
LINE公式
アカウント

申告書などの書類の入手方法 提出方法
⃝郵送を依頼　浜松西税務署へ電話
　（☎053-555-7111→音声案内で「０」を選択）
⃝�窓口で入手　湖西市役所税務課市民税係の窓口付近
に少しご用意してあります。（職員への声掛けは不要です。）

⃝名古屋国税局業務センター浜松西分室へ郵送
　郵送先▶〒430-8584　浜松市中区中央１-12-４
⃝提出専用ポストへ投函　２/16㈭～３/15㈬に
①湖西市内相談会場、②税務課市民税係に設置

①マイナンバーカード方式
【用意するもの】
マイナンバーカードおよびマイナン
バーカード読み取りに対応している
スマートフォン

②ＩＤ・パスワード方式
税務署が発行します。市役所では

発行できません。
　この方式は暫定的な対応ですので、
お早めにマイナンバーカードの取得
をお願いします。

「マイナポータルアプリ」のインス
トールが必要です。
※�マイナンバーカード読取対応のス
マートフォンを持っていない人は、
②ＩＤ・パスワード方式またはパ
ソコンで申告ができます。

確定申告は
３つの方法があります
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とき 地域 会場

湖
西
地
区

２月16日㈭ 白
須
賀

白須賀第１・３・５（自治会） 南部構造
改善
センター２月17日㈮ 白須賀第２・４・６（自治会）

２月20日㈪ 新
所
あかつき、女河、中岡、入江、神明 新所

幼稚園２月21日㈫ 正砂町、日之岡、池、月見ヶ丘団地
２月22日㈬ 入

出
入出（１～６町内） はつらつ

センター２月24日㈮ 入出（７～12町内）

２月27日㈪ 知
波
田

神座、太田、青平 北部多
目的
センター２月28日㈫ 大知波、利木、横山

３月１日㈬ 新
所
原
・
岡
崎

駅南３・4丁目、入会地、ときわ１・３丁目

西部地域
センター

３月２日㈭ 駅南１・２丁目、南台２・３・４丁目
３月３日㈮ 梅田、新所原２・３丁目
３月６日㈪ 新所原東、岡崎、大森、そのほかの岡崎地区
３月７日㈫

鷲
津

古見、山口、坊瀬

市役所
１階
（受け付
けは１階
ホール）

３月８日㈬ 吉美（川尻、市場自治会）
３月９日㈭ 鷲津（鷲津自治会)
３月10日㈮ 風の杜・鷲津（表鷲津自治会)
３月13日㈪ 鷲津（河美自治会)

全
地
区
３月14日㈫
３月15日㈬ それぞれの対象地区の会場に来場できない人

新
居
地
区

２月16日㈭～
３月６日㈪
土・日・祝日
除く

新居地区
新居地域
センター
２階

問合せ先 ☎ 053‒576‒1218
FAX 053‒576‒1896

税務課

以下に１つでも当てはまる

□相続税を申告

以下の湖西市内の申告相談会場を利用できます

アクトシティ浜松で申告（５ページ参照）

浜松西税務署で申告 （注意）電話予約（053-555-7111）が必要です

は
い
は
い

いいえいいえ

□住民登録が湖西市外　□外国籍　□国外扶養を申告　□消費税・贈与税を申告
□個人事業主になって初めての申告　□青色申告　□暗号資産の売却益を申告
□先物取引を行った　□雑損控除を申告　□譲渡所得がある（土地建物・株を売った人）
□初めて住宅ローン控除を申告　□住宅耐震やバリアフリー改修などの特別控除を申告

⃝２月１日㈬～２月15日㈬の平日　８時30分～17時15分
　市役所税務課市民税係窓口で　市県民税申告　を受け付け
⃝２月16日㈭～３月15日㈬の平日　９時～11時30分、13時～16時
　�以下の市内申告相談会場で　確定申告　または　市県民税申告　を
受け付け　※市役所税務課窓口での申告相談は行いません。
湖西市内の申告相談日程

申告に必要なもの申告に必要なもの
※申告内容により異なります。

ご来場の注意ご来場の注意

�□マイナンバーカード
□�税務署からのハガキ「確定申
告のお知らせ」
※届いた人のみ
□�利用者識別番号記載の書類
※持っている人のみ
□�令和４年中の収入を証明する
書類（源泉徴収票など）
□控除証明書
　�（�生命保険料、地震保険料、
寄付金など）

□�作成済みの「医療費控除の明
細書」
□�作成済みの「収支内訳書」
　（営業・農業・不動産）
□�預金通帳など、申告者名義の
口座番号、支店名がわかるも
の（還付申告をするとき）

�▶�体調のすぐれない人は来場をお控
えください。
▶�マスクを持参し、会場内では着用
をお願いします。
▶�会場で検温し、37.5℃以上の発熱
がある人はご利用をお断りさせて
いただきます。
▶�申告相談会場への直接連絡はお控
えください。
▶�午前は大変混雑しますので、午後
の来場をお勧めします。

