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特集

豊かな心と暮らしを次世代に

地球にやさしいまちづくり

▲堀之内小学校で行われたアース・キッズチャレンジ
市職員がふんしたコザカナチャンがゴミの分別について説明

今や世界的な問題となっている地球温暖化。ＣＯＰ３（国連気候変動枠組条約第３回締約国会議）
で
は、温室効果ガスの削減目標（京都議定書）を定めるなど、
まさに地球規模で取り組んでいます。私たち
も、地球温暖化について改めて知り、生活の中でエコに取り組んでいかなくてはなりません。
今回の特集では、地球温暖化の実態を掲載するとともに、学校・地域の活動や自然エネルギーの活用な
ど、
「地球にやさしい」取り組みを紹介します。
問い合わせ 環境推進課環境政策係（☎35-0916）
【図１】温室効果ガスと地球温暖化メカニズム
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産業革命の始まった頃の
二酸化炭素の濃度は約280ppmでした。

地球温暖化ってなに？
温暖化のしくみ

大気

（温室効果ガス）

太陽からの光

二酸化炭素の濃度は、
2013年には400ppmを越えてしまいました。

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター
ウェブサイト
（http://www.jccca.org/）
より

地球にふりそそぐ太陽光エネルギーのおよそ半分は、
地球の表面に吸収され、赤外線を大気に向け放出しま
す。大気は、地表からの赤外線を吸収する気体によっ
て温まり、再び宇宙空間と地表面に向けて赤外線を放
出します。地球は、両者からの赤外線によって温めら
れています。この大気中の赤外線を吸収する気体が、
二酸化炭素やメタン、一酸化二窒素などの「温室効果
ガス」です（図１）。
温室効果ガスの濃度が上昇すると、大気から宇宙空
間への赤外線の放出がさえぎられ、地表付近の大気の
温度が上昇し、地球温暖化を引き起こします。この温
室効果ガスが、18世紀末の産業革命以後、大気中に
大量に排出されるようになり、特に、石油や石炭など
の化石燃料の燃焼によって発生する二酸化炭素が著し
く増加し、温暖化に最も影響を与えています。
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【図２】世界の地上気温の経年変化（年平均）

※偏差の基準は1961-1990年平均
（縦軸は1961-1990年平均を0℃とする）

え︑人間の健康にも影響を与
える恐れがあります︒

⑤食料への影響

世界の穀倉地帯の多くに乾
燥などの影響を与え︑生産が
困難になります︒また︑イワ
シの稚魚が減り︑イワシを餌
とする他の魚も減るなど︑海
産資源にも大きな影響を与え
る可能性があります︒

地球温暖化は︑目に見えな
いところで︑さまざまな影響
を与えています︒私たちの身
近な問題ととらえ︑私たち一
人ひとりが出来ることから取
り組む必要があります︒

出典：IPCC第5次評価報告書
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト
（http://www.jccca.org/）
より

地球のことを
考える

する可能性があります︒
地球温暖化が与える 影 響
また︑陸の動物も同様に︑
１８８０年から２０１２年
生態系の変化や絶滅の危機に
の期間で世界の平均気温は︑
さらされます︒
０． 度も上昇しました︵図
④健康への影響
温暖化により︑激しい熱波
２︶︒地球温暖化が進み︑気
が増加し︑熱中症や脱水症な
温が上昇し続けていくと世界
どで死亡する人が急増します︒
各地で深刻な影響が生じると
また︑温度や降雨量などの
考えられています︒
要因が︑感染症の媒介動物や
①異常気 象
空気が多量の水蒸気を含み︑ 病原菌の数︑分布に変化を与
大雨や豪雨が降る頻度が高ま
ります︒また︑空気が乾くの
も早いため︑洪水と渇水の極
端な現象が起こりやすくなり
ます︒台風の発生頻度が高ま
るなどの異常気象も世界各地
で頻発します︒

②海面上 昇

海水の膨張や氷河︑氷床が
とけることで︑海面が上昇し︑
洪水や高潮のリスクが高まり
ます︒

③生物へ の 影 響

多くの地域で森林の育成に
影響を与え︑気温の変化に適
応できなかった樹種は︑絶滅

特 集 地球にやさしいまちづくり

エコアクション21の認証・登録で全庁を挙げて取り組んでいます

菊川市は、平成20年度に環境基本条例を制定し、翌

年度、
これに基づいて本市における環境の保全および

ています。空調の設定温度や稼動時間を限定したり、
照明の消灯に努めたりするなど、全庁を挙げて取り組

創造の指針となる環境基本計画を策定しました。
また、 んでいます。また、本庁舎の空調機器を灯油を燃料と
市役所では、平成24年３月に、第三者認証を伴う
「エ

コアクション21」を本庁舎および北館、その他関連施
設で認証・登録を果たしました。

これらの中では、平成25年度から29年度までの５

年間で、市が実施する事務や事業から発生する温室効

果ガスを５％削減（平成23年度比）することを目指し

認証番号0008133
本庁舎及び北館、その他関連施設
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このマークを名札やチ
ラシに付けて、普及・啓
発を図っています。対
象施設は、市役所本庁
舎や小笠支所を始め、
幼稚園や図書館などの
16施設。今後も学校や
地区センターなどの認
証を予定しています。

するＧＨＰ式から電気によるＥＨＰ式へ変更するな

ど、低環境負荷機器への更新なども行っています。

この他、マイボトルやマイバッグの持参、
クールビ

ズ・ウォームビズの推進など、職員個々の取り組みを行

っています。

◀ ５月1 4日、奥 横
地エコクラブの児
童とともに市役所
本庁舎にグリーン
カーテンを設置。
プ
ランターにアサガ
オ、ヒョウタンなど
の苗を植えていき
ました。

▲堀之内小学校で行われたアース・キッズチャレンジ

静岡県地球温暖化防止活動推進センターは、
「地球

温暖化対策の推進に関する法律」によって各都道府県

などに置かれ、温暖化防止に関する
「啓発・広報」
「活動
支援」
「照会・相談」
「調査・研究」
「情報提供」などの活動

を行っています。

この活動のひとつとして、毎年県内の小学校で「アー

ス・キッズチャレンジ」を実施しており、およそ90校

5,600人の児童が参加して、エコ生活にチャレンジしま
す。私たちはこの活動をとおして、子どもたちに「今、地

来のために、自分たちにでき

ることがたくさんある」
と気づ

いて欲しいと思います。そし

て、家庭や地域のエコリーダ

ーとなって活躍して欲しいと
願っています。

県地球温暖化防止活動推進
センター
普及啓発チームマネジャー
しゅうじ

山本 修司さん

とおして︑自分たちが地球のために
できることを発見します︒
６月２日︑チャレンジのキックオ
フイベントが堀之内小学校で行われ
ました︒同校４年生 人が参加し︑
地球温暖化の現状︑エネルギーや資
源の大切さなどについて学びました︒
始めに︑センターのスタッフから︑
地球温暖化の現状や影響などについ
て説明を受けた児童たち︒その後︑
３つのグループに分かれて︑﹁自転
車発電﹂﹁ゴミ分別ゲーム﹂﹁エコ
生活大作戦﹂にチャレンジし︑エコ
生活の重要性を理解しました︒

球に何が起きているのか」を知ってもらい、
「地球の未

小学生が自ら考え発見する
﹁アース・キッズチャレンジ﹂

真剣に考え、
自ら行動を

静岡県地球温暖化防止活動推進セ
ンターが︑小学校高学年を対象に︑
県や市︑小学校と連携して実施する
﹁アース・キッズチャレンジ﹂︒総
合学習の時間などを使い︑児童がエ
コリーダーとなり︑家庭で地球温暖
化防止に取り組むプログラムです︒
同センターが用意したチャレンジ冊
子を使い︑２週間各家庭で取り組み
ます︒家庭の電気・ガス 水
･ 道のメ
ーターのチェックや体験イベントを

VOICE
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自分たちでもできることを考える

地球のために
できること

全世界で取り組まなければならない地球温暖化の
問題。私たち一人ひとりが、生活の中で取り組んで
いかなくてはなりません。
ここでは、小学校で行われた環境学習をとおして、
個人や地域ができることを考えます。
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challenge

1 自転車発電
自転車のペダルをこい
で発電を体験します。起
こした電気でラジオや
電球がつくことを確認し、
家庭で使う電気を作る
の に、どれ だ けのエネ
ルギーが必要なのかを
体で感じてもらいます。

たった数十秒の電気を起こ
すのに、たくさんこがないとい
けないことが分かりました。家
で誰もいない部屋の電気がつ
いていたり、見てないのにテレ
ビがついていたら、消すように
します。
じゅんぺい

堀之内小４年 入江 純平さん

challenge

2 ゴミ分別ゲーム
家庭で出るゴミの中
には、資源としてリサイ
クルできるものがたくさ
んあります。児童は、ペ
ットボトルや缶、ビンな
どの資源ゴミを話し合
いながら分別しました。

家で出たゴミも、分別してリ
サイクルすれば、ゴミを減らせ
ます。可燃ゴミが減れば、
ゴミを
燃やすときに出る二酸化炭素
を減らすことができるので、家
でもやってみます。 し ど

堀之内小４年 森下 獅斗さん

challenge

3 エコ生活大作戦
普段の生活の中で取
り組めるエコ生活を学
ぶため、パネルを使って
地球にやさしい行動か
どうかを考えます。グル
ープで話し合いながら、
自分たちで考え、発見し、
取り組みにつなげます。

どんな行動が二酸化炭素を増
やすのかが分かりました。水の
出しっぱなしやコンセントの挿
しっぱなしをなくすなど、家でも
できそうなことがたくさんあり
ます。みんなで地球にやさしい
行動をしていきたいです。
さ

