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人口と世帯数（R4.3.1現在）
男性
女性
合計

2022(令和4年) 
No.705

統
　
計

※(　)は前月比64,519
65,407
129,926

(-66)
(-68)
(-134)  世帯  57,562 (+4)

豚肉
　さまざまな料理に
使われ、私たちの食
卓に欠かせない豚肉
は、ビタミンB1が多
く含まれており、ス
トレス解消や疲労回
復効果が期待される食材です。
　富士宮市では、品種改良や飼育方法などにこだわ
ったさまざまな銘柄豚が飼育されています。
　「LYB豚（エルワイビー豚）」もその1つで、国内のみ
ならず国際的な商談会においても高い評価を受けて
いる銘柄豚です。噛んだ瞬間に広がる脂の甘みと食
感の柔らかさが特徴です。

作り方
①調理を始める30分ほど前に肉を冷蔵庫から出して常温
に戻し、火を通しやすくする。

②フライパンにアルミホイルを敷き、強火で温める。
③フライパンが温まったら中火にして、ステーキ肉を投入
する。

④肉の厚みの1/4程度に火が通ったら、ひっくり返して裏
面を1分弱焼く。

⑤トングを使って肉の側面も焼く。
⑥好みの大きさにカットする。
⑦お好みで塩・コショウまたは岩塩、レモン汁などをかけ
る。（肉のうまみを楽しむため、味つけはシンプルに）

※レシピ監修　富士農場サービスグループ (有)TOPICS　桑原康さん

ポークステーキ

豚ロース厚切り肉

調味料
　塩・コショウまたは岩塩
　レモン汁

1.5cm～2cm
(180～200ｇ)

適量
適量

材 料

調理時間
45分
調理時間
45分

富士宮産の食材を使ったレシピ

ぶた
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令和４年度

施政方針

　令和３年度は、新型コロナウイルス
の感染拡大防止と市民の暮らしを守
ることを最重要課題にさまざまな対
応をしてまいりました。
　令和４年度は、厳しいコロナ禍に
おいても、必ずや新型コロナウイルス
に打ち克ち、更なる市政発展の契機
とするべく、新たな取り組みにも積極
的に着手してまいります。
　また、今年は市制施行80周年を迎
えます。先人の方々のこれまでの御
尽力に感謝し、安全・安心に暮らせる
未来を次の世代につなげていくという
思いを市民の皆様と共有していきたい
と思います。

はじめに

おわりに

　まずは、感染拡大防止対策です。３
回目のワクチン接種を加速させるとと
もに、無症状者に対するＰＣＲ検査費
用への助成も継続します。
　また、地域経済を下支えするため、
プレミアム率50％の商品券の発行、
観光分野に対する支援や経済変動対
策貸付資金の中小企業などへの利子
補給も継続します。
　なお、生活に困っている方に対して
も、国や県、社会福祉協議会と連携し
て支援してまいります。

　それでは、総力を挙げて取り組む
「3つの重点取組」を紹介します。

市政運営の基本的姿勢

「恵み豊かな未来づくり」
世界遺産のまちづくり

　富士山本宮浅間大社周辺を中心と
した中心市街地の整備、各構成資産
の整備や、新たなスタイルによる観
光誘客の促進などを引き続き進める
とともに、富士宮駅前広場やその周
辺施設を景観とユニバーサルデザイ
ンに配慮した設計にしていきます。

　市長という仕事は、常にスピードと
タイミングと結果が求められます。そ
して、将来の姿を描きながら、その種
をまくという使命もあると感じてい
ます。
　この２年間、厳しいコロナ禍でイ
ベントや大会の多くが中止、または
延期となり、市民の皆様や職員は実
に不完全燃焼な思いであろうと感じ
ています。
　このコロナ禍で、私自身も不完全
燃焼な思いを強く感じていることか
ら、「このまま中途半端では終われな
い」「これまでにやり残したことを成
し遂げる」このことが私に与えられた
天命であると感じています。
　私もこれまでの経験を踏まえ、そし
て謙虚な姿勢で物事を見つめなが
ら、富士山のあるまちの市長として、
自ら先頭に立ち、市民の皆様ととも
に力強く市政運営に邁進してまいり
たいと考えております。

　令和4年2月9日、市議会2月定
例会で須藤秀忠市長から令和4年
度施政方針が示されました。（一
部抜粋）

取
組
１

　多様な災害に対する公共施設やイ
ンフラの強靱化対策を継続し、市立
病院を核とする地域医療体制や、地
域コミュニティへの支援強化などにも
力を注いでまいります。
　新たに芝富地区や稲子地区で宮タ
クのエリア拡大の実証実験を行うほ
か、多文化共生社会の実現に向け、
「やさしい日本語」を普及します。

きょうじん    か

「いきいき元気な未来づくり」
安全・安心なまちづくり

取
組
２

「誰もが輝く未来づくり」
人口減少を克服するまちづくり

　新たに大宮保育園内で病児保育を
開始するほか、5月に児童館「らっこ」
を開館します。
　また、「ビジネスコネクトふじのみ
や」の充実による中小企業などの支
援、工業団地造成に向けた取り組み
やサテライトオフィスの誘致による企
業誘致などにより、市内企業の事業
拡大を支援します。
　手数料支払におけるキャッシュレス
決済を導入するほか、マイナンバー
カードを活用して図書館で本が借り
られるようにするなど、行政のデジタ
ル化を推進します。

取
組
３

　施政方針の全文は、市公式ウェブ
サイトで見ることができます。
　　トップページ>富士宮市につい
　　て>市政の運営>施政方針>令   
　　和4年度　施政方針

　　企画戦略課　☎22-1113

■

■

HP

問



　第5次富士宮市総合計画では、将来都市像に向
けた平成28(2016)年度から令和7(2025)年度まで
の10年間の富士宮市のまちづくりの考え方を示し
ています。
　この計画では、将来都市像を実現するため、3
つの重点取組と7つの基本目標を定めています。