Q1
Q2

A1
A2

確定申告をしました。市県民税申告も
必要ですか？

確定申告で還付申告をしました。還付金はい
つ振り込まれますか？

不要です。確定申告をすれば同時に市
県民税申告をした、とみなされるため
です。

１カ月～２カ月程度で還付されます。詳細は
浜松西税務署（☎053-555-7111）へお問い
合わせください。湖西市役所では確定申告の
処理状況を確認できません。

湖西市内の申告相談会場を利用したいとき

よくある質問にお答えします
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マイナポイント第２弾取得 ３つの大切なお知らせ

〈広告欄〉

問合せ先 ☎ 053‒576‒4909
FAX 053‒576‒1139

ＤＸ推進課

マイナンバーカードを使って、マイナポイントの申し込みを
行うと、最大20,000円分のポイントがもらえます（マイナポイ
ント第２弾）。マイナンバーカードを持っている人で、マイナ
ポイントの申し込みをしていない場合は忘れずにお手続きくだ
さい。

ご家族のスマホでもできます！

スマートフォンで、
土日祝日や夜間でも
申し込み可能

既にカードを
持っている人も対象

キャッシュレス決済事業者により、
期限が異なる

ご自身やご家族のスマートフォン
で、いつでもマイナポイントの申
し込みができます。マイナンバー
カードを読み取る機能があり、専
用のアプリ（マイナポイントアプ
リ）に対応している
機種が対象です。

これまでにマイナンバーカード
を取得した人も、マイナポイン
トの申し込みを行うとポイント
をもらうことができます。

マイナポイント第２弾の対象となっているキャッ
シュレス決済事業者ごとに「マイナポイントの申込
期限」や「マイナンバーカードの新規取得に対するポ
イントに係るチャージ・お買い物の期限」などが異
なります。必ず事前に希望する各キャッシュレス決
済事業者の期限や対応をご確認ください。

1

3

2

マイナポイント第２弾の対象となるマイナンバーカー
ド申請期限とマイナポイントの申込期限について▶

マイナポイントアプリ対応ス
マートフォン一覧▶

マイナポイントの申込方
法について、詳しくは、
こちらからご覧ください
（総務省
ウェブサ
イト）▶

マイナポイントの申し込みをお忘れなく

7２月号



アイデア

日本全体の食品廃棄

出典：農林水産省：食品ロス及びリサイクルをめぐる情
　　　勢〈令和４年６月時点版〉

約1,624万トン超

約275万トン
約247万トン

事業系食品ロス
家庭系食品ロス

\  ! /

無駄なく調理して、食べ切ろう

収納のポイントは 「見える化」

陳列棚の手前から取ろう

料理

収納

買い物

　余った食材や料理をそのまま捨てていませんか？
野菜の皮を厚くむきすぎたり、葉を使わずに捨てた
り、食べられる部分を過剰に捨てたりすることも食
品ロスの原因のひとつです。皮を使ってきんぴらに
する、切れ端はスープやスムージーにも活用できま
す。

　“しまったまま期限切れ”になっている食材はあり
ませんか？　収納棚は、調味料、麺類などジャンル
別に分類して置く場所を決めておきましょう。冷蔵
庫は、中身が見える透明の容器やカゴなどを活用し
て整理整頓を心がけましょう。

　賞味・消費期限が近くなるまで売れ残った食品は
廃棄されます。すぐに使うときは、できるだけ陳列
棚の手前からとるようにしましょう。

　食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことを「食
品ロス」といいます。日本の食品ロス量は年間550万トン
近くになり、このうち半分程度が家庭から出ていると言
われています。この量を国民１人当たりで計算すると、

毎日お茶わん１杯分の食料を捨てている
ことになります。

　食品ロス削減のために、私たちが取り組める実践例を
紹介します。
　今日からでもはじめてみましょう！

今すぐできる！
食品ロスを減らす
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肉類 すぐに使わない場合は、ラップで包み保存バッグに入
れて冷凍しておくと安心です。

魚類 凍るまでに時間がかかると傷みやすくなります。金属
製のトレイなどにのせて冷凍しましょう。

野菜類 余った葉もの野菜は、ゆでて冷凍しておけば煮物やみ
そ汁の具などに使えて便利です。

基数の上限 ・電気を使用しない容器（コンポストなど）は１世帯２基
・電気を使用する容器などは１世帯１基

補助金額 ・容器等の購入費の２分の１以内（100円未満切り捨て）
・１基につき上限20,000円

申請に
必要なもの

①交付申請書 ②交付請求書 ③購入した容器などの領収書の写し（申請者氏名、製品名、
数量、本体購入金額、購入年月日が明記されているもの） ④購入した容器などの保証書の
写し（電気式生ごみ処理機のみ） ⑤補助金の振込先がわかるものの写し（通帳など）