わ

堀之内小４年 黒田 紗和さん

竹粉
生ごみ で
の臭
竹粉を使った生ごみたい肥づくりで地球にやさしい取り組み
消える いが
！？
夏休みの自由研究にも使える

NPO法人里山再生クラブ

森林の保全や再生を目的に活動するNPO法人里山再

生クラブは、地域の課題となっている
「放置竹林」
と
「家庭
の生ごみ」
を削減する
「竹粉で生ごみたい肥づくり」に取

り組んでいます。竹粉の持つ乳酸菌と食物繊維が食物の
生育に良いたい肥を作ります。
また、たい肥の発酵を促
進するとともに、
生ごみの臭いを抑える効果もあります。

◀放置された
竹林を伐採し、
粉砕機で竹粉
に
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竹粉の試供品を配布しています

NPO法人里山再生クラブは、竹粉を使った生ごみたい
肥づくりの試供品を配布しています。生ごみからたい
肥を作るときに竹粉を使うと臭いが出ないと好評です。
皆さんも竹粉でエコな取り組みをしてみませんか。

エル

ヨミガ

◀ ポ リ バ ケ ツ 、竹 粉
（250g）、土のう袋、輪ゴ
ム、スコップがセットに
なった試供品

配布場所 NPO法人里山再生クラブ、市役所環境推進課
各地区センター（内田地区センター工事のため除く）

問い合わせ
もりお
NPO法人里山再生クラブ 堀 守夫（☎36-0714）

６月 日︑河東地区に市内
最大級のメガソーラー発電所
﹁ＴＥＳＳ静岡菊川ソーラー
発電所﹂が完成し︑同敷地内
で竣工式が開催されました︒
発電所は︑大阪府を本社と
する﹁テス・エンジニアリン
グ株式会社﹂が︑２年半掛け
ておよそ ヘクタールの敷地
に設置︒ メガワットの出力
を有し︑年間発電量は１２０

河東地区の
メガソーラー発電所

は︑西方地区でバイオガス発
電所が発電を開始しました︒
他にも︑多くの太陽光発電
所が市内各地に設置され︑自
然エネルギーを活用して電力
を供給しています︒

近年︑温室効果ガスの発生を抑制するため︑
エネルギーを
化石燃料から自然エネルギーへと転換する動きが︑世界中
で広がっています︒
ここでは︑市 内の太 陽 光や水 力︑バイオなどの自 然エネル
ギーを活用した発電施設を紹介します︒
私たちが家庭の中で使う冷
蔵庫やテレビなどの電化製品
に必要な電気は︑発電所で燃
料である石油や石炭︑ガスな
どを燃焼することで発電され︑
その際に二酸化炭素を発生し
ます︒
近年︑この化石燃料に代わ
る︑太陽光や風力などの自然
エネルギーを使った発電が︑
広がっています︒

市内に広がる
自然エネルギー発電所
自然エネルギーを活用した
発電施設は︑市内にも多く設
置されています︒５月に西方
地区に完成した小水力発電所
や６月に河東地区に完成した
太陽光発電所に続き︑７月に
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０万キロワットアワーと市内
では最大級の規模となります︒
石田辰芳副市長は式典の中
で︑﹁市としても︑この事業
は土地利用として大きな成果
があると考えている︒社会で
は環境に対する関心が高まっ
ている︒こうした取り組みを
地元の学校や地域の方々など
の環境学習として活用させて
もらいたい﹂と話しました︒

農業用水を活用した
小水力発電所

５月 日︑農業用水を活用
した小水力発電所が完成し︑
西方発電所︵西方地内︶で開
所式が開催されました︒
発電所は︑菊川︑掛川︑袋
井︑御前崎の農地を潤す大井
川用水という豊富な地域資源
を活用するため︑県営事業に
より菊川市西方と掛川市伊達
方の２カ所に設置されました︒
用水路の落差を使い︑水中タ
ービンを回すことで発電し︑
この２カ所で一般家庭およそ
６００世帯分の年間消費電力
量を賄えます︒
静岡県が事業主となり︑大
井川用水を管理する大井川右
岸土地改良区︵太田順一理事
長︶が︑管理運営を行います︒

23
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地球にやさしい
エネルギー

▲河東地区に完成した「TESS静岡菊川ソーラー発電所」

発電された電気は︑ＦＩＴ制
度を活用し︑鈴与商事㈱が購
入します︒
式典の中で太田理事長は︑
﹁同様の形式は県下初となる︒
この発電による収入は︑用水
施設の維持補修にあてられ︑
安定した用水の供給をできる
だけでなく︑災害時には貴重
な電力となることも可能︒地
域に密着した重要な役割を果
たす施設にしたい﹂とあいさ
つしました︒

有機系廃 棄 物 で 発 電
バイオガ ス プ ラ ン ト

食品系︑農業系廃棄物や刈
り草などの有機系廃棄物を活
用した﹁鈴与菊川バイオガス
プラント﹂が︑西方地区に完
成しました︒

特 集 地球にやさしいまちづくり

小水力発電は、太陽光発電や風力発電などと

並び、二酸化炭素を排出しないクリーンな次世
代エネルギーとして、近年注目を浴びている施

設です。完成した西方および伊達方発電所は、土

地の資源を活用して農業を振興しようという取り
組みから、県内初の農業用水を活用した施設と
なります。

鈴与商事㈱が事業主となり︑
同グループの食品製造業エス
エスケイフーズ㈱から排出さ
れる食品系廃棄物と︑市内の
農業生産法人のベルファーム
㈱から排出される農業系廃棄
物を活用するだけでなく︑地
域の刈り草などの受け入れも
予定しています︒これを︑メ
タン発酵させ︑取り出したバ
イオガスを発電機の燃料とし
て利用します︒
発電量は︑年間でおよそ１
０５万キロワットアワーで︑
一般家庭のおよそ２００世帯
分の使用量に相当︒７月から
本格稼動しています︒
また︑このプラントは︑メ

VOICE クリーンな次世代エネルギーを

▲農業用水を活用する西方発電所

タン発酵させた際に出る液体
を肥料として活用する研究を
進めています︒また︑燃焼に
より発生した排気ガスから二
酸化炭素を精製し︑農作物の
光合成促進にも利用します︒

発電した電気は売電し、収益は土地改良区が

管理するポンプ施設や用水施設の維持管理費

に充てられ、受益者の皆

さんに安 心して利 用さ
れる用水施設の体質強

化につなげて行きます。
大井川右岸土地改良区
管理事業課事業係
たかひろ

大石 剛宏係長

▲鈴与菊川バイオガスプラント

自然環境に調和したまちづくりを進めて行きます
昨年12月、ＣＯＰ21（国連気候変動枠組条約第21

回締約国会議）において、2020年以降の温暖化対策に
ついての国際的な枠組みがまとまるなど、低炭素社会

【表１】１人１日当たりのごみ排出量が少ない市町
（県内人口10万人以下24市町が対象）
順位

市町名

菊川市では、
「自然環境に調和したまちづくり」をテ

1

森町

19,335

ごみ排出量
（ｇ/人日）
594

どを推進しています。環境省が発表した平成26年度の

2

菊川市

47,896

667

3

清水町

32,593

736

4

長泉町

42,464

745

5

川根本町

7,749

778

づくりに向けたさらなる取り組みが始まっています。

ーマに、地球温暖化対策、
ゴミの減量化、
リサイクルな

１人１日当たりのごみ排出量では、菊川市は、県内の

人口10万人以下の市町のうち、少ない方から２番目、

リサイクル率も４番目にランキングされています（表
１）。
これは、市民の皆さんが、日ごろからごみの減量

や分別に取り組んでいることを証明しています。
また、
太陽光発電や小水力発電、バイオガス発電など、最先

人口（人）

▲環境省が例年実施する一般廃棄
物処理実態調査（平成26年度）
菊川市は、平成22年度から５年連続
で２位にランキングされています

端でクリーンな次世代エネルギーの活用も広がって
います。

先人から引き継いだ財産である良好な環境を守り、

次の世代に繋いでいくためにも、行政と市民、事業者
が協力して、地球温暖化対策を進めて行きます。
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環境推進課

よしひこ

横山 嘉彦課長

平成29年４月１日から

市役所からのお知らせ

幼稚園・保育園・認定こども園の
利用者負担額が変更されます
平成27年４月からスタートした「子ども子育て支援新制度」によ
り、給付対象となる施設・事業を利用する場合の利用者負担額
（旧保育料）は、国が定める基準を上限として、現行の負担水準
や各世帯の市民税の所得割額に応じた金額となります。今後も
安心して子育てができる環境づくりに取り組んでいきますので、
ご理解をお願いします。
問い合わせ 幼児教育課幼児教育係（☎73-1131）

■保育認定子どもに係る利用者負担額（旧保育所保育料）
菊川市から保育園や認定こども園保育部などに通園する人は、下記の料金に変更となります。菊川市の利用者負担額
は、料金の増額による利用者の負担を軽減するため、７階層から12階層に細分化し、国の基準からおおむね軽減した
金額となっています。
また、利用者負担額は、当年度分の市民税所得割額（児童の父母の合算額）などと児童の年齢に
対応する階層の料金が適用されます。