　平成28(2016)年度から進めてきた前期基本計画 
の検証と、時代の変化に柔軟に対応するための見
直しを行い、令和4(2022)年度を初年度とする4か
年の計画となっています。

　後期基本計画には、人口減少や少子高齢化のさらな
る進行による環境の変化、新型コロナウイルスがもた
らした影響への対応、安全・安心な暮らし、行政のデ
ジタル化、ゼロカーボンの取り組みを追加しました。
　また、富士宮市に住む私たちがこれからもずっとこ
のまちで生き続けるために、
「SDGs」のさまざまな視点を
取り入れています。
　計画には、アンケートやワー
クショップにおける幅広い市民
からのニーズやまちづくりの意
向なども反映されています。

第５次富士宮市総合計画 後期基本計画

第5次富士宮市総合計画とは

将来都市像

富士山の恵みを活かした
元気に輝く国際文化都市

詳しく知りたい人は
■市公式ウェブサイトをご覧ください。
　　トップページ>富士宮市について>市
　　政の運営>総合計画・各種計画>第5
　　次富士宮市総合計画後期基本計画の
　　策定について
■出前講座を開催できます。
　詳しくは、お問い合わせく
　ださい。
■冊子を購入できます。
　　1,000円

第5次富士宮市総合計画の
3つの重点取組

取組
1

取組
2

取組
3

恵み豊かな未来づくり
世界遺産富士山の恵みを保全し、活用する

■世界遺産のまちづくりプロジェクト
■世界に飛躍する国際文化都市プロジェクト
■富士山後世継承プロジェクト 
■自然環境と共生した持続可能なまちづくり
　プロジェクト

いきいき元気な未来づくり
安全・安心なまちで、健康を育み元気に暮らす

■元気はつらつ健康長寿プロジェクト 
■災害に負けない強靭なまちづくりプロジェクト 
■地域コミュニティ充実プロジェクト

誰もが輝く未来づくり
人とまちが輝き、人口減少社会に打ち克つ

■結婚・出産・子育ての希望実現プロジェクト 
■女性が輝く、さくや姫プロジェクト 
■ここで働き、ここに住むプロジェクト 
■みんながつながる関係人口創出プロジェクト 
■人口減少社会に打ち克つスマート自治体プロ
　ジェクト

令和4(2022)年度から始まる 後期基本計画

第5次総合計画

前期基本計画 後期基本計画

2016 2022 2025

■HP

■料

期間 特徴

4
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企画戦略課 ☎22-1113      28-1206■問

後期基本計画における
7つの基本目標と取組

１ 環境 富士山の自然と調和した
循環力があるまちづくり

■再生可能エネルギーの導入を増やす 
■ごみのリサイクルを進める 
■1人1日当たりのごみの総排出量を減らす 
■自生種の植樹を進める

２ 産業 富士山の麓から想像力と
活力がみなぎるまちづくり

■認定新規就農者を増やす 
■製造品出荷額を増やす 
■観光客を増やす 
■市内で働く勤労者を増やす(製造業)

３ 健康福祉 みんなの幸せと潤いを
創出するまちづくり

■教育・保育の認可施設における利用定員を増やす
■健康寿命(平均自立期間)を延ばす 
■認知症サポーターを養成する 
■就労支援施設から一般企業への就職者数を増やす

７ 市民参加・行財政 市民と一緒に取り組むまちづくり

■県外からの移住者を増やす 
■審議会などの委員に占める女性の割合を増やす 
■関係人口を増やす 
■行政手続きのオンライン化を進める

４ 教育文化 郷土に学び郷土を愛する
心豊かな人を育むまちづくり

■児童・生徒が学校生活において、ICTを利用する
　ための支援ができる小・中学校教員の割合を増やす
■小・中学校の耐震化を図る 
■公民館などの主催事業に参加する人を増やす 
■体育施設の利用者を増やす

５ 都市整備 富士山の魅力を発揮した
快適なまちづくり

■バリアフリー歩道など(富士宮駅周辺地区)を整備
　する
■市道を整備する(改良率) 
■良好な景観形成に寄与した個人や団体を表彰する
■市街地の治水対策を進める

６ 市民生活 豊かなコミュニティを持つ
安全・安心なまちづくり

■交通事故を減らす 
■宮バス・宮タクの利用を促進する 
■自治会加入世帯を増やす 
■日本語ボランティアを増やす



　５次富士宮市総合計画に基づき、令和4年度も
7つの基本目標ごとにさまざまな事業を実施しま
す。

７つの基本目標別  主な事業

１ 環境

　富士山の優れた自然環
境や景観を保全するとと
もに、自然との調和を図
り、好循環をいつまでも
持続させるまちづくりを
進めます。

事業費　44億1,677万円
主な事業

清掃センター焼却施設保全事業 5億6,870万円

1,369万円

3,800万円

ゼロカーボンシティ推進事業

創エネ・蓄エネ機器等設置費
補助事業

事業費

5 都市整備

　富士山の魅力を十分に
発揮でき、景観保全を図
る都市基盤整備を進め、
人々が楽しく交流できる
快適でにぎわいのあるま
ちづくりを進めます。

事業費　15億1,155万円
主な事業

富士宮駅前広場等施設整備事業 4,750万円

103万円世界遺産のまちづくり推進事業
（浅間大社周辺整備）

1億1,448万円都市公園等整備事業

事業費

４ 教育文化

　世代を超えて郷土の自
然、歴史、文化を学び、
郷土に愛着を感じ、心豊
かな人を育むまちづくり
を進めます。

事業費　39億 998万円
主な事業

芝川中学校校舎改築事業 1億7,742万円

39万円マイナンバーカード対応機器導
入事業(図書館)