申請方法 購入日から６か月以内に廃棄物対策課（湖西市環境センター�〒431-0441 湖西市吉美3294
番地の47）に郵送または持参にて提出してください。

問合せ先 ☎ 053‒577‒1280
FAX 053‒577‒3253

廃棄物対策課

自宅で生ごみ処理をしてごみ減量

食べきれる量を注文

食材に合わせた保存方法を選ぼう

生ごみ

外食

保存

　燃やせるごみの約５割が生ごみです。生ごみを次の３つの方法で処理すると、たい肥を作
ることができ、家庭菜園や園芸で使えます。

「キエーロ」は自分で作ること
もできます。詳しくは市ウェ
ブサイトをご覧
ください▶

　外食産業から出る食品ロスの多くは、お客さんの食べ残しです。テイクアウトやデリバリー
の利用が増えていますが、実際の量がわからないので頼みすぎる危険があります。本当に食
べきれる量、メニューなのかしっかり考えてから注文しましょう。

　一度で使い切れない場合は、新鮮なうちに適切な
下処理をして保存すれば、長持ちさせることができ
ます。

３. 生ごみ消滅型容器「キエーロ」
　廃棄されたタンスなどを再利用した
生ごみ消滅型容器「キエーロ」をご存じ
ですか？ 汁物、腐ったもの、カビた
ものでも利用できます。

１. コンポスト容器
⃝土の微生物の働きで分解して、たい肥にする。
⃝水切りと適度のかきまわし以外手間がかからない。
⃝生ごみの多い家庭向き。

２. 電気生ごみ処理機
⃝�処理機専用の微生物を含んだチップなどを投入
して生ごみを分解する。
⃝手間がほとんどかからない。
⃝電気代と補充用チップなど維持経費がかかる。

補助金あり補助金あり

生ごみ減量化容器等補助金

9２月号



チェック項目 評価基準
□ 体重減少 ６か月で、２kg以上の（意図しない）体重減少

□ 筋力低下 握力：男性＜28kg、女性＜18kg

□ 疲労感 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする

□ 歩行速度 通常歩行速度＜1.0m／秒

□ 身体活動
①軽い運動・体操をしていますか？
②定期的な運動・スポーツをしていますか？
上記の２つのいずれも「週に１回もしていない」と回答

〈広告欄〉 〈広告欄〉

湖西市では、
平均して男性は83.95歳、
女性は87.01歳まで、
自立して生活している
という結果でした。

自立して
いて健康

介護が
必要

自立にも介護にも移行する

フレイル

フレイルとは、健康で自立した状態と、介護が必要な状態の間にいることを指します。毎
日の心がけ次第で、健康で自立した状態に十分戻る可能性があります。

【判定方法】
いずれも該当しない＝健常高齢者
上記項目の１つまたは２つに該当する＝プレフレイル（フレイル予備軍）
 上記項目の３つ以上に該当する＝フレイル

あなたは
フレイル？

　令和４年９月に静岡県から公表された「令和元年度お達者度(※)」。
　湖西市は、男性が県内第４位、女性が県内第３位という結果でした。
※�お達者度とは　65歳の平均自立期間(介護を受けたり病気で寝たきりに
なったりせず、自立して健康に生活できる期間。要介護２～５でない状態
を「自立している(達者である)」と定義。

フレイルチェック 表　改訂J-CHS基準（2020年）

横断歩道を、青信号の間に
渡りきれますか？　渡り切
れない場合は、歩行速度が
遅い可能性があります。

健康で自立した生活

湖西市でお達者に暮らそう湖西市でお達者に暮らそう
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種類 主な栄養素 役割 食事の目安
（１食当たり）

主食 炭水化物 エネルギーになる １品
主菜 タンパク質 筋肉を作る １品

副菜 ビタミン・ミネ
ラル・食物繊維 体の調子を整える ２品

〈広告欄〉

問合せ先 ☎ 053‒576‒4916
FAX 053‒576‒1220

高齢者福祉課

100歳を迎えた皆さんを訪問し、お祝い
しています。

12月６日　近
こん

藤
どう

文
ふみ

子
こ

さん（鷲津） ※�許可をいただいた人のみ掲載しています。
写真はウェブサイトをご覧ください。

さあ、にぎやかにいただく
フレイル予防には、多くの栄養素が必要です。特定の食材に偏ることなく、主食・主菜・
副菜のそろった食事を心がけましょう。さまざまな食材を満遍なく食べることが大切です。