市民税所得割課税額

保育認定子どもに係る利用者負担額に関するチェックポイント
●基準となる税額は、４月から８月分については前年度の市民税所得割額を基に、９月から３月分については当該年度の市
民税所得割額を基に算定します。毎年９月に利用者負担額の見直しを行いますので、年度途中で金額が変更になる場合が
あります。
●０歳から小学校入学前の間で保育園等に通園している兄弟姉妹がいる場合、保育料は最年長の児童から順に２人目は半額
となり、３人目以降は無料となります。
また、低所得者やひとり親家庭世帯に対しても軽減措置があります。
●第２階層に該当する
「ひとり親家庭世帯」および「在宅の障がい児がいる世帯」は、保育料が無料になります。
2016 - 7
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■教育認定子どもに係る利用者負担額（旧幼稚園保育料）

菊川市から公立幼稚園や認定こども園幼稚部などに通園する人は、下記の料金に変更となります。利用者負担額は、当
年度分の市民税所得割額（児童の父母の合算額）などに対応する階層の料金が適用され、国の基準からおおむね軽減
した金額となっています。

市民税所得割課税額
教育認定子どもに係る利用者負担額に関するチェックポイント
●基準となる税額は、４月から８月分については前年度の市民税所得割額を基に、９月から３月分については当該年度の市
民税所得割額を基に算定します。毎年９月に利用者負担額の見直しを行いますので、年度途中で金額が変更になる場合が
あります。
●年少から小学校３年生までの間に通園している兄弟姉妹がいる場合、最年長の児童から順に２人目は半額、３人目以降は
無料となります。
また、低所得者やひとり親世帯に対しても軽減措置があります。
●この利用者負担額とは別に、園によっては給食費やバス代などの実費徴収等がある場合があります。
●公立幼稚園の利用者負担額は、４年間の経過措置をとります。
●新制度に移行しない私立幼稚園の利用者負担額は、現行どおり各園が決めます。
※１生活保護世帯…生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成６年法律第30号)による支援給付受給世帯。
※２市民税非課税世帯…当年度分の市町村民税非課税世帯及び市町村民税の所得割の額のない世帯。

幼稚園教諭免許状・保育士資格を有する人 必見！

おおぞら幼保園で保育現場体験を実施します
「幼稚園教諭免許状や保育士資格を持っているけど、現在は働いていない」人や、
「以前、保育士や幼稚園教諭
として働いており、
もう一度働きたい」人などを対象に、現場の見学や実習を実施します。
皆さんも元気いっぱいの子どもたちに囲まれて、保育の仕事のやりがいや魅力を感じてみませんか。
実施期間

９月〜平成29年２月末（予定）

※１回につき３日以内（連続した日でなくても可）
実施場所
対 象 者

ます。

実習や見学の希望日の１カ月前
〒437-1514 菊川市下平川6225
菊川市教育委員会幼児教育課

おおぞら幼保園
幼稚園教諭免許状または保育士資格を有

申込期限

右記へ申込書を直接または郵送で提出

※詳細は幼児教育課へ問い合わせください。

する人
申込方法

※申込書は、幼児教育課（中央公民館内）に設置されてい
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申 込 先

８月24日
（水）
午前９時30分〜11時45分
午後１時〜４時
会場 堀之内体育館前
健康づくり課母子保健係
（プラザけやき内☎37-1112）

日時

成人検診の申し込み最終期限は
８月31日
（水）
です

保 健・福祉

health and welfare
健康寿命を伸ばそう
介護予防講演会を開催

９月６日
（火）午後１時30分
〜３時30分
（開場：午後１時〜）
会場 プラザけやき２階会議室
講師 中野美恵子氏
（静岡大学教授）
対象 どなたでも
内容 健康寿命と自立体力について
定員 40人※先着順
申込方法 下記へ電話で申し込み
日時

平成28年度成人検診（がん検診）
の申し込みがまだ済んでいない人は、
８月31日
（水）
までに申し込みくださ
※簡単な体操を行います。動きやすい
い。９月１日
（木）以降の申し込みは
服装で参加ください。
申･
平成29年度の受付となりますのでご
長寿介護課高齢者福祉係
●
注意ください。
（プラザけやき内☎37-1254）

募集

invite information
若者の職業的自立を支援します
「電気技術科」学生募集
電気工事士
（第１種・第２
種）
、
電気主任技術者
（第３種）
など
訓練期間 10月〜平成30年９月
受験資格 ①おおむね40歳以下の
人②高等学校卒業または同等以上
の学力を有すると認められる人
定員 15人
試験内容 小テスト、
小論文、
面接
申込期限 ９月７日
（水）
取得目標

※詳細は下記へ問い合わせください。
申･
●

浜松職業能力開発短期大学
校学務援助課（☎053-441-4444）

※検診項目や自己負担額などは広報菊
川２月号、市HPでご確認ください。
※介助者が必要な場合は、あらかじめ
下記まで相談ください。
申･
●

健康づくり課成人保健係
（プラザけやき内☎37-1112）

相談

Consult
県交通事故相談所相談員による
巡回交通事故相談を開催

８月12日
（金）
午前10時〜午後３時
会場 市役所本庁２階204会議室
申込期限 ８月５日
（金）
申込方法 下記へ電話で申し込み
申･
地域支援課交通防犯係
●
（☎35-0925）
日時

年金の疑問にお答えします
農業者年金個別相談会の開催

８月17日
（水）
午前10時30分
〜午後２時30分
会場 市役所本庁３階301会議室
対象 農業者年金の受給予定者、
農
業者年金の加入を考えている人
申込方法 下記へ電話で申し込み
申･
市農業委員会事務局
●
（農林課内☎35-0938）
日時

介護予防サポーター養成事業
筋力アップ応援隊養成講座

ニュースポーツを体験しませんか
ビーチボール体験会の開催

日時

日時

９月６日（火）〜11月29日
（火）
の期間の中で全10回
会場 プラザけやき
内容 健康運動の知識・技術
※講座修了者には、
「健康づくりトレー

８月28日
（日）
午前９時〜
（受付：午前８時30分〜）
会場 堀之内体育館
内容 ビーチボールの体験
対象 市内在住・在勤・在学の人

ナー認定証」を贈呈

※年齢、個人参加、団体参加問いません。

中野美恵子氏（静岡大学教授）
羽立工業㈱上級自立体力プランナー
対象 市内在住で高齢者向け健康
運動、
介護予防などに関心のある人
定員 20人※応募者多数の場合は抽選
申込期限 ８月19日
（金）
申込方法 下記へ電話またはFAXで
申し込み

無料
持ち物 体育館シューズ、
飲み物
申込期限 ８月12日
（金）
申込方法 下記へ電話もしくは申込
書に記入のうえ郵送またはFAX、直
接持参で申し込み ※申込書は社会教

講師

参加料

育課または市HP（https://www.city.kiku
gawa.shizuoka.jp/shakaikyouiku/beach
ball̲taikenkai.html）に設置されています。

申･
●

申･
●

ご長寿をお祝いします
菊川市敬老会

９月18日
（日）
午前10時〜
（受付：午前９時〜）
会場 市内10会場
対象 77歳以上
（昭和15年４月１
日以前の生まれ）
の人
日時

社会教育課スポーツ振興係
（中央公民館内☎73-1114）

催し

event information
第32回戦争体験を伝える会
展示「郷土と戦争」

※欠席者への記念品は、後日自治会か

８月10日
（水）〜21日
（日）
午前10時〜午後４時
（月曜日休館）
会場 菊川文庫２階展示室
内容 牧之原大井海軍航空隊、古
谷・丹野の缶詰爆弾被害など

ら配布されます。１週間前後かかる場

※８月12日（金）〜21日（日）は特別展

合もありますのでご了承ください。

「永井隆博士と『長崎の鐘』もあわせ

※８月中に対象者へ招待状を送ります。

●･ 長寿介護課高齢者福祉係
（プラザけやき内☎37-1254）
申

※

35
ｰ

※詳細は下記へ問い合わせください。

長寿介護課高齢者福祉係
（プラザけやき内☎37-1254、FAX37
-1113）

は健康マイレージスタンプ対象事業です。

日時

て開催します。

北原勤（☎35-2940）
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クールサマー菊川２０１６ 市では現在︑夏場の節電に努めています︒職員は︑軽装での事務従事︑
マイボトルでの冷たい菊川茶持参などの取り組みを実施しています︒
市役所に来庁の際は︑軽装でお越し下さい︒
環境推進課環境政策係︵☎
０９16︶

輸血のための血液が必要です
献血に協力をお願いします

お 知らせ 掲 示 板

小笠図書館の開館時間の変更について ﹁第９回ふるさと夏まつりおがさ﹂
の開催に伴い︑８月 日︵土︶
は︑午後５時に閉館します︒ご不便をおかけしますが︑ご理解と
ご協力をお願いします︒
小笠図書館︵☎
１１３２︶

Event

73
ｰ

13

&

News

申 …申し込み

問 …問い合わせ

平成29年４月１日採用予定の市役所職員（身体障害者採用）を募集します

事務職員
（身体障害者）
１人
受験資格 次の要件をすべて満たす人
①昭和62年４月２日以降に生まれた人
②高等学校卒業者（卒業見込者含む）
で、身体障害者手帳の交付を受けている人
③自力で通勤ができ、かつ介護者なしで事務職員としての職務遂行が可能な人
④活字印刷文による採用試験の出題に対応できる人
試験日 第１次試験：筆記試験
（教養試験）
…９月18日
（日）
第２次試験：面接試験他………10月予定
申込期限 ８月８日
（月）
申込方法 市役所本庁総務課または市役所小笠支所小笠総合サービス課に
ある申込用紙に必要事項を記入し、
直接または郵送で下記へ提出
採用予定人数