3億5,430万円体育施設整備事業

事業費

6
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企画戦略課 ☎22-1113  28-1206■問

３ 健康福祉

　生涯を通じて、切れ目
のない支援体制の充実と
住民主体による地域の充
実により、誰もが幸せと
潤いを感じて暮らせるま
ちづくりを進めます。

事業費　421億6,850万円

２ 産業

　富士山からの恵みであ
る豊かな資源を活用した
特色ある観光、農林水産
業、商工業を創造し、国
内はもとより世界の各地
から多くの人が集まる元気
なまちづくりを進めます。

事業費　15億7,913万円

3億  800万円

主な事業

中小企業総合支援事業 1,288万円

5,700万円道の駅地域振興施設改修事業

プレミアム付商品券事業

事業費

６ 市民生活

　予測される南海トラフ巨
大地震などの災害や事故か
ら生命、財産を守るととも
に、地域において生活しや
すい環境を形成するため、
コミュニティ豊かな安全で
安心なまちづくりを進めま
す。

事業費　20億1,076万円

（仮称）富士根交流センター
建設事業 1億6,802万円

主な事業

犯罪被害者支援事業 51万円

754万円空き家等実態調査事業

事業費

窓口POS機器更新事業 3,071万円

主な事業

市制施行80周年記念事業 1,820万円

2,150万円移住・定住促進事業

事業費

新型コロナウイルスワクチン
接種事業 4億4,939万円

主な事業

児童館運営事業 1,338万円

2,700万円大宮保育園病児保育室等
改修事業

事業費

７市民参加・行財政

　まちの魅力はもとよ
り、課題も市民と行政の
双方が共有し、その実践
についても一緒に取り組
むまちづくりを進めま
す。

事業費　26億2,606万円
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歳 入

歳 出

62億8,316万1千円 13.3％
（+4,864万1千円）
62億8,316万1千円 13.3％
（+4,864万1千円）

❷教育費

169億5,372万5千円 35.8％
（+1億9,412万円）
169億5,372万5千円 35.8％
（+1億9,412万円）

❶民生費

4億700万円 0.8％
（+1,282万3千円）
4億700万円 0.8％
（+1,282万3千円）

❾その他

44億103万4千円 9.3％
（△9,101万9千円）
44億103万4千円 9.3％
（△9,101万9千円）

❹その他

6億592万1千円 1.3％
（△696万7千円）
6億592万1千円 1.3％
（△696万7千円）

❸使用料及び手数料

15億320万3千円 3.2％
（+7億120万2千円）
15億320万3千円 3.2％
（+7億120万2千円）

❷寄附金

205億5,599万4千円 43.4％
（+8億6,936万8千円）
205億5,599万4千円 43.4％
（+8億6,936万8千円）

❶市税

12億1,948万5千円 2.6％
（+1億5,504万5千円）
12億1,948万5千円 2.6％
（+1億5,504万5千円）

10その他

21億9.300万円 4.6％
（+3億9,000万円）
21億9.300万円 4.6％
（+3億9,000万円）

❾地方交付税

30億円 6.3％
（+2億1,000万円）
30億円 6.3％
（+2億1,000万円）

❽地方消費税交付金

35億4,883万4千円 7.5％
（+1億8,644万5千円）
35億4,883万4千円 7.5％
（+1億8,644万5千円）

❻県支出金

32億9,020万円 7.0％
（△5億4,890万円）
32億9,020万円 7.0％
（△5億4,890万円）

❼市債

69億9,232万9千円 14.8％
（△2億8,517万4千円）
69億9,232万9千円 14.8％
（△2億8,517万4千円）

❺国庫支出金

60億817万2千円 12.7％
（+7,608万6千円）
60億817万2千円 12.7％
（+7,608万6千円）

❹総務費 62億1,025万6千円 13.1％
（+713万円）
62億1,025万6千円 13.1％
（+713万円）

❸衛生費

40億6,747万7千円 8.6％
（+6億3,490万5千円）
40億6,747万7千円 8.6％
（+6億3,490万5千円）

❺土木費

32億1,263万9千円 6.8％
（+950万5千円）
32億1,263万9千円 6.8％
（+950万5千円）

❻公債費

19億6,146万5千円
4.2％
（+1億801万5千円）

19億6,146万5千円
4.2％
（+1億801万5千円）

❽消防費

22億610万5千円 4.7％
（+4億8,877万5千円）
22億610万5千円 4.7％
（+4億8,877万5千円）

❼労働費・農林水産業費・商工費

富士宮市の予算

令和3年度から
15億8千万円の増額（ （473億１千万円一般会計

自主財源
270億6,615万2千円
57.2％
（+14億7,258万4千円）

自主財源
270億6,615万2千円
57.2％
（+14億7,258万4千円）

依存財源
202億4,384万8千円

42.8％
（+1億741万6千円）

依存財源
202億4,384万8千円

42.8％
（+1億741万6千円）
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❶民生費　福祉手当、施設運営など
❷教育費　小中学校、文化・スポーツなど
❸衛生費　予防・検診、環境対策など
❹総務費　人件費、施設管理、広報など
❺土木費　道路・河川・公園・都市整備など
❻公債費　借金の返済
❼労働費・農林水産業費・商工費　産業振興など｠
❽消防費　消防、防災など｠
❾その他　議会運営、予備費など