フレイルを
予防する

\�シニアの健康な食生活のための合言葉�/

⃝筋肉が減るのを予防するためには、体重１㎏あたり、１日１ｇ以上のタンパク質が必要です。

さ▶魚

い▶芋

あ▶油

た▶卵

に▶肉

だ▶大豆

ぎ▶牛乳

く▶果物

や▶野菜 か▶海藻　（に）

左の食事の目安×３食に加えて、牛乳・
乳製品類と果物をとりましょう。（牛乳
ならコップ1杯くらい、果物は握りこぶ
し1つ分くらい）

１食あたりの野菜の目安量は
120ｇ。生野菜なら両手１杯分、
加熱した野菜なら片手１杯分で
す（右の写真が目安）

引用：
国立長寿医療研究セ
ンター・東浦町作成
「健康長寿テキスト
第２版」2020.p.１～
４、14～19より

※含まれるたんぱく質の量…［g］で表示

白身魚・青背の魚
80g［約16g］

牛・豚もも肉
80g［約17g］

赤身の魚
80g［約18g］

鶏もも肉
80g［約15g］

鶏むね・ささみ肉
80g［約18g］

木綿豆腐1/3丁
100g［約７g］

納豆１パック
35g［約６g］

絹ごし豆腐1/3丁
100g［約５g］

厚揚げ１枚
240g［約18g］

卵１個
可食部50g［約６g］

食事制限の
ある人は主治医
の指示に従い

ましょう

100歳100歳
おめでとうございます

11２月号



〈広告欄〉

　科学を楽しみながら体験できるイベント
「青少年の科学体験」が３年ぶりに開催されま
した。市内のモノづくり企業や湖西少年少女
発明クラブなどの体験ブースに加え、市制50
周年記念としてトヨタ自動車や豊橋技術科学
大学の特別出展も。スポーツカーを運転でき
るＶＲ体験では、普段
感じることができない
スピードに驚く子ども
たちの姿がありました。

　地域おこし協力隊第１号として、新潟県長岡市
出身の佐

さ

藤
とう

 拓
たく

真
ま

さん（24歳）が着任しました。４
年前から湖西市内の古民家改装に携わるうちに、
故郷にはない湖や海の景色に圧倒され「浜名湖を
眺められる場所にゲストハウスを作りたい」とい
う夢を抱いたそうです。湖西・新居観光協会に所
属しながら市内を巡り、潜在的な湖西市の魅力を
発掘し、ＳＮＳなどで発信していきます。

　政治・経済の授業を選択する新居高校２・３年
生14人が「高校生議会」に参加。実際の議場の議長
席や質問席で、緊張した表情を見せながら発言し
ました。この日までに市議や福島県浪江町職員に
よる講座を受けて学んだ『防災』をテーマに、ピク
トグラムなどによる外国籍住民へのわかりやすい
情報発信、備蓄品のインターネット注文方式など
高校生の視点から市への提言を行いました。

12/10

12/511/11

最新の科学やモノづくりを体験

湖西の魅力発信に助っ人議会活動に挑戦―新居高校

▲�豊橋技術科学大学のミニロ
ボット操作体験（上）、マナカ
ル湖西校＆ＵＧＯ学院のマイ
ンクラフト体験

▲�トヨタ自動車株式会社のＶＲ（バー
チャルリアリティ）体験

湖西市新キャラクター
「うなぽん」も登場▶

まちの話題をスナップで紹介します。

TOPICS
トピックストピックス
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〈広告欄〉

次
亜
塩
素
酸
水
生
成
器

次亜塩素酸水
噴霧装置（脱臭）

臭気センサー

水噴霧
（冷却）

水循環型
冷却装置

畜舎冷却

の応用

自動車部品製造技術の応用

臭気センサー・温度センサー

噴霧装置
次亜塩素酸水生成器

キヤノン

浜名湖電装
自動車部品製造技術

　令和４年11月24日、湖西市の重要課題の一つである畜産臭気
問題解決のため、浜名湖電装株式会社およびキヤノンマーケ
ティングジャパン株式会社と協定を結びました。

静岡県内第１位の飼育数

湖西市は、養豚業が盛んで、県内最多の約
２万頭を飼育しています。昨年は「湖西ポー
ク」という銘柄豚を発売。こさいご当地グル
メも「豚」に決定し、今春以降、市内の各飲食
店などで湖西産豚肉を使用したメニューの展
開を予定しています。
　その一方、これまで養豚は、森林に囲まれ
た場所などで行われてきましたが、土地開発
によって遮るものが無くなり、近年は市街地
での臭気が課題となっています。市では、令
和３年５月から庁内に「臭気対策チーム」を創
設し、畜産事業者との意見交換や現地での臭
気測定などを実施。その結果、尿臭であるア
ンモニアより、飼料臭や体臭である低級脂肪
酸の発生頻度が高いことが判明しました。

企業とともに解決を目指す

　今回の協定で、キヤノンからは低級脂肪酸やアン
モニアを分解できる次亜塩素酸水を生成する装置を、
浜名湖電装からは自動車部品製造技術を応用した臭
気や温度センサーの信号に応じた自動制御システム
や、システムの自動故障検知システムの提供を受け
ます。令和５年度から市内の養豚業者の協力で、実
証実験を始め、効果を検証していきます。

市民生活の保全と畜産振興の両立

　新電池工場「K
コサイ

OSAI B
バッテリー

attery P
パーク

ark」の稼働を来年
に控え、地域経済の活性化や人の流入が期待されて
いる湖西市。「職住近接ー働いて暮らすまちー」を進
めながら、畜産業の持続的な発展も目指していくた
めに、民間企業の知見や技術を借りて課題解決に努
めます。

▲令和５年度実証実験構想案
①センサーが臭気や温度を検知し、自動で噴霧装置が作動する（浜名湖電装株式会社）
②次亜塩素酸水を生成し、臭気の出口付近に噴霧する（キヤノンマーケティングジャパン）