※郵送の場合は８月８日（月）消印有効
申･
●

総務課人事研修係（☎35-0921）

平成29年４月１日採用予定の大井川右岸土地改良区職員を募集します
一般事務職員 １人
受験資格 次の用件をすべて満たす人
①昭和62年４月２日以降に生まれた人
②大学、短期大学、高等学校卒業者（卒業見込者含む）
試験日 第１次試験：筆記試験
（教養試験）
…９月４日
（日）
第２次試験：面接・小論文…９月18日
（日）
申込期間 ８月１日
（月）
〜８月22日
（月）
申込方法 直接または郵送で下記へ提出
採用予定人数

※郵送の場合は８月22日（月）消印有効
※詳しくは、大井川右岸土地改良区HP（http://www.ooigawa-yousui.com/archi
ves/category/ugan）をご覧ください。
申･
●

大井川右岸土地改良区管理事業課総務係（☎35-2413）

平成27年度情報公開及び個人情報保護制度の運用状況について
●情報公開制度

お気軽にご相談ください
ひとり親家庭の出張個別相談会

生活・就業・法律の相談会。
職業紹
介や求職登録、弁護士による親権や
養育費などの相談ができます。
日時 ①８月５日
（金）
②８月30日
（火）
午前９時30分〜午後４時
会場 ①牧之原市役所相良庁舎
３階第２会議室、
②掛川市役所４階会議室１
参加料 無料※託児あり・要予約
申込方法 下記へ電話で申し込み
※当日受付可・予約優先

申･
母子家庭等就業・自立支援
●
センター（☎054-254-1191）

その他

others information
アクセスがますます便利に！
静岡空港シャトルタクシーが運行開始
運行経路

JR掛川駅南口⇔富士山静岡空港
※掛川行きは予約不要
※空港行きは要予約

片道1,000円※３歳未満無料
予約 下記へ電話またはHP
（http:
//kakegawa-shuttle.com）から予約
料金

※電話は午前10時〜午後４時、HPは24
時間対応
※乗車日の前々日までに要予約
申･
●

●個人情報保護制度

※保有個人情報に関する訂正、削除および目的外利用などの中止の請求はありま
せんでした。

総務課行政係（☎35-0921）

課題図書などの貸し出し方法の変更について

本を多くの人に読んでもらうため、
「青少年読書感想文全国コンクール」
「読書感想画コンクール指定図書」
「静岡県夏休みすいせん図書」の貸し出
し方法を下記の通り変更します。
期間 ７月23日
（土）
〜８月31日
（水）
期限 １週間※延長貸し出しはできません。
冊数 ３冊まで
※変更期間中は、児童・生徒本人の利用者カードでの貸し出しのみとなります。

菊川文庫（☎36-2220）
・小笠図書館（☎73-1132）
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静岡空港シャトルタクシー
（☎0537-22-3610）

黙とうをささげましょう
戦没者追悼式について

今年も政府主催による全国戦没者
追悼式が日本武道館にて執り行われ
ます。
菊川市でも戦没者に追悼の誠をさ
さげるため、舟岡山招魂社にて正午
に黙とうをささげますのでご参列くだ
さい。
日時 ８月15日
（月）
正午
※黙とうの10分前に参集ください。
会場

舟岡山招魂社
（加茂4903）

※参列できない人は、職場や家庭で黙
とうをささげましょう。

福祉課社会福祉係
（プラザけやき☎37-1123）

日曜開庁

水曜日業務延長

①現在の住民票写しの交付（菊川市分のみ）
②印鑑証明書の交付
③来庁者本人の印鑑登録手続き
④来庁者本人の現在戸籍の謄本・抄本の交付
⑤市税、国民健康保険税の収納
⑥保育料、水道料の収納（納付書をご持参ください。納付書がない場合は、受け付けできません）

※業務により再度の来庁をお願いする場合
があります。詳細はホームページをご覧い
ただくか、事前にご用のある課へ問い合
わせください。

７）
8月14日 … 市役所本庁市民課（☎３５-０９１
8月28日 … 市役所小笠支所小笠総合サービス課（☎７３-１１１１）
時
間 午前８時１５分〜１２時１５分
取扱業務（①〜②は、来庁者本人およびその同一世帯員分のみ取り扱います）

日・曜
1 9㈮

2 0㈯
2 1㈰

2 3㈫

2 4㈬

2 5㈭
2 6㈮

2 7㈯

2 8㈰

3 1㈬

行

事

名

時

読み聞かせ＆ホットタイム
小中高生「プレイルーム」
小中高生デイ
普通救命講習会
小学生チャレンジＧＯ！
（親子クッキング）
小中高生「プレイルーム」
小中高生デイ
日曜おはなし会
第3回市議会定例会（議案説明）
中高生スイーツ作り
小中高生「プレイルーム」
小中高生デイ
女性のおしごと案内所「なでしこワーク」
第3回市議会定例会（議案説明）
0・1・2歳おなはし会
子育てレッスン
（絵本読み聞かせ）
小中高生「プレイルーム」
小中高生デイ
水ようおはなし会
水ようおはなし会
小中高生「プレイルーム」
小中高生デイ
小中高生「プレイルーム」
小中高生デイ
おはなしタイム
おもちゃの病院
小中高生「プレイルーム」
小中高生デイ
日曜開庁
大頭龍神社例大祭
田んぼアート鑑賞会
日曜おはなし会
水ようおはなし会
水ようおはなし会

名

称

7カ月児相談

健康カレンダー

1歳6カ月児健診
2歳児歯科健診
2歳6カ月児歯科健診
3歳児健診

乳幼児健康相談

日・曜
10（水）
23（火）

間

10:00〜11:00
13:00〜16:30
13:00〜16:30
9:00〜12:00
10:00〜12:00
13:00〜16:30
13:00〜16:30
10:30〜11:10
9:00 〜
9:30〜12:00
13:00〜16:30
13:00〜16:30
14:00〜16:00
9:00 〜
10:30〜11:00
11:15〜11:45
13:00〜16:30
13:00〜16:30
15:00〜15:30
15:30〜16:00
13:00〜16:30
13:00〜16:30
13:00〜16:30
13:00〜16:30
15:30〜16:00
10:00〜12:00
13:00〜16:30
13:00〜16:30
8:15〜12:15
9:30〜21:00
10:00〜14:00
10:30〜11:10
15:00〜15:30
15:30〜16:00

場

会

成人健康相談

問い合わせ

問い合わせ（電話番号）
おがさ子育て支援センター（☎73-5698）
菊川児童館（☎37-1135）
小笠児童館（☎73-5698）
消防署救急係（☎35-3283）
小笠児童館（☎73-5698）
菊川児童館（☎37-1135）
小笠児童館（☎73-5698）
菊川文庫（☎36-2220）
議会事務局（☎35-0941）
小笠児童館（☎73-5698）
菊川児童館（☎37-1135）
小笠児童館（☎73-5698）
商工観光課（☎35-0936）
議会事務局（☎35-0941）
菊川文庫（☎36-2220）
きくがわ子育て支援センター（☎37-1135）
菊川児童館（☎37-1135）
小笠児童館（☎73-5698）
菊川文庫（☎36-2220）
小笠図書館（☎73-1132）
菊川児童館（☎37-1135）
小笠児童館（☎73-5698）
菊川児童館（☎37-1135）
小笠児童館（☎73-5698）
小笠児童館（☎73-5698）
小笠児童館（☎73-5698）
菊川児童館（☎37-1135）
小笠児童館（☎73-5698）
小笠総合サービス課（☎73-1111）
大頭龍神社（☎35-3577）
菊川市観光協会（☎36-0201）
小笠図書館（☎73-1132）
菊川文庫（☎36-2220）
小笠図書館（☎73-1132）

場

プラザけやき

対

象

H27. 12月1〜15日生
H27. 12月16〜31日生

プラザけやき

菊川地域のH27.１月生

あかっちクリニック

小笠地域のH26.12月・H27.１月生

22（月）

13:00 〜 13:30

プラザけやき

H26.７月生

1（月）

13:00 〜 13:30

プラザけやき

H26.１月生

25（木）

13:00 〜 13:30

プラザけやき

菊川地域のH25.７月生

18（木）
30（火）

13:00 〜 13:30

1（月）

幼児 １歳〜（身体測定、育児相談、栄養相談）

2（火）

乳児 0歳〜７カ月児（身体測定、育児相談、栄養相談）

9:15 〜 11:00

プラザけやき

30（火）

9:15 〜 9:40

プラザけやき

H28.４月生

25（木）

9:15〜11:00

プラザけやき

成人

3（水）

乳児 ８カ月児〜1歳未満（身体測定、育児相談、栄養相談）
どなたでも（身体測定のみ）

4（木）
離乳食教室

所

平川コミュミティ防災センター
菊川児童館
小笠児童館
消防本部２階救急指導室
小笠東地区センター「くすりん」
菊川児童館
小笠児童館
菊川文庫2階視聴覚室
市役所本庁4階議場
小笠東地区センター「くすりん」
菊川児童館
小笠児童館
プラザけやき２階201会議室
市役所本庁4階議場
菊川文庫
きくがわ子育て支援センター
菊川児童館
小笠児童館
菊川文庫
小笠図書館
菊川児童館
小笠児童館
菊川児童館
小笠児童館
小笠児童館
小笠児童館
菊川児童館
小笠児童館
市役所小笠支所小笠総合サービス課
大頭龍神社
下内田地内田んぼアート会場
小笠図書館会議室
菊川文庫
小笠図書館

受付時間
9:15 〜 9:30

8月3日、
10日、
17日、24日、31日
時
間 午前８時１５分〜午後７時
対象施設 市役所本庁、小笠支所、中央
公民館、プラザけやき（社会
福祉協議会と児童館を除く）

健康づくり課（プラザけやき内☎37-1112）
2016 - 7
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Calendar