■問 財政課　☎22-1115　　22-1206

　これまでで最高額となった一般会計の当初予算は、「しなやかな未来を創
る予算」と名付けられました。
　新型コロナウイルス感染症が長期化し、地域経済や市民生活への甚大な
影響が続く中で、その対策と少子高齢化への対応、公共施設の老朽化対策、
市制施行80周年の記念事業などを行います。

4 7 3 1

◇自主財源 市が独自に調達できるお金

◇依存財源 国や県から受け取るお金や借金

❶市税 市民税、固定資産税など
❷寄附金 ふるさと納税など
❸使用料・手数料 施設使用料、証明書発行手数料など
❹その他 財産収入、諸収入など

❽地方消費税
　交付金

地方消費税（県税）の一部から交付
されるお金

❾地方交付税 地方自治体同士の財政力の格差を調
整するため、国から交付されるお金

❺国庫支出金 国からの補助金、負担金など
❻県支出金 県からの補助金、負担金など
❼市債 国や銀行などから市が借りるお金

10その他 地方剰余税、地方特例交付金など

会 　 計 　 名 予　算　額
(前年度比較)

国民健康保険事業 (＋4億1,800万円)
600万円134億

(＋300万円)上井出区財産区 円2,300万

猪之頭区財産区 (＋300万円)
円2,800万

介護保険事業 (＋8億700万円)
3,600万円126億

後期高齢者医療事業 (＋2億5,800万円)
9,900万円31億

計 (＋14億8,900万円)
円2,100万293億

北山財産区 円1,900万
(0)

根原区財産区 (0)
円1,000万

　一般会計とは切り離され、決められ
た事業だけを行う会計です。

特別会計

会　計　名 予　算　額
(前年度比較)

水道事業

下水道事業

(＋1億4,733万5千円)
9,161万2千円34億

(＋5億9,590万9千円)
7,795万7千円190億

(＋5,099万8千円)
2,309万5千円39億

(＋3億9,757万6千円)
6,325万 円116億病院事業

計

　法令に基づき、原則、独立採算で運
営している会計です。

企業会計

（かっこ内は前年度比較）



ワクチン接種

3回目の接種

できるだけ 早い接種を

感染しない・広めないために
ワクチンの種類にかかわらず
できるだけ早い接種を
検討してください

　接種券が届いたら、インターネットまたは電話で予
約できます。

【12歳以上の人】　１・２回目の接種

　市内の医療機関で接種できます。
　2回目は、1回目の3週間後の同じ時間・同じ場所で
接種できます。

　ワクチンを2回接種しても、時間の経過に伴い、有効
性がしだいに低下していくことが報告されています。

　2回目の接種から6か月経過しても接種券が届かない
人は、健康増進課へお問い合わせください。

接種券が届かない人は

　再発行しますので、健康増進課へ
お問い合わせください。

接種券をなくした人は

トップページ＞市民の皆さんへ＞健
康・福祉＞新型コロナウイルス感染
症＞新型コロナウイルスワクチン接
種について

最新情報

【5～11歳の人】　１・２回目の接種

9～11歳の人：3月中旬発送
5～ 8歳の人：4月中旬発送

接種券の発送

　かかりつけ医などに早めの接種をすすめられている
人は、年齢にかかわらず接種券を送ります。
　希望する人は、健康増進課へお問い合わせください。

早めに接種したい人

　小児用ワクチン(ファイザー社製)を使います。
　1回目の接種から、3週間後に2回目を接種します。
　保護者の同意・同伴が必要です。(詳しくは、接種券
と一緒に届くチラシをご覧ください。)

接種の方法

■HP

2回目の接種から6か月を経過した人が接種できます。

10
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ワクチン接種後も感染対策の徹底を

市内の新規感染者数

こまめな
手洗い

手指の
消毒

会話の時には
必ずマスク

飲食する時は少人数・
短時間・いつもの人と

こまめに換気
3つの密の回避
（密集・密接・密閉）

不要・不急の
外出はしない

3月21日までの市内の新型コロナウイルス感染者数
は、2,830人となりました。

　第6波では、これまでになく急激に感染が拡大してい
ます。

人

R3.4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R4.1月 2月 3月

健康増進課 ☎22-2727   28-0267■問

第4波　40人

第6波　2,134人（～3/21）

まん延防止等重点期間（1/27～3/21）

第5波　520人

まん延防止等重点期間（8/8～8/19）
緊急事態宣言期間（8/20～9/30）

2月10日
最多90人



市公式ウェブサイト・ＳＮＳ デジタル回覧板

二次元コードを使ってみよう

　毎月、自治会を通じて配布される広報ふじのみやや、
回覧板の内容を見ることができます。

情報を受け取ろう
スマホやパソコンから

22-1119　　22-1206広報課 ☎■問

　　トップページ>富士宮市について>　
　　広聴・広報>デジタル回覧板
■HP

　二次元コードとは、白と黒の模様が入った正方形の
マークで、スマートフォンなどで読み取ることができ
るバーコードです。
　写真を撮るときと同じ
ように、二次元コードを
画面にかざすと、読み
取ったウェブサイトなど
が表示されます。

市公式ウェブサイト
　市のさまざまな情報を見ることが
できます。

（読み取り方法は、機種によって異なる場合があり
ます。）

毎月5日に更新

地区限定の
回覧も

イベントのチラシ

初心者のための
ミニ講座

市公式Instagram　
　市内の魅力的な風景や、お店・食
べ物などの映え写真を見ることがで
きます。 【アカウント名】

＠fujinomiyacity

市公式Twitter
　市公式ウェブサイトに新しい情報
や重要なお知らせが掲載されたこと
を知ることができます。
　市公式Facebookに投稿
された情報と同じ内容を見
ることもできます。