“職住近接”のため
畜産臭気の改善へ 協定締結

13２月号



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 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 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10月生まれの子 ９日木 ����◯受 9：00～ 9：15
　 9：15～11：00

おぼと２階
栄養指導室 バスタオル

ブックスタート
問合せ先　中央図書館
☎053-576-4351

2022年８月生まれの子
24日金 10：00 中央図書館

案内通知、利用者登録申込書
（貸出カード作成希望者のみ）27日月 ①10：00②10：30

③11：00 新居図書館

７～８か月児教室 2022年６月生まれの子 14日火 ◯受 9：00～ 9：15�
　 9：15～11：30

おぼと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 2022年２月生まれの子 21日火 ◯受 9：00～ 9：15�

　 9：15～10：30
おぼと２階
健康ホール バスタオル

１歳６か月児健康診査
※�ポルトガル語・スペイン語
通訳あり

2021年７月生まれの子 ８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
※�ポルトガル語・スペイン語
通訳あり

2021年１月20日～２月９日生ま
れの子とその保護者 20日月 ◯受13：00～13：20�

　13：20～
おぼと２階
健康ホール

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

３歳児健康診査 2019年11月生まれの子 22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 ７日火 ◯受 9：15～11：00 おぼと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 ◯受 9：00～16：00

※木・金は13：00～16：00
おぼと２階
遊びの広場

８、22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

２月

◎はウェブ予約ができます▶
詳しくは右の二次元コード
からご覧ください。

◯予…予約制　◯受…受付時間

※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

松
まつ

本
もと

岳
やま

都
と

さん（２歳） 須
す

藤
どう

叶
と

愛
あ

さん（２歳）

父●幸
さち

朗
お

さん　母●藍
あい

さん（新居町中之郷） 父●翼
つばさ

さん　母●綾
あや

音
ね

さん（鷲津）

どんぐり見つけたよ！ 我が家のやんちゃ坊主、2歳のお誕生
日！これからも元気に大きくなってね

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。

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

アイドル大募集!アイドル大募集!

登場アイトルアイトル
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今月の相談今月の相談 お気軽にご相談を！

相談名 と　き ところ 内　容 問い合わせ先

健康相談◯予� 16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
☎053-576-1114
FAX053-576-1150

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。

HIV等検査 ９日木 13：30～15：00 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）
☎0538-37-2253

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☎053-576-4796

FAX053-576-4213

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
☎053-576-4873
FAX053-576-1220

女性相談
（面談◯予）

２日木
９日木
16日木

10：00～12：00
（電話相談）
13：00～16：00

（面談）
☎053-576-4878

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）
☎053-576-4878
FAX053-576-4880

子ども家庭相談 月～金 8：30～17：00 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。

子ども家庭課家庭児童
相談室☎053-576-1125

FAX053-576-1220
ヤングダイヤル
こさい
※電話相談

月水金 9：00～16：00 ☎053-576-0770 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
☎053-576-4793
FAX053-576-1237火木土 9：00～16：00 ☎053-577-5116

行政相談
６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�☎053-576-1698
� FAX053-576-1115９日木 13：30～15：30 新居地域センター

年金相談◯予
９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
☎053-456-8511
FAX053-452-801121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 21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
☎053-576-1609
FAX053-576-4876

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

☎053-594-0855
FAX053-594-0857

シルバー人材セン
ター入会説明会

13日月
27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
☎053-575-0654

法律相談◯予 18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
☎053-525-6667
FAX053-575-3299

健康福祉センター
（おぼと）

司法書士相談◯予 14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
☎053-525-6667
FAX053-575-3299

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

☎053-576-4549
FAX053-576-1897

２月

◯予…予約制　※休日・夜間納税相談（税務課）は、令和３年度で終了しました。
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。

15２月号



〈広告欄〉

イベント
湖西市芸術祭 第42回美術の祭典

第15回ジュニア美術展
●�とき　２月４日㈯〜２月８日㈬

２月４日㈯ 13時～17時
２月５日㈰～７日㈫ ９時30分〜17時
２月８日㈬ ９時30分〜14時

●�ところ　アメニティプラザ
●�展示作品　美術の祭典▶書道、

絵画、写真、水墨画と無鑑査の
作品。ジュニア美術展▶市内小、
中学校の児童生徒
の作品、浜名特別
支援学校の作品

●�入場料　無料
●��問合せ先　湖西市文化協会事務

局（月・水・金の９時〜16時） 
☎053‒578‒1700

第81回青春ポップスコンサート
湖西軽音楽愛好会45周年演奏会
●�とき　２月12日㈰ 開演13時
　（開場12時30分）
●�ところ　新居地域センター
●��内容 軽音楽愛好会６バンドに

よる演奏
●�入場料　無料
●�その他　熊本地震、東日本大震

災復興支援・交通遺児チャリ
ティー募金にご協力ください。

●��問合せ先　ARAMI STUDIO（菅沼）
☎080‒5100‒5599

生活
シニア向け出張お仕事相談会

　60歳以上の転職・再就職に関す
るご相談に、個別にアドバイスし
ます。今後のライフプランを踏ま
え、あなたにあった働き方を一緒
に考えませんか。
●��とき　２月10日㈮ 10時〜15時
●�ところ　西部地域センター
●�対象者　湖西市在住で転職・再