市民カレンダー

2016

平成28年
日・曜

2㈫

3㈬

4㈭

市県民税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料
住宅使用料
保育料
放課後児童クラブ利用料
上下水道料金（Ａ地区）

8月

行 事 名

時 間

小中高生「プレイルーム」

13:00〜16:30

小中高生デイ

場

所

第 2 期
第 2 期
第 1 期
第 3 期
8 月 分
8 月 分
8 月 分
6・7 月 分

問い合わせ（電話番号）

菊川児童館

菊川児童館（☎37-1135）

13:00〜16:30

小笠児童館

小笠児童館（☎73-5698）

19:15 〜

グラウンド・テニスコートを希望の
人：中央公民館
市民総合体育館・小笠体育館を NPO法人菊川市体育協会
希望の人：市民総合体育館
（☎73-5600）
堀之内体育館を希望の人：町部
地区センター

小中高生「プレイルーム」

13:00〜16:30

菊川児童館

菊川児童館（☎37-1135）

小中高生デイ

13:00〜16:30

小笠児童館

小笠児童館（☎73-5698）

水ようおはなし会

15:00〜15:30

菊川文庫

菊川文庫（☎36-2220）

水ようおはなし会

15:30〜16:00

小笠図書館

小笠図書館（☎73-1132）

はじめまして！児童館

10:00〜11:00

小笠児童館

小笠児童館（☎73-5698）

にこにこ誕生会

11:15〜11:45

菊川児童館

菊川児童館（☎37-1135）

小中高生「プレイルーム」

13:00〜16:30

菊川児童館

菊川児童館（☎37-1135）

小中高生デイ

13:00〜16:30

小笠児童館

小笠児童館（☎73-5698）

9:30〜12:00

菊川児童館

菊川児童館（☎37-1135）

小中高生「プレイルーム」

13:00〜16:30

菊川児童館

菊川児童館（☎37-1135）

小中高生デイ

13:00〜16:30

小笠児童館

小笠児童館（☎73-5698）

菊川名物夜店市（〜6日）

18:00〜21:00

本通り商店街（JR菊川駅南）

菊川市商工会（☎36-2241)

市役所本庁北館前

菊川市歩こう会事務局（☎090-2134-2759）

9･10月分市体育施設抽選会
（グラウンド・テニスコート・市体育館）

小学生親子クッキング

5㈮

8月の納税と公共料金

歩け歩け運動(和田公園・中央公園)

5:30集合

小学生チャレンジＧＯ！
（親子クッキング）

10:00〜12:00

平川コミュミティ防災センター

小笠児童館（☎73-5698）

第34回くさぶえ夏の祭典

10:00〜16:30

社会福祉法人草笛の会

草笛の会（☎73-5239）

小中高生「プレイルーム」

13:00〜16:30

菊川児童館

菊川児童館（☎37-1135）

小中高生デイ

13:00〜16:30

小笠児童館

小笠児童館（☎73-5698）

小中高生デイ

13:00〜16:30

小笠児童館

小笠児童館（☎73-5698）

0・1・2歳おなはし会

10:30〜11:00

菊川文庫

菊川文庫（☎36-2220）

小中高生デイ

13:00〜16:30

小笠児童館

小笠児童館（☎73-5698）

水ようおはなし会

15:00〜15:30

菊川文庫

菊川文庫（☎36-2220）

水ようおはなし会

15:30〜16:00

小笠図書館

小笠図書館（☎73-1132）

1 3㈯

第９回ふるさと夏まつりおがさ

15:00〜21:00

おがさセントラルパーク

ふるさと夏まつりおがさ実行委員会（☎73-3737）

1 4㈰

日曜開庁

市役所本庁市民課

市民課（☎35-0917）

1 5㈪

菊川市戦没者追悼式

12:00 〜

舟岡山招魂社

福祉課（☎37-1123）

小学生夏休み工作教室（スライム時計）

10:00〜11:30

菊川児童館

菊川児童館（☎37-1135）

小中高生「プレイルーム」

13:00〜16:30

菊川児童館

菊川児童館（☎37-1135）

小中高生デイ

13:00〜16:30

小笠児童館

小笠児童館（☎73-5698）

小学生チャレンジＧＯ！
（びっくり箱）

10:00〜11:30

小笠児童館

小笠児童館（☎73-5698）

定例教育委員会

10:40 〜

中央公民館

教育総務課（☎73-1136）

小中高生「プレイルーム」

13:00〜16:30

菊川児童館

菊川児童館（☎37-1135）

小中高生デイ

13:00〜16:30

小笠児童館

小笠児童館（☎73-5698）

水ようおはなし会

15:00〜15:30

菊川文庫

菊川文庫（☎36-2220）

水ようおはなし会

15:30〜16:00

小笠図書館

小笠図書館（☎73-1132）

小学生工作教室（コムギン親子）

10:00〜11:30

菊川児童館

菊川児童館（☎37-1135）

小学生チャレンジＧＯ！
（ランチョンマット） 10:00〜11:30

小笠図書館

小笠図書館（☎73-1132）

0・1・2歳おなはし会

10:30〜11:00

小笠児童館

小笠児童館（☎73-5698）

小中高生「プレイルーム」

13:00〜16:30

菊川児童館

菊川児童館（☎37-1135）

小中高生デイ

13:00〜16:30

小笠児童館

小笠児童館（☎73-5698）

6㈯

9㈫
1 0㈬

1 6㈫

1 7㈬

1 8㈭
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8:15〜12:15
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Consul

日常生活での困りごとや悩みなど、気軽に相談ください

８月の相 談窓口

予約は８月１日
（月）からの
平日午前８時15分から午後５時
までに地域支援課
（☎35-0925）
へ

9日（火）
2 日（火）
9 日（火）
16 日（火）
23 日（火）
30 日（火）

地域支援課市民協働係
（☎35-0925）

市民協働センター
（☎35-2220）

204会議室

16日（火）

平
（相談内容によっては要予約）

日

土曜日

9 : 00〜18 : 00

市民協働センター
（市役所北館1階）
9 : 00〜17 : 00

市民協働センター
スタッフ等

1 日（月）
5 日（金）

社会福祉協議会
（プラザけやき内☎35-3724）

15 日（月）
22 日（月）
5 日（金）

社会福祉協議会
（プラザけやき内☎35-3724）

21日（日）
1日（月）

社会福祉協議会
（プラザけやき内☎090-1476-3233）

西部保健所地域医療課
（☎0538-37-2253）

15日（月）

※要予約、無料
※希望者は梅毒検査・B型肝炎・
C型肝炎検査も受けることができます。

西部健康福祉センター掛川支所
（☎22-3263）

10 日（水）

9 : 30〜11 : 00

25日（木）

13 : 30〜15 : 15

23日（火）

13 : 30〜15 : 00
（30分3枠）

総務課行政係（☎35-0921）
市民課市民係（☎35-0917）
消費生活センター
（商工観光課内☎35-0937）
教育相談室
（中央公民館内☎73-1113）
福祉課障がい者福祉係
（相談支援事業所Mネット☎73-1020）

生活支援の相談

福祉課障がい者福祉係
（プラザけやき内☎37-1252）
福祉課生活福祉係
（プラザけやき内☎37-1251）
福祉課児童福祉係
（プラザけやき内☎35-0955）
地域包括支援センター
（プラザけやき内☎37-1120）
高齢者総合相談支援センター
和松会（ブランチ）
（ ☎73-1818）
社会福祉協議会
（プラザけやき内☎35-3724）
社会福祉協議会
ボランティアセンター
（プラザけやき内☎35-6385）
健康づくり課
（プラザけやき内☎37-1112）
県総合教育センター
（☎0537-24-8686）
県男女共同参画センターあざれあ
女性相談（☎053-456-7879）
男性相談（☎054-272-7880）
静岡こども救急電話相談
（プッシュ回線・携帯電話…＃8000
ダイヤル回線…☎054-247-9910）

女性相談
平日・第２土曜日
男性相談
第１・３土曜日
平日

18 00〜翌朝8 00

土曜日

13 00〜翌朝8 00

休日（日曜日、祝日、年末年始）

※電話はすべてあざれあ
（静岡市）
に転送されます

00〜翌朝8 00
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Medical

平日夜間・休日の救急診療はまず

急患診療所

▲

診療日
平日夜間、日曜日・祝日
診療科目
平日：内科・小児科
日曜日・祝日：内科、小児科、外科、歯科

▲

※入院や手術の必要がない救急診療は、急患診療所を
ご利用ください。また、受診の場合は、事前に連絡して
ください。
※土曜日は開業医院や総合病院をご利用ください。

問い合わせ

小笠掛川急患診療所（希望の丘内・中部

昼間
（各医療機関の診療時間）

夜間
（午後7時〜午後10時）

深夜
（午後10時〜翌朝8時15分）

平日

菊川市内の開業医院
菊川市立総合病院

急患診療室
（受付は午後9時30分まで）

菊川市立総合病院

土曜日

菊川市内の開業医院
菊川市立総合病院

日曜日・祝日

急患診療所【①午前９時〜午前12時、
②午後１時〜午後 ５ 時】
※歯科は午前のみ。
（受付は①午前11時30分まで、
②午後４時30分まで）

菊川市立総合病院

菊川市立総合病院【午後5時〜】

※菊川市立総合病院での受診は原則、重症患者に限ります。

Sports
Culture

開催案内・結果報告

スポーツ＆文化

〈スポーツ〉
■結果
平成28年度市民ソフトボール大会
日 時 ５月15日
（日）
、
22日
（日）
会 場 西方グラウンドなど
結 果 優勝：東嶺田 準優勝：西
嶺田 三位：小出、
川中川東
第11回菊川市内高等学校野球大会
日 時 ５月28日
（土）
会 場 菊川運動公園野球場
結 果 第１試合
常葉菊川高校 対 小笠高校