【アカウント名】
＠FujinomiyaCity

市公式Facebook
　イベントの情報や、まちのできごと
を見ることができます。

【アカウント名】
＠city.fujinomiya

市公式ＬＩＮＥ
　コロナ・子育て・観光・イベントなど、
自分が知りたい情報を受け取ること
ができます。 【アカウント名】

＠fujinomiyacity

さくやちゃん公式Twitter
　さくやちゃんが気付いたことや、気
になったことを、ゆるくつぶやきます。

【アカウント名】
＠sakuyachan

広 報 ふじ の み や 　 2 0 2 2 . 0 412



NHKのど自慢が文化会館にやってきます。
公開生放送で観覧できます。
出場者も募集しています。奮って応募してください

6月5日(日)
公開生放送

予選会（非公開）

会場 / 市民文化会館　大ホール
司会 / 小田切千アナウンサー
主催 / NHK静岡放送局、富士宮市
放送 / NHK総合テレビ・ラジオ第1・
　　　 国際放送

開　　会 / 12:00　　
結果発表 / 17:30(予定)

開　　場 /　
開　　演 /
終演予定 /

11:15　
11:50　
13:15

表 裏

①郵便番号
②住所
③名前(ふりがな)
④年齢
⑤性別
⑥電話番号
⑦職業(具体的に)※
⑧歌う曲名と歌手名
⑨選曲理由

出場希望者の
①郵便番号
②住所(グループは代表者)
③名前

出場希望者の

グループの場合③～⑤、⑦は
全員分、メンバーの関係を記入

※応募情報は、抽選結果の連絡のほか、NHKが受信契約者情報との照合や受信料のお願いに使用する
　場合があります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、保健所など公的機関へ個人情報を提供する場合があります。

表 裏

観覧希望者の
①郵便番号
②住所
③名前

①郵便番号
②住所
③名前(ふりがな)
④電話番号
⑤観覧希望人数
　(2人まで)

観覧者の

表 裏

〒422-8787
静岡市駿河区八幡1-6-1
NHK静岡放送局
NHKのど自慢(富士宮市)
観覧係

この面には結果を印
字します。紙やシール
の貼り付け、修正液・
テープの使用不可。

※

記載不要

表 裏

〒422-8787
静岡市駿河区八幡1-6-1
NHK静岡放送局
NHKのど自慢(富士宮市)
出場係

この面には結果を印
字します。紙やシール
の貼り付け、修正液・
テープの使用不可。

※

記載不要

出場者・観覧者 募集

ゲ ス ト

※中・高・大学生は学年と部活動も記入

4月22日(金)
締め切り

出 場
郵便往復はがき
(私製を除く)また
はウェブサイトで

4月27日(水)
必着

観 覧
郵便往復はがき
(私製を除く)で

6月4日(土)

22-1113　　22-1206企画戦略課 ☎
問 NHK静岡放送局　☎054-654-4000

ウェブサイトの申し込みはこちらから
NHK静岡放送局ウェブサイト
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市税・各種料金のお問い合わせ

市税などの納期限令和4年度

都
市
計
画
税

固
定
資
産
税

軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）

県

民

税

市

民

税

国
民
健
康

保

険

税

後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料

下
水
道
使
用
料

水
道
料
金

下
水
道
事
業

受
益
者
負
担
金

駐
車
場
使
用
料

市
営
住
宅
使
用
料

介
護
保
険
料

保

育

料

公
立
保
育
園
副
食
費

市　　　　　　税
期限を守って納付してください

市税の納付について

固定資産税・都市計画税

市民税・県民税
軽自動車税 
国民健康保険税

後期高齢者医療保険料
介護保険料 
水道料金・下水道使用料 
下水道事業受益者負担金
保育料 
市営住宅使用料・駐車場使用料 

納税係（納税相談）
税制係（口座振替など）
土地係
家屋係
市民税係
法人諸税係
資格賦課係
後期高齢者保険係
介護保険係
営業係（お客様センター）
業務係
保育係
住宅管理係

☎22-1128 　22-1227
☎22-1127 　22-1227
☎22-1249 　22-1227
☎22-1126 　22-1227
☎22-1125 　22-1227
☎22-1138 　28-1351
☎22-1482 　28-1351
☎22-1141 　28-4345
☎22-1178 　22-1105
☎22-1172 　22-1208
☎22-1147 　22-1401
☎22-1163 　22-1208

保 険 年 金 課
保 険 年 金 課
高齢介護支援課
水 道 業 務 課
下 水 道 課
子ども未来課
建 築 住 宅 課

収 納 課

資 産 税 課

市 民 税 課

☎22-1129 　22-1227

市
税
の
課
税
に
つ
い
て

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

※ 隔月（地域により偶数月または奇数月）の請求です。
　 口座からの引き落し日は、翌月の10日（金融機関休業日の場合は翌営業日）です。 

4年

5年

3月分

4月分

5月分

6月分

7月分

8月分

9月分

10月分

(4/28)

(5/30)

(6/28)

(7/28)

(8/29)

(9/28)

(10/28)

(11/28)

6月分(6/30) 6月分(6/30)

7月分
8月分

(8/1)
(8/31)

4月分
5月分

4月分
5月分

(5/2)
(5/31)

(5/2)
(5/31)

7月分
8月分

(8/1)
(8/31)

9月分(9/30)

3月分(3/31)2月分(3/28)

1月分(2/28)

12月分
1月分

(1/4)
(1/31)

11月分(11/30)

9月分(9/30)

10月分(10/31) 10月分(10/31)

2月分(2/28)

3月分(3/31)

12月分
1月分

(1/4)
(1/31)

2月分(2/28)

11月分(11/30)

1期

2期

3期

4期

(6/30)