就職をお考えの60歳以上の人
●�申し込み　しずおか

ジョブステーション
申 し 込 み フォー ム

（右の二次元コードから）または
電話にてお申し込みください。

●�その他　雇用保険受給中の方は
雇用保険受給資格者証に就職活
動の押印をします。

●��問合せ先　しずおかジョブス
テーション 担当：徳永（９時〜
17時、土・日・祝休）

☎080‒2934‒5381

おひなさま展

湖西市議会議員選挙の
立候補予定者説明会

　４月23日
㈰執行予定
の湖西市議
会議員選挙
の立候補予
定者を対象
に説明会を
行います。
●�とき　３月23日㈭ 14時
●�ところ 西部地域センター
●�内容　立候補の届出、各種

届出、選挙運動、収支報告
などの説明

●�出席人数　立候補予定者１
人につき３人以内

●�問合せ先　湖西市選挙管理
委員会
☎053‒576‒

1698
　FAX053‒576‒
 　1115

旅籠紀伊国屋資料館
⃝�とき　１月31日㈫〜３月５日㈰
●��入館料　大人210円、小中学生

100円 ※関所史料館との共通券
や年間パスポートもあります。

●�問合せ先　新居関所史料館
☎053‒594‒3615

小松楼まちづくり交流館
⃝�とき　２月７日㈫〜３月５日㈰
●��入場料　無料
●�問合せ先　小松楼まちづくり交

流館 ☎053‒594‒0540

ふるさとふるさと
情報局情報局
�������������������
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毎月１日は毎月１日は

◆11月16日㈬ 岡
おか

本
もと

 大
だい

介
すけ

様か
ら、遠州新居手筒花火の発
展と保存伝承のため寄付を
いただきました。

◆  11月16日 ㈬  命 を つ な ぐ
防災備蓄推進協会および
ヒュッゲＫＯＳＡＩから、
大規模災害発生時における
感染症対策のため防災用簡
易圧縮マスクをいただきま
した。

◆  11月21日㈪ 匿名で、小学
校教育の充実のため寄付を
いただきました。

◆  11月29日㈫ 新所原自治会、
新所原寿楽会、新所原十日
会、新所原みまわり隊から、
交通遺児等福祉事業基金に
寄付をいただきました。

寄付・寄贈いただき
ありがとうございました

税・その他
児童手当の支払い日

　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
童を養育している人に支給されま
す。次回の定時払いは次のとおり
です。
●�支給日　２月10日㈮
●�支給該当月　令和４年10月分〜

令和５年１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

所得上限
限度額以上 支給なし

●�その他　児童手当等が支給され
なくなったあとに所得が所得上
限限度額を下回った場合、改め
て認定請求書の提出などが必要
です。所得制限限度額・所得上
限限度額等については、市ウェ
ブサイトをご覧ください。

●問合せ先　子ども家庭課
☎053‒576‒1813
FAX053‒576‒1220

こんな症状があったら、要注意！

①�ももの付け根
（大腿骨近位
部骨折）

③�肩（上腕
骨近位端
骨折）

④�手首（橈
骨遠位端
骨折）

②�背骨（脊椎
椎体骨折）

▶骨粗しょう症の代表的な骨折部位

1度は受けよう！骨
こつ

粗
そ

しょう症検診！
川道雄

                                                  おい� かわ� みち� お

令和４年10月に浜名病院院長に就任された整形外科医 及� 先生にお話を伺いました
　身の回りの、おばあちゃん、おじいちゃんが太ももの骨を折って入院した話は聞い
たことがありませんか？�それは、現在日本では毎年20万人程度が受傷している骨粗
しょう症の代表的な骨折、大腿骨近位部骨折です。元どおりに歩ける人は半分ほどで
あり、健康長寿を脅かす厄介な骨折です。

皆さん、まだまだ先の話と思っていませんか？

　過去の調査から、50代から背骨の骨折が発生してい
るのが分かっており、それも2/3は痛みが出ない骨折
（いつの間にか骨折）です。高齢者の骨折予防は中高年
の骨粗しょう症を発見し、治療を行うことが一番効果
的であることも分かっています。皆さん、一度は骨粗
しょう症の検診を受けましょう！

□ 背中や腰が曲がってきた
□ 立ち上がる時などに腰が痛む
□ 身長が縮んだ気がする。実際に縮んだ
□ 背中や腰の痛みで、日常の家事がつらい

17２月号



みなさん知っていますか？
図書館
Q&A
図書館
Q&A

〈広告欄〉

○ブックスタート　14ページの「子育てけんこう掲示板」をご覧ください。
○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2日・16日、新居図書館9日・23日　※全て木曜日
幼児、小学生向け
中央図書館4日・11日・18日・25日、新居図書館4日　※全て土曜日

2月
中央図書館休館日
6、13、20、27日

新居図書館休館日
7、14、21、28日

開館時間 
9：30～18：30

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

お知らせ
⃝と　き　２月３日㈮・10日㈮・17日㈮ 10時〜12時　
⃝ところ　中央図書館　２階 学習研修室
⃝�内　容　読み聞かせの意義・方法、絵本の選び方など
⃝定　員　10名程度（３回全てに出席できる方優先）
⃝�申し込み　１月31日㈫までに、専用フォームから
※詳しくは館内チラシ・図書館ウェブサイトをご確認ください。

借りている本の返却期限は延長はできますか？
返却日を過ぎていない図書で、予約が入っていない場
合、１回に限り延長できます。図書館ウェブサイト、館
内検索機、電話から手続き可能です。

★絵本の読み聞かせ入門講座�参加者募集!