第２試合
菊川南陵高校 対 小笠高校
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第３試合
常葉菊川 対 菊川南陵高校

優勝：常葉菊川高校
最優秀選手
たなか
ともや
田中智也選手
（常葉菊川高校３年）
優秀選手
ささもと りょう
笹本稜選手
（小笠高校３年）
なかひら
りく
中平隆生選手
（菊川南陵高校３年）
■案内
菊川東中学校体育館夜間開放の停
止について
菊川東中学校校舎の耐震工事に
伴い、体育館夜間開放を平成29年
３月31日
（金）
まで停止します。
ご理
解、
ご協力をお願いします。
社会教育課スポーツ振興係
（中央公民館内☎73-1114）

Data
Info

データで見る菊川

市の動き

■平成28年６月末日現在の人口
菊川市総人口：47,980 人（- 14 ）
（-19）
、女：23,944人
（+5）
男：24,036人
世帯数：16,973 世帯（+2 ）
内・外国人住民：2,766 人（+56 ）
■６月の街頭犯罪等発生（認知）件数
市内総件数：5 件（- 5 ）
・自動車盗：3 件 ・自転車盗：1 件
・万 引 き：1 件
■６月の交通事故発生件数
人 身 事 故：22 件（- 5 ）
死
者： 1 人（+1 ）
傷
者：35 人（- 5 ）
■６月の火災発生件数：1 件（+1 ）
■６月の救急件数：112 件（- 23 ）
■６月のコミュニティバス利用者数
本年：2,758 人
前年：2,785 人
※（ ）内は前月に対する増減

市役所からのお知らせ
Info
1

ご確認をお願いします

市民課国保年金係からのお知らせです

問い合わせ 市民課国保年金係（☎35-0915）

■国民健康保険高齢受給者証および
後期高齢者医療被保険証の更新について
●国民健康保険高齢受給者証
現在、国民健康保険高齢受給者証をお持ちの人（70歳
〜74歳の人）に、７月下旬に新しい高齢受給者証を郵送
します。平成28年８月１日から使用してください。
●後期高齢者医療被保険者証
平成28年８月１日から後期高齢者医療被保険者証
【保険証】が『オレンジ色』に変わります。７月下旬に被保
険者の皆さんに黄色の封筒で郵送しますので、８月１日
から使用してください。
※有効期限の切れた証（緑色）は、各自で処分していただくか、市役
所本庁市民課または市役所小笠支所小笠総合サービス課へ返却
してください。

■国保限度額適用対象者の住民税を申告しましょう

忘れずに申告しましょう。なお、申請の際は印鑑と所得の
分かる書類が必要です。
※高額療養費を申請する際も、未申告の場合は医療費の限度
額が高くなってしまいますのでご注意ください。国民健康保険
加入者全員の申告が必要です。

■平成28年度国民年金保険料免除等の
申請受付を開始しました

保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といっ
た不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年
金が受けられなくなる場合があります。
経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合には、
前年度の所得に応じて、保険料の納付義務が免除・猶予
となる
「保険料免除制度」や「納付猶予制度※１」がありま
すので、下記の窓口で手続きをしてください。申請書は窓
口に備え付けてあります。

国民健康保険の限度額適用認定証、限度額適用・標準 ※１ 平成28年度から法律が改正され、納付猶予制度の対象年齢が
負担額減額認定証、特定疾病療養受療証は平成28年８ 「30歳未満」から「50歳未満」に変更となりました。
月１日で更新となります。更新の際、平成28年度（平成27 ●平成28年度の免除等の受付
年分）の住民税の申告をしていない場合は、未申告の扱 対象期間 平成28年７月分〜平成29年６月分
いとなり、医療機関にかかった際の医療費の限度額が高 ※２年１カ月前の月分までさかのぼって免除申請できます。
申･
市民課国保年金係（☎35-0915）
くなってしまいます。
●
掛川年金事務所（☎21-5524）
平成28年度の証の更新を希望する人は、証の申請前に

Info
2

平成28年度分から反映されます

国民健康保険税の課税限度額等の改正について
問い合わせ 税務課市民税係（☎35-0912）

市では、平成28年度以後の国民健康保険税について、地方税法等の一部を
改正する法律等の制定に合わせて、下記のとおり一部改正しました。
■国民健康保険税の課税限度額等の改正

①国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を54万円（改正前52万円）に、後期高齢者支援金等課税額に係る
課税限度額を19万円（改正前17万円）に引き上げ
②低所得者に係る国民健康保険税の減額の拡充措置として、５割減額の対象となる世帯及び２割減額の対象となる
世帯の減額判定所得の算定基準額を引き上げ
●国保税減額判定算定基準の変更点

※国保税減額対象は、均等割及び平等割となります。
2016 - 7
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Infomation
Info
3

９月15日
（木）から受け付けを開始します

臨時福祉給付金と障害・遺族年金受給者向け給付金

問い合わせ 臨時福祉給付金窓口（福祉課）
（プラザけやき内☎37-1131）

●支給対象者
以下の①と②を満たす人
①平成28年１月１日現在菊川市に住民票がある人
②平成28年度分の市民税（均等割）が非課税である人
※ただし、市民税（均等割）が課税されている人に扶養されて

●支給対象者
以下の①と②を満たす人
①平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者の人
②平成28年５月分の障害基礎年金や遺族基礎年金な
どを受給している人

いる人や、生活保護を受給している人は対象外となります。

※ただし、高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給

●支給額
１人につき3,000円

付金）を受給した人（詳細は広報３月号p９を参照）は対象外

※障害・遺族年金受給者向け給付金（年金生活者等支援臨時

●支給額
１人につき３万円

となります。

福祉給付金）の支給対象となる可能性があるため、右記もご

二つの
給付金を
確認じゃ！

カクニンジャ

確認ください。

二つの給付金の申請方法
〒439-0019 菊川市半済1865 菊川市役所福祉課「臨時福祉給付金」窓口
申請期間 ９月15日
（木）〜平成29年１月６日
（金）※詳細は、後日送付する申請書をご覧ください。
提出書類 申請書
（９月に要件に該当すると思われる人または世帯へ申請書を郵送します）
添付書類 ①本人確認書類（健康保険証や運転免許証など） ②指定した口座が確認できる書類
申 請 先

●申請に関する問い合わせ 臨時福祉給付金窓口（福祉課）
（プラザけやき内☎37-1131）
※受付時間は、午前９時から午後５時まで（土日祝日を除く）。

※混雑時は電話がつながりにくい場合があります。

●市民税に関する問い合わせ 税務課市民税係（☎35-0912）
※市民税が非課税であるかなどは電話でお答えできない場合があります。本人確認書類を持参し、税務課へお越しください。

●厚生労働省

給付金（制度）に関する専門ダイヤル（☎0570-037-192）

※受付時間は、午前９時から午後６時まで（土日祝日を除く）。
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■開館時間（両館共通）
午前10時〜午後６時
■問い合わせ
小笠図書館（☎73-1132）
菊川文庫 （☎36-2220）

今月のオススメ図書を紹介

Books

図書館情報

■８月の休館日
（両館共通）
１日
（月） ８日
（月）
15日
（月） 22日
（月）
29日
（月）
※休館中は、
ブックポストに返却
してください（本に限ります）
。

オススメBooks
一般

一般

小

児童

小

犬神家の一族
（横溝正史自選集４）

滝平二郎きりえ名作集
夏ー秋編

横溝 正史／著
出版芸術社

滝平 二郎／著
朝日新聞出版

よこみぞ

せいし

犬神財閥の遺産をめぐる世
にも恐ろしい殺人事件が勃発。
見た目とは裏腹に頭脳明晰な
金田一耕助が、犬神家の家宝
「斧・琴・菊」の謎に挑みます。涼
しくなりたい夏の夜におすすめ
の１冊です。

児童

たきだいら

小 菊

にんきもののはつこい

じろう

もり

森

えと

絵都／文
童心社

絵本『モチモチの木』でおな
にんきものシリーズ第４弾。
じみの滝平二郎のきりえ作品集。 魔性の女になるという目標を
昭和時代にタイムスリップした もつ、少し女の子に嫌われてい
ような独特の「きりえ」は、他の る主人公・まいこの恋の行方が
作家には真似できません。日本 描かれています。小学校中高学
の懐かしい夏・秋の風景が伝わ 年におすすめの本です。
ってきます。

小 菊

こぞうさんのおきょう
にいみ

新美

なんきち

南吉／作
新樹社

お経を忘れてしまった寺のこ
ぞうさんは、道すがら出会った
うさぎに教えられたお経を檀家
の仏様の前で読み上げることに。
ドキドキの展開ですが、最後に
は心が愛でいっぱい満たされ
る絵本です。

New Books
ひのはら

しげあき

一般書

しかえししないよ

日野原 重明／著

一般書

謎のアジア納豆

高野

一般書

女城主・井伊直虎

たかの

くすど

楠戸

ひでゆき

秀行／著
よしあき

義昭／著

まつした

かよ

児童書

通訳になりたい！

松下

佳世／著

児童書

こども孫子の兵法

斉藤

さいとう

たかし

児童書

夜空をみあげよう

まつむら

松村

孝／監修
ゆりこ

由利子／文

※新しく入った本の一部をご紹介します。

Program
Info

プログラムインフォメーション

文化会館アエル

グランシップ出前公演
世界の子ども劇場【ぼくはグジグジ】

ニュージーランドの楽しい影絵がアエルにやってきます。
有名な絵本のグジグジが登場します！
■日時 ８月11日
（木・祝） 開演①午前11時②午後1時30分
■会場 文化会館アエル小ホール
■参加料 こども500円
（1歳〜中学生）
おとな1,500円
※０歳児無料
※友の会割引はありません。

■チケット販売
好評販売中!!