(9/30)

(11/30)

(1/31)

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

(8/3)

(9/5)

(10/3)

(11/4)

(12/5)

(1/4)

(2/3)

1期

2期

3期

4期

(7/4)

(9/5)

(11/4)

(2/3)

1期

2期

3期

4期

(5/6)

(8/3)

(1/4)

(3/3) 8期
9期
(3/3)
(3/31)

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

(8/3)

(9/5)

(10/3)

(11/4)

(12/5)

(1/4)

(2/3)

8期
9期

(3/3)
(3/31) 8期(3/31)

5期
6期
(1/4)
(1/31)

7期(2/28)

2期(9/30)

1期(8/31)

全期 (6/3)

4期

3期

(11/30)

(10/31)

12月分(1/30)

11月分(12/28)

※



平　日

土曜日

日曜日・祝日

18:00～翌8:00

13:00～翌8:00

8:00～翌8:00

静岡こども救急電話相談

☎#8000 または 054-247-9910

緊急・重症のときは迷わず「119」へ

■時

■問

急な病気

　いじめ、不登校、生活態度、就労など、
どんなことでも相談してください。

　　青少年相談センター
　　いじめ110番
　　メール相談
　　　e-sodan@city.fujinomiya.lg.jp

　　平日 9:00～16:30
　　(第2・4水曜日は20:00まで)

☎22-0064
☎22-1252

■問

■時

悩み相談

24時間

児童相談所全国共通ダイヤル

☎１８９
（お近くの児童相談所につながります）

いちはやく

■時

■問

■問

平日　8:30～17:15

子ども未来課家庭児童相談係

☎22-1230
■時

虐待かも

5月11日(水)9:00～10:00
療育支援センターこあら
令和3年3月・4月生まれ
10人(先着順)
4月15日(金)～電話で
療育支援センター　☎22-6868

■時

こあら教室 あそびの教室おもちゃ病院

こ ど も ・ こ そ だ て 「妊娠中・子ども・子育て」
に関する情報をお知らせします

このコーナー
では・・・

　わらべ歌や絵本を楽しみながら、
その大切さについてお話します。

4月17日(日)13:00～14:00
大富士交流センター
子ども未来課　☎22-1146

■時

　壊れて動かなくなったおもちゃを
修理しています。

4月13日・20日・27日の水曜日
10:00～11:00
大富士交流センター
未就学児
子ども未来課
☎22-1146

■時
■所
■対
■定

■所

■申

■問 ■所

■問

■対
■問

　歌、手遊び、紙芝居、工作、体操、
わらべ歌などで一緒に遊びます。

　子育て中のお母さんが記者となり、
お母さんの目線で取材したイベントや
観光スポット、グルメなど、お出かけ
や子育てに役立つ情報を発信していま
す。

ふじのみやハハラッチ 「母」から伝える富士宮♡

最新記事はこちら

ちびっこハウスあいあい

　広々とした園庭でのびのび遊
び、自然に囲まれた環境で元気
にお散歩。
　あいあいは愛いっぱい♡
　笑顔いっぱい♡
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　生まれて数か月の赤ちゃんでも、
お母さんのうた声と一緒にゆっくり
と身体をゆすられることを楽しみま
す。
　　5月10日(火)10:00～11:00
　　西公民館
　　市内在住の乳幼児と保護者
　　10組(先着順)
　　市民読書サポーター
　　4月12日(火)～電話または窓口
で
　　社会教育課　☎22-1186

　子育てに役立つことを学びながら
仲間づくりができます。ものづくり
や運動で心と体をリフレッシュしま
せんか。
　　5月～12月(月1回)
　　9:45～11:45
　　公民館、地域学習センター、交
流センター
　　未就学児がいる親
　　会場により異なる
　　無料（材料費は自己負担）
　　4月12日（火）10:00～受講を
希望する会場へ電話で
　※申込初日のみ電子申請可
　※一人一学級のみ申し込み可
　　無料託児あり（1歳以上の未就
学児・事前に予約してください。）

　　社会教育課　☎22-1186
　　トップページ＞市民の皆さん
へ＞教育・文化・スポーツ＞公
民館・地域学習センター＞令和
4年度幼児家庭教育学級

絵本とわらべうたの会
　ファミリー・サポート・センター
は、「子育ての援助を受けたい人」
と「子育ての援助をしたい人（受
託会員）」をつなぎます。
　援助したい人は、市が実施する
講習会を受講する必要がありま
す。
　　6月27日(月)～7月1日(金)の5
日間(主に午前・最終日は午前・午
後)全7回
　　市役所 7階722会議室
　　6人(先着順)　
　　無料
　　4月4日(月)～5月27日(金)に電
話または窓口で
　　ファミリー・サポート・センター
　　☎22-1268

　小・中学生のいる家庭で、経済
的な理由から教育費（学校給食費や
学用品費など）の支払いに困ってい
る人へ助成します。
　　児童扶養手当を受給している
人や市民税が非課税の人など
　　学校にある申請書に必要事項
を記入し、学校へ提出してくだ
さい。
　※令和３年１月以降に転入した人
で児童扶養手当を受給してい
ない人は、所得税などを証明す
るものが必要となります。

　　学校教育課　☎22-1184

　子ども会事業の活性化のため、
子ども会への助成を行います。
　　①1つの子ども会が行う50人

以上のイベント
　　②複数の子ども会が合同で行

う30人以上のイベント
　　子ども会会長が窓口で
　　子ども未来課　☎22-1146

　ひとり親家庭など、次のいずれ
かに当てはまる子どもの養育者に
手当が支給されます。他にも一定
の条件があります。
□父母が離婚
□父または母が①死亡②生死不明
③１年以上拘禁されている④DV
保護命令を受けた
□父または母に1年以上遺棄され
ている
□父または母に重度の障害がある
□母の婚姻によらないで生まれた
※子どもが18歳になった最初の3
月31日までが支払い対象です。