※ウェブサイトで
本の予約可能

「そして、よみがえる世界。」
西式 豊著　早川書房

　SME社が開発した脳内インプラン
ト〈テレパス〉によって、身体障害者の
活動範囲は大幅に拡大した。脳神経外
科医の牧野は、かつての恩師から、少女
エリカに視覚再建装置を埋め込む手術
の代理執刀を依頼され…。

（TRC　TOOLi）
▶文学　「わたしのアグアをさがして」 深沢 潮

　「中庭のオレンジ」 吉田 篤弘
▶趣味・実用書　「新しい収納の教科書」 赤工 友里

「世界一わかりやすい腕時計のしくみ」 高木 教雄
▶絵本　「すきなものがちがうけど」 リンダ・アシュマン
▶児童文学　「わたしたちの歌をうたって」 堀 直子

Q
A

問合せ先 ☎053‒576‒1213 FAX053‒576‒4880市民課

◎ふじのくにLGBT電話相談
☎0120‒279‒585

　性のあり方に関する悩みや困
りごとについて、専門相談員が
お話を伺います。
　本人だけでなく、家族、友人、
職場や学校の関係者も相談でき
ます。

詳しくは、下の二次元コー
ド（静岡県ホームページ）を
ご確認くだ
さい。

【人と違う制服を着ること】
　「わたしの主張2021」に、制服に関する課題を真

しん

摯
し

に受けとめる中学生がいました。
その方の友人は、制服のスカートに抵抗があり、校長先生と話し合って、Ｙシャツ
とズボンの私服登校を許可してもらいました。「おかしいと声をかけられたりもす
るけど、自分が望み勝ち取ったことだから」と笑顔で話す友人の姿に、「行動するこ
と」には大きな勇気が必要だったのでは、と感じたそうです。スカートやズボン、
ネクタイ、リボンから選べる学校も増えていますが、実際には、「自由に選ぶ」こと
にも他人の目が気になり、戸惑いがある人もいます。一人一人を尊重する環境をつ
くりたいと結んでいました。

【孤独感をもつ若者たち】
　「人々のつながりに関する基礎調査（2021）」では、10代の3.4％が「孤独
感がしばしばある・常にある」と回答しています。しかし、「LGBTQの
子ども・若者調査（2022）」では、LGBTQを自認する10代の29.4％が「孤独
感がしばしばある・常にある」と回答しています。心身の健康のために、
安心して気持ちを話せる場を作る必要があります。

中央図書館 ☎053-576-4351 ℻053-576-1100
新居図書館 ☎053-594-3155 ℻053-594-3604

ウェブサイト
https://www.lib.kosai.shizuoka.jp/

Library Information

女性相談室より
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■市のようす　　※外国人を含む

令和４年12月末現在の人口など 前年同月末数 令和４年12月の異動者数

▪人口 58,400 人 58,643人　 ▪転入 172人

▪男 29,977 人 30,030人　 ▪転出 230人

▪女 28,423 人 28,613人　 ▪出生 25人

▪世帯数 24,847世帯 24,501世帯 ▪死亡 65人

■休日救急当直医（9：00～17：00）
５
日
新所原医院
（耳/皮/内/小/気管食道）
☎�053-577-0112

19
日
牛田クリニック
（内/外/消/小/皮）
☎�053-574-2252

11
日
クリニック井田
（内/外（消/乳腺））
☎�053-595-1188

23
日
きもと小児科
（小）
☎�053-576-1938

12
日
後藤内科医院
（内/小）
☎�053-572-3292

26
日
疋田クリニック
（内/循/小）
☎�053-594-8222

市制51年目のうさぎ年がスタート。
未来へ跳躍！
　令和５年、うさぎ年がスタート。昨年末には、市
制50周年フィナーレとして、盛大に遠州新居手筒花
火を記念披露。疫病退散と未来に繋がる炎が、大晦
日の夜に灯されました。
　2022年の「みんなが選んだ湖西市５大ニュース」。
市公式ＬＩＮＥで募集したところ、磐田や掛川など
周辺市からも多くの投票をいただき、
第１位は、『さわやか』が移転オープン（820票）、
第２位は、僅差で新キャラクター『うなぽん』誕生