問い合わせ 文化会館アエル（☎35-1515）

※毎週月曜（月曜日が祝日の場合は、翌日が休館）

販売窓口時間 午前９時〜午後９時
電話購入 文化会館アエルチケット係（☎37-3232）
インターネット購入 HP http://kikugawa-ael.jp/

アエル寄席
【三遊亭鳳楽 独演会】

噺の名人・三遊亭鳳楽師匠が、９年ぶりにアエル
にやってきます。
■日時 ９月18日
（日）
開場 午後６時
開演 午後６時30分
■会場 文化会館アエル小ホール
■料金 全席自由席
一般2,500円
（友の会2,250円）
高校生以下1,500円
■チケット販売 好評販売中!!
2016 - 7
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おいしい食 事 が 明日の活 力！

no. 86

食 推 協レ ポート

夏野菜きゅうり
ニュー！
お手軽朝食メ

あえ
色
三
の
こ
ぼ
ま
か
４人分（１人分エネルギー50Kcal）
かまぼこ
（紅）160ｇ
たくあん
60ｇ
きゅうり
２本
塩
少々

問題

くにこ

石川 訓子さん

てみてください。

作り方

①かまぼこは板からはずして長さ５㎝で５㎜角の棒状に切る。たくあんも同様に切る。
②きゅうりは塩をつけてこすり、さっと水洗いする。長さ５㎝の斜め薄切りにし、さらに
幅５㎜のせん切りにする。
③ボウルにたくあんときゅうりを入れて手でもみ、水気を軽く絞る。
④かまぼこを混ぜ、器に盛る。

当てよう菊 川の特 産 品

広 報 ク イ ズ

旬をむかえこれからたくさ
ん出回るきゅうり。切って混
ぜるだけで簡単にできる一
品で、忙しい朝でも野菜を食
べることができます。そして、
きゅうりは、90％以上が水分
ですが、ビタミンＣやカロテ
ン、カリウムなどの栄養素が
健康づくり
含まれています。ぜひ、作っ 食生活推進協議会

No.

88

すくすくアイドル
●No.85●

地球温暖化の原因となっている二酸化炭素やメタ
ン、一酸化二窒素などの気体は？
「○○○○ガス」

さわざき

れんと

沢崎 廉斗くん

（７ケ月）
（田ケ谷）

今月の 逸 品

「きくのん」の
ぬいぐるみ

友達いっぱい
つくって
たくさん
あそんでね！

「きくのん」のぬいぐるみがで
きました。おすわりしている姿が
かわいい「きくのん」のぬいぐる
みを３人にプレゼントいたしま
す。

提供 : 菊川市商工会
☎36-2241

FAX36-2244

正解者の中から３人に「今月の逸品」が当たります。
ハガキに、答えとあなたの住所・氏名・年齢・電話番号の
ほか、身近なできごとや広報を読んだ感想を書き添えて、
秘書広報課までお送りください。
■あて先
〒４３９-８６５０ 菊川市堀之内６１番地

2016 - 7

（６ケ月）
（奈良野）

すくすく
おおきくなってね！

菊川市役所秘書広報課

■締め切り
平成２８年８月１８日（木）当日消印有効
■結果
５月号の広報クイズには４４人の応募があり、全員正解。
答えは「１８」でした。
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いとう

伊藤 あかりちゃん

０歳から３歳くらいまでの子どもの写真を募集しています。
この機会に、お子さんを「広報紙デビュー」
させてみませんか。
申・
秘書広報課秘書広報係（☎35-0924 メール：hishokoho
●

@city.kikugawa.shizuoka.jp）

みんなのひろば
City Topics In Kikugawa

広報菊川公式チャンネル

パソコンやスマートフォンなどを使って
動画を楽しむことができます。

磨

菊川市消防団消防査閲大会

き抜かれた心・技・体を競い合う

03

7月3日、平成28年度菊川市消防団消
防査閲大会が、
菊川消防防災ヘリポート
で開催されました。消防技術の向上など
を目的とした恒例行事で消防団員327人
が参加。訓練礼式、
ポンプ車操法、小型
ポンプ操法の３部門で消防技術を競い
合いました。
団員は、長期間に渡る早朝・夜間訓練
の成果を披露。
キビキビとした動きに、団
員の家族やOB団員からも声援や拍手が
送られました。

06

04

01 【大会の主な結果】

01̲無駄のない動きで放水
者を交代（小型ポンプ操
法） 02̲素早くホースを伸
ばす（ポンプ車操法） 03̲
答礼者に向かい敬礼をする
分団長（訓練礼式） 04̲女
性消防団員による普通救命
講習 05̲火点に向かい疾走
（ポンプ車操法） 06̲式典
に花を添えたラッパ隊

05

02

夜

西富田ホタルを見る会

空に舞う幻想的な光

幼

●訓練礼式の部 優勝：第８分団
準優勝：第６分団 ３位：第５分団
●ポンプ車操法の部 優勝：第８分団第
１部 準優勝：第６分団 ３位：第３分団第
１部
●小型ポンプ操法の部 優勝：第８分団
準優勝：第５分団 ３位：第６分団

幼年消防クラブ結成式

年期から防火意識を育む

６月11日、西富田のすみが谷でホタルを見る会が開催さ
れました。西富田ホタルの里づくり推進委員会が主催する
恒例行事。市内外からおよそ1,200人が訪れ、多くのゲン
ジボタルが生み出す幻想的な光を楽しみました。
鑑賞会を通して、
自然の大切さを学んでもらうとともに、
地域住民の交流を促進することが目的。来場者は、
同委員
会が整備したコースを歩きながらホタルを鑑賞しました。
ホ
タルを見つけると
「初めて見た」、
「きれいだね」
などの歓声
が上がりました。

菊川保育園、小笠東幼稚園、
ひがし保育園、横地保育園
で、幼年消防クラブが結成されました。幼年期から防火意
識を高めてもらおうと、市消防本部が結成を働きかけたも
の。
７月５日には、
ひがし保育園で結成式が開催され、年長
児14人が防火の法被を身につけて
「ぼくたち、わたしたち
は、火遊びをしません」
と力強く宣言しました。
その後、消防
車を使った放水体験も行われました。
今後、同クラブに加入した園児は、
さまざまな防火活動
に参加する予定です。

▲多くのホタルが暗闇を幻想的に彩る

▲憧れの消防士と初めての放水体験
2016 - 7
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まちの話題をお届けします

市ホームページでは、このコーナーに掲載できなかったさまざまな話題を紹介しています。ぜひご覧ください。

旬感まちのニュース http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/shisei/kouhou/photonews.html

5月初旬〜

お茶を飲む量を増やす取り組み

加茂小学校と堀之内小
学校で実施され、
お茶を飲
む習慣が定着しています。
今まで給食の時間に飲
んでいた牛乳を午前中の
休み時間に飲み、
給食時
の飲み物はお茶のみとし
ています。

6/ 5

としお

鈴木俊雄さん100歳おめでとうございます

鈴木俊雄さん
（志瑞）
が
100歳の誕生日を迎えまし

菊

県大会・東海大会出場者が表敬訪問

川市を代表して出場

６月６日、県大会・東海大会に出場する選手が、石原潔教育長へ
の表敬訪問のため中央公民館を訪れました。選手に対して、教育長
から激励の言葉が送られました。
出場団体・選手は以下の通りです
（敬称略）。
れい
しゅうと
【東海大会】
ソフトテニス 杉田礼、
岡本柊人
【県大会】バレーボール 小笠東VSC、菊川西中学校女子バレーボ
ール部、
軟式野球 牧之原少年野球団
※菊川西中学校女子バレーボール部と牧之原少年野球団は、当日欠席さ
れました。

た。
自宅で親族が見守る中、
市長から花束と記念品の
目録が手渡されました。

6 / 9 「きくのんのぬいぐるみ」の贈呈式
おおぞら幼保園で開催
され、園児およそ200人の
前で、代表園児がきくのん
から受け取りました。

▲教育長に県大会・東海大会での活躍を誓う

ぬいぐるみは、市内の
幼稚園、保育園、小中学校、
高等学校など30カ所に配
られました。

6/15

小和田哲男歴史講演会

文化会館アエルで開催
され、およそ180人が参加。
多くの大河ドラマの時代
考証を担当した小和田氏
ならではの話や分かりや
すい説明に、メモを取っ
たり、
うなずいたりしなが

８

田んぼアートin菊川の田植え

月の鑑賞会を楽しみに

６月19日、水田に巨大な絵を浮かび上がらせる
「田んぼアート」
の
田植え作業が、下内田の稲荷部地区で行われました。地元自治会や
市観光協会などで組織される
「田んぼアート菊川実行委員会」
が実
施している恒例行事。市内外からおよそ200人が参加し、
８種類の古
代米の苗を植えました。
今年の図柄は、応声教院がデザインされた
「竜と山門」、
「飛行機
に乗ったきくのん」
の２つ。
８月28日には、
ゴンドラによる鑑賞会が開
催される予定です。

ら興味深く聞き入りました。

表紙のことば
６月から７月、市内の幼
稚園・保育園で
「花火教
室」
が開催されました。
園児たちは、消防署
職員と女性消防団員か
ら、安全で楽しい花火の
遊び方を学びました。
※写 真 は 認 定こども園
西方保育園
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▲ロープに沿って慎重に植えていく参加者