4月から月額支給額を変更します

　　子ども未来課　☎22-1146
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幼児家庭教育学級

催し・募集 ファミリー・サポート・センター
受託会員募集

小・中学生の教育扶助

子ども会活動への補助金

■問

■問

■他

■申
■料
■定
■対

■所

■時

■問

■申
■講
■定
■対
■所
■時

■問

■申

■定
■料

■所

■問

■申

■対

■問
■申

■対

■時

■HP

お知らせ

児童扶養手当

43,070円　

10,160円～
43,060円　

5,090円～
10,170円　

3,050円～
6,100円　

43,160円　

10,180円～
43,150円　

5,100円～
10,190円　

3,060円～
6,110円　

全部支給

本体額 3月分まで
（変更前）

4月分から
（変更後）

一部支給

第2子加算

第3子以降
加算

電子申請はこちら



17広 報 ふじ の み や 　 2 0 2 2 . 0 4お電話でのお問い合わせが難しい場合は、広報課まで。 　　 0544-22-1206　　  info@city.fujinomiya.lg.jp

　正しい病名は、「肩関節周囲炎」といいます。
　筋肉の疲労によって起こる肩こりとは異な
り、肩の関節の周りの骨や軟骨、靭帯、腱など
が炎症を起こして、肩が上がらないなどの症
状を特徴とした疾患です。
　四十肩・五十肩と言われるように、かつて
は、加齢に伴い発症するものとされてきまし
たが、最近では、日常生活で肩関節をあまり動
かさない、同じ姿勢でいることが多いなどの
生活をする20代や30代の若者でも発症しま
す。

あなたは大丈夫？
　 身近な病気を知ろう

四十肩・五十肩
し   じゅう  かた ご   じゅう  かた

「シニア・健康・医療・介護・障がい」に関する
情報をお知らせします。

このコーナー
では・・・い き い き ラ イ フ

■ 痛くなったら・・・
　炎症の初めは、無理に動かすと、さらに症状が悪
化する可能性があるため、安静にすることが大切で
す。
　強い痛みがある場合は、我慢して症状を慢性化さ
せてしまうと、回復にも時間がかかってしまうた
め、整形外科などの医療機関を受診しましょう。

■ 痛みがおさまってきたら・・・
　様子を見ながら、少しずつ肩甲骨を中心に肩の周
りを、前後・左右に痛くない範囲で動かしていきま
しょう。
　肩の周りを温めた後に肩の運動を行うと、血流が
良くなり肩が動きやすくなります。
　体を冷やすと痛みが出る場合があるため、入浴時
にはしっかり湯船につかるなどして、肩の周辺を温
めましょう。

■ 予防には正しい姿勢とストレッチ
　長時間のデスクワークなどでパソコンを使ってい
る場合や、前かがみの状態が長い場合、作業時に首
が前に出てしまい、知らないうちに肩に負担をかけ
てしまいます。
　背筋を伸ばしてあごを引き、正しい姿勢を意識し
ましょう。

あなたは当てはまる？
　　四十肩・五十肩の症状アレコレ

腕を上げるときに肩が痛くて上がらない

洋服を着るときに肩が痛い

頭を洗う時に肩が痛い

手を後ろに回せない

寝返りを打つときに肩に激痛が走る

手を挙げたときに肩の周りがしびれる

背中に手をまわすときに肩が痛い

健康増進課　☎22-2727　　28-0267■問

背筋を伸ばして、腕を
後ろに真っすぐ伸ばす

おへそをのぞきこむよ
うに首の後ろを伸ばす



西公民館

場　所 日　付 時　間

芝川公民館

南部公民館
※上履き持参

大富士
交流センター

富丘
交流センター

杉田
区民センター
※上履き持参

上小泉
区民館
※上履き持参

咲花区
区民館

星山二区
区民館
※上履き持参

4/5、5/10、
6/7、7/5、
8/2、9/6

4/14、5/12、
6/9、7/14、
8/18、9/8

①9：30～10：30
②10：30～11：30

13：30～14：30

4/22、5/27、
6/24、7/22、
8/26、9/30

9：30～10：30

4/12、5/10、
6/14、7/12、
8/9、9/13

①9：30～10：30
②10：30～11：30

4/8、5/13、
6/10、7/8、
8/12、9/9

①9：30～10：30
②10：30～11：30

4/22、5/27、
6/24、7/22、
8/26、9/30

10：00～11：00

4/20、5/18、
6/15、7/20、
9/21

13：30～14：30

4/27、5/25、
6/22、7/27、
8/24、9/28

9：30～10：30

4/14・28
5/12・26
6/9・23
7/14・28
8/11・25
9/8・22

13：30～14：30

曜日

火

木

金

火

金

木

金

水

水

杉田区民のみ

上小泉区民のみ

咲花区民のみ

■時　日時 ■所　場所 ■対　対象者 ■定　定員 ■料　料金 ■内　内容 ■持　持ち物 ■講　講師 ■他　その他■申　申し込み方法 ■問　問い合わせ18 広 報 ふじ の み や 　 2 0 2 2 . 0 4

　認知症予防のためのストレッチや筋トレ、コグニサ
イズ、脳活性化レクリエーションなどを行います。

たのしい脳トレ教室催し・募集 脳トレ運動講座催し・募集

　認知症予防のためのストレッチや筋トレ、脳活性
化レクリエーションを行います。
　　5月18日、6月15日、7月20日の水曜日
　　10:30～11:30
　　イオンモール富士宮さくらコート
　　市内在住の人
　　20人(先着順)
　　無料
　　脳トレの会
　　4月12日(火)～電話で(当日参加も可)
　　健康増進課　☎22-2727