（813票）
第３位が、「３年ぶりのおいでん祭、同時に浜名湖
ＭＵＳＩＣ ＦＥＳ開催」でした。

　次点に各種の市制50周年事
業や、市民提案ニュースとし
て「市の公園がナニコレ珍百
景に登場」「新居関所周辺ほか、
カフェや飲食店が増え、イオ
ンタウンも着工」など、まちの話題を多く投稿して
いただき、ありがとうございます。

　12月から、医師会の皆様に大変ご尽力いただき、
当直医に加え、日曜祝日・年末年始等の発熱専門外
来を開設頂いてます。今年は新型コロナやインフル
エンザ、加えて鳥インフルや豚熱など、目に見えな
い脅威を乗り越えて、良い年にしたいですね。
　例年末の、今年を表す１文字を、「継」とさせてい
ただきました。市制50周年での、子どもたちの未来
に繋がる各種事業を「継続」して、市の持続可能な発
展に繋げていきましょう！

湖西市長

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。

広報こさいのご感想をお待ちしています
右の二次元コードから入力してください。
※個別に回答はできません。
※ 匿名での投稿が可能ですが、誹謗中傷な

どはお控えください。

　某アプリで自分の行動記録を確認したところ、2022年は湖西市から東西
にそれぞれ約30㎞の距離しか出かけていないことがわかりました（湖西市を
より深く知った１年でもありました）。もともと旅行が好きなので、今年こ
そは感染を気にせず、干支のうさぎのように跳んでどこかに行き
たいものです。いろいろな場所にぽんぽん出現するという新キャ
ラクター 「うなぽん」 とともに。

最後までお読みいただいた皆さんへ

休日救急当直医以外に、令和４年12月から令和５
年２月まで休日の発熱専門外来を開設していま
す。発熱専門外来の開設状況は、市ウェブサイト
（右の二次元コード）に最新情報を掲
載しています。発熱などの症状があ
る場合は、事前に電話連絡してから
発熱専門外来を受診しましょう。

日曜日・祝日・年末年始の
発熱専門外来開設

◀ 市町対抗駅伝チーム
の応援に駆けつけた
うなぽん
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注意

Q．作ろうとしたきっかけは？ どんなモノを作った？

実際に家族でデイキャンプに行くので、自分が行きたいキャン
プ場をマインクラフトで作りました。コーちゃんや湖西を表す
531、市の誕生年などを、看板や湖のモチーフにしました。　

Q．どのくらいの期間で作りましたか？

湖を作るのに３週間、全体を作るのに１カ月。

Q．他に作ったモノや興味があることは？

マインクラフトでは、他に闘技場を作りました。クリエイティブなゲーム
や絵が好きで、今後もいろいろと作っていきたいです。

齊
さい

藤
とう

悠
ゆう

太
た

さん（新居小学校�6年生）
 作ったモノ 
マインクラフト（※）で湖西ゆかりのものを散りばめた

「コーちゃんキャンプ場」
※�マインクラフトは、世界中で今人気のデジタルの世界で
ブロックを自由に配置して建築などを楽しめるゲーム

熱中してモノづくりに取り組むキッズ
（★）を大募集します！ プラモデル、マイ
ンクラフト、プログラミング、ブロック、
工作など、お子さんが作った自慢の品を
皆さんに見てもらいませんか？ ウェブ
サイトの専用フォーム（左の二次元コー
ド）から投稿してください。自慢の品と
キッズの写真が必要です。

★幼児～中学生程度

秘書広報課
☎053-576-4541
FAX053-576-1139

　ＮＴＴが実施する湖西市エリアの電話交換機更新工事の
影響により、最大５分間119番通報を含め、湖西市消防本
部への電話がつながらない時間帯が発生します。ご迷惑を
お掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

　消防自動車や救急自動車が緊急走行で接近してきた
場合は、以下の対応をお願いします。

⚫交差点またはその付近の場合
交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止

してください。

⚫上記以外の場合
道路の左側に寄って、消防自動車や救急自動車に進

路を譲ってください。

　消防自動車や救急自動車が緊急走行する際は状況に応じて
次の①〜⑤のような走行をします。安全には十分な配慮を行
いますが、市民の皆さんはご注意ください。
①道路の反対車線にはみ出して走行します。
②赤信号の交差点へ徐行して進入します。
③一時停止標識のある交差点へ停止せず徐行して進入します。
④道路ごとの制限速度を超えた速度で走行します。
⑤一方通行道路を逆走します。　など

119番 通 報 が つ な が ら な
かった場合は、下記のいず
れかの携帯電話番号にご連
絡ください。

※工事終了後は、緊急通報電話番号は使用できません。

問合せ先

問合せ先

☎ 053‒574‒0219
FAX 053‒574‒0215

☎ 053‒574‒0213
FAX 053‒574‒0215

消防本部警防課

消防署警防係

☎090‒6803‒5440
緊急通報電話番号

☎090‒5111‒9908

消防自動車や救急自動車の

緊急走行に
ご協力ください

緊急走行とは、サイレンを鳴らして、赤色の警告灯を
点灯させた状態で走行することです。

こ さ い モノづくり キッズ！

キッズ大募集！

119番がつながらない
時間があります

2月10日㈮ 午前0：20～0：30
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