！
だ
み
夏休

出かけよ
う！

ベ
ン
ト
イ
特集
み
休
夏

待ちに待った夏休み！
市内でも、たくさんのイベントが目白押し！
夏休みの宿題の参考に、夏の思い出作りに、
カラフルブリッジフェアinアエル
ぜひ、お出かけください。
日時 ７月24日
（日）

第34回くさぶえ夏の祭典
８月６日
（土）
午前10時〜午後４時30分
会場 社会福祉法人草笛の会
（菊川市上平川７-１）
内容 チャリティバザー、
ふれあいス
テージなど
草笛の会草笛共同作業所
（☎73-5239）
日時

親子廃油せっけん
作り方教室

要予約

８月６日
（土）
午前９時30分〜正午
会場 環境資源ギャラリー
（掛川市満水2319）
内容 廃油のリサイクルによる固形
せっけん作り、
施設見学など
対象 小学生親子15組
持ち物 ２ℓの固いペットボトル１本、
軍手、
マスク、
タオル、
レジ袋、飲み物、
あれば植物性廃油およびアイスクリー
ムの空容器
参加料 無料
申込期限 ８月１日
（月）
申込方法 電話で下記へ申し込み
日時

※応募者多数の時は抽選
申･
●

環境資源ギャラリー
（☎23-2273）

きくがわ
の
楽しもう 夏を
♪

常葉菊川高校生と学ぶ 要予約
「こども科学教室」
７月31日
（日）
午前９時30分〜正午
会場 文化会館アエル 小ホール
内容 空気砲でPK合戦、
ホバークラ
フト、
色が変わる魔法のペンなど
参加料 無料
申･
文化会館アエル
●
（☎35-1515）
日時

奈落の底ツアー・
キッズ編

要予約

８月５日
（金）
①午前11時〜正午
②午後３時〜４時
会場 文化会館アエル 大ホール
内容 プロの舞台スタッフによるホー
ル案内など
参加料 無料
申･
文化会館アエル
●
（☎35-1515）
日時

菊川名物夜店市
８月５日
（金）
、
６日
（土）
午後６時〜９時
会場 本通り商店街
（菊川駅前〜５丁目交差点）
内容 露店や街角パフォーマンス、
各
種ゲームなど
市商工会（☎36-2241）

午前９時30分〜午後３時
文化会館アエル
内容 ワークショップ、
フリーマーケッ
ト、
コンサートなど
（事前予約必須のイ
ベントあり）
※入場無料、直接会場へ
子育てサポーターぽれぽれ
（☎080-9494-6208）
会場

夏休みこども合唱講座♪ 要予約
7月26日、8月2日、16日
（火曜
日開催）
午前9時30分〜11時30分
会場 文化会館アエル リハーサル室大
内容 少年少女合唱団の無料体験レ
ッスン
参加料 無料
申･
文化会館アエル（☎35-1515）
●
日時

ミニＳＬ、
ミニ電車に乗ろう！
７月30日
（土）
①午前10時〜正午
②午後１時〜３時
会場 文化会館アエル ロータリー
参加料 一回100円
文化会館アエル（☎35-1515）

日時

日時

ペーパークラフト教室

要予約

７月30日
（土）
、８月12日
（金）
①午前10時〜正午
②午後１時〜３時
会場 文化会館アエル 展示室
内容 ①きくのんお楽しみBOX作り
②作って楽しいお便り入れ
参加料 一回100円
申･
文化会館アエル（☎35-1515）
●
日時

2016 - 7
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・・・きくのんが参加するイベントだよ！会いに来てね！
要予約 ・・・予約が必要なイベントです。

県警音楽隊＆カラーガード

８月14日
（日）開演午前11時
会場 文化会館アエル 大ホール
内容 県警音楽隊による演奏、
カラー
ガードによるドリル演奏
参加料 無料
文化会館アエル（☎35-1515）
日時

水鉄砲合戦！

要予約

８月21日
（日）
午前９時〜12時
会場 菊川運動公園芝生広場
内容 金魚すくいの的を破る水鉄砲
合戦※チーム対抗、１チーム７人。
持ち物 お弁当、
水筒、濡れてもよい
服装、
着替え
参加料 1,000円※参加賞あり。
申込期限 ８月５日
（金）
申込方法 下記へ電話で申し込み
申･
六郷地区センター
（☎35-3459）
●
日時

要予約
菊川児童館
「プロジェクションマッピング」
８月25日
（木）
午前10時〜11時
会場 プラザけやき２階201会議室
内容 「桃太郎」
のプロジェクションマ
ッピング
対象 市内の小中高生
（およそ80人）
申込方法 ７月23日
（土）
午前９時か
ら電話または来館にて申込み
申･
菊川児童館（☎37-1135）
●
日時

和松会夏祭り
８月25日
（木）
●大祭 午後５時30分〜
●夏祭り 午後６時15分〜７時30分
会場 軽費老人ホーム和松園横
（菊
川市棚草1258 ）
内容 模擬店、
催しなど
社会福祉法人和松会和松会デイ
サービスセンター（☎73-6525）
日時

では
ル
エ
ア
にも
他
の
こ
楽しい が
ト
イベン い！
いっぱ
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アエルこども劇場【人形劇】
８月12日
（金）
①午前10時30分〜
②午後２時〜
会場 文化会館アエル 小ホール
内容 人形劇団わにこ
「はみがきは
みがき、
どうぶつむら」、人形劇団じゅ
ごん
「がおちゃんメイちゃん」
参加料 無料
日時

※きくのんじゃんけん大会、ザリガニ釣り
もあります！

文化会館アエル（☎35-1515）

作ってあそぼう
水てっぽう

要予約

８月20日
（土）
午前９時30分〜正午
会場 環境資源ギャラリー
（掛川市満水2319）
内容 竹細工による水てっぽう作り、
施設見学など
対象 小学生親子15組
持ち物 軍手、
あれば竹用ののこぎり
参加料 無料
申込期限 ８月15日
（月）
申込方法 電話で下記へ申し込み
日時

環境資源ギャラリー
（☎23-2273）

菊川児童館
「夏のお楽しみ会」

要予約

８月20日
（土）
午前10時30分〜11時30分
会場 菊川児童館遊戯室
内容 ポコアポコアンサンブルによる
コンサート
対象 市内の乳幼児親子、
小中高生
（およそ200人）
申込方法 ７月22日
（金）午後１時
30分から整理券を配布※先着順
申･
菊川児童館（☎37-1135）
●
日時

８月13日
（土）
①午前10時30分〜
②午後１時30分〜
会場 文化会館アエル 小ホール
参加料 100円

日時

※きくのんじゃんけん大会、ザリガニ釣り
もあります！

文化会館アエル（☎35-1515）

第９回ふるさと
夏まつりおがさ
８月13日
（土）
午後３時〜９時
会場 おがさセントラルパーク
内容 出店や模擬店、
盆踊り、手筒花
火など
ふるさと夏まつりおがさ実行委員会
（☎73-3737）
日時

※応募者多数の時は抽選
申･
●

アエルこども劇場
【映画会〜ダンボ〜】
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和興産業株式会社
本社工場・静岡第一工場・静岡第二工場
1

2

“ キラリ人” 発見！
！

2016

平成28年７月21日発行

こんにちは。
和興産業㈱の平尾
です。私が会社を紹
介します。

7 月号

3

会社概要
商
■発行・編集／菊川市役所秘書広報課
〒４３９−８６５０ 菊川市堀之内６１番地
電話 ０５３７−３５−０９２４

号：和興産業株式会社
本社工場・静岡第一・第二工場
住
所：菊川市古谷563-1（静岡第一工場：川上1460-2）
従業員数：約300人
創
立：昭和37年７月
事業内容：自動車やＯＡ機器、家電などに使われる
プラスチックの成形、組立、金型制作などを一貫し
て行っています。

皆さんの役に立つ企業へと

代表取締役 社長
次 号発 行 −

かずひろ

桜井 一弘 さん

弊社は、地元菊川市で半世
紀以上にわたり、エンジニア
リングプラスチックの加工の
一貫メーカーとして歩んでま
いりました。人を大切にする
精神で、社員が安心して働け
る環境づくり、関係する企業
や地域の皆さんに役に立つ企
業づくりに取り組んでいます。
今後も、地域・社会の発展に
貢献していきます。

１.平尾さんの仕事を覗く/２.作られる精密な製品
/３.明るく整理された工場内/４.平尾さんが制作
したきくのんなど

4

のプロフィール
ゆ

か

平尾 友佳 さん（下倉沢）

所属部署：管理課
勤務年数：４年
勤務内容：原材料の発注や在庫の管理
輝きポイント：地元企業での就職を考えていた平尾さん
が、企業見学で訪れたときに「こんな明るい雰囲気の中
で働きたい」
と選んだのが和興産業㈱です。
「入社してみ
ても、上司や先輩が気さくな人たちばかりで、本当に仕事
のしやすい会社でした」
と笑顔で話します。平尾さんの仕
事は、原材料の発注・管理。工場の進捗や納期に影響す
るため、間違いのないよう常に気を配っています。
趣味は、昨年から始めた羊毛フェルト。大好きなディズ
ニーキャラクターなどを時間が空いたときに作成してい
ます。最近は「きくのん」に挑戦し、実物そっくりに制作し
てくれました。

●横地保育園 ふじ組

●小笠東幼稚園 そら組

8月18日（木）

No.81
元気いっぱい、菊川の年長児さんを紹介します
年長児さん全員集合 ※写真右上のQRコードより、
年長児さんの笑顔あふれる動画をご覧いただけます。

環境に配慮し、再生紙と

大豆油インキを利用しています。

菊川市ホームページアドレス
http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/

菊川市公式フェイスブックページアドレス
http://www.facebook.com/e.kikugawa