やさしい筋トレ教室催し・募集

　みんなの体操やストレッチ、スロートレーニング
などの簡単な筋トレで、コロナ太りや運動不足を解
消します。
　　5月11日、6月1日、7月13日の水曜日
　　10:30～11:30
　　イオンモール富士宮さくらコート
　　市内在住の人
　　20人(先着順)
　　無料
　　筋トレ応援隊
　　4月12日(火)～電話で(当日参加も可)
　　健康増進課　☎22-2727

　制限なし
　無料
　脳トレの会
　不要。直接会場へ
　健康増進課　☎22-2727

初心者向け筋肉若返り塾催し・募集

　ストレッチやマシンを使ったトレーニングで、筋
力の若返りを目指します。
　　6月1日～22日の水曜日(全4回)9：15～12：00
　　保健センター　機能訓練室
　　65歳以上の市民で、介護保険未申請または介護
保険などの通所サービスを利用していない人

　　6人(応募多数の場合は、初めての人を優先し抽
選）

　　無料
　　上履きまたはスリッパ、筆記用具
　　筋トレ応援隊
　　5月11日(水)13：30～14：00に保健センター1階機
能訓練室で(電話不可)

　　身体状況により参加できない場合があります。
　　健康増進課　☎22-2727

■問
■申
■講
■料
■定
■対
■所

■時

■問
■申
■講
■料
■定
■対
■所

■時

■持

■他
■問

■申
■講

■料

■定

■対
■所
■時

■講
■料
■対

■問
■申



　加齢に伴い心身の活力が低下する「フレイル」を
予防し、転倒骨折しにくい体を作るために、食生活
や口腔ケア、認知症予防などの講話や筋力アップの
運動を行います。　
　　6月7日～6月28日の火曜日(全4回)
　　13:30～15:00
　　保健センター
　　65歳以上の市民とその支援をする人
　　15人(先着順)
　　無料
　　歯科衛生士、管理栄養士、保健師
　　5月10日(火)～電話で
　　1回のみの参加もできますが、内容が異なるた
め、全日程の受講をおすすめします。

　　健康増進課　☎22-2727

　スポーツによる障害や外傷について学びます。
　スポーツ障害とは、スポーツを繰り返し行うこと
によって起きる慢性疾患で、使いすぎや誤った体の
使い方による腱炎・疲労骨折などがあります。
　スポーツ外傷とは、スポーツが原因となって起き
るけがで、骨折や脱臼、靱帯断裂などがあります。
　症状は年齢や性別、競技により特徴があり、適切
な治療とリハビリが大切です。
　スポーツ障害・外傷について正しい知識を身につ
けましょう。
　　5月20日(金)18：30～20：00
　　市立病院　南棟4階会議室　　　　無料
　　奈良岡琢哉さん(市立病院整形外科科長)
　　不要。直接会場へ
　　病院管理課　☎27-3151

　植木剪定、草刈、草取、駐車場整理、福祉家事援
助、子育て支援などの仕事ができる会員を募集して
います。
　まずは、説明会に参加してください。
　　毎月1回(月のはじめ)
　　富士宮市シルバー人材センター（小泉569番地の2）
　　市内在住で、就労していない60歳以上の人
　　電話で
　　富士宮市シルバー人材センター　☎23-4008

　こころの病について、正しい理解や知識を学び、
地域で孤立しがちな人々を支えるためのボランティ
アを養成する講座です。
　　5月18日(水)13:30～16:00
  　　　25日(水)13:30～15:30
　　6月  1日(水)13:30～15:30
　　　  11日(土)10:00～15:00
　　　  15日(水)13:30～15:30
　　総合福祉会館　
　　富士宮市または富士市在住で、精神保健福祉ボ
ランティアに関心のある人
　　20人(応募者多数の場合は抽選)　　　　無料
　　窪田裕輔さん(南富士病院長)ほか
　　5月6日(金)までに①住所②氏名③電話番号を電話で
精神保健福祉ボランティアグループ「なごみの
会」河合さん　☎24-6845

【認知症サポーター養成講座】
　認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を
温かく見守る応援者「認知症サポーター」を養成す
る講座です。
　　5月20日(金)13:30～15:00
　　大富士交流センター
　　市内在住または在勤の人
　　30人(先着順)
　　認知症キャラバンメイト
　　講座は、希望者が5人以上いれば個別に開催でき
ます。希望する場合は、相談してください。

【ステップアップ講座】
　認知症サポーターになると、認知症ステップアッ
プ講座で、さらに知識を深めることができます。
　　6月27日(月)13:30～15:30
　　市役所7階　710会議室
　　認知症サポーター養成講座を受講した人
　　40人(先着順)
　　認知症当事者とその家族など

【共通】
　　無料
　　4月11日(月)～電話で
　　福祉企画課　☎22-1591

認知症サポーター養成講座
認知症ステップアップ講座催し・募集

転倒骨折予防教室
～フレイルを予防しよう～催し・募集 精神保健福祉ボランティア養成講座催し・募集

富士宮市民健康講座
「スポーツ障害・外傷」催し・募集

シルバー人材センター会員募集催し・募集
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　5年に1度の節目の年齢を迎える人は、骨粗しょう
症検診と歯周病検診を一緒に受けられます。
　　
【骨粗しょう症検診】
　骨粗しょう症は、カルシウム不足や女性ホルモン
の低下、運動不足、ダイエットなどが原因で起こり
ます。
　　女性
　　1日45人
　　510円
　　超音波骨密度測定
　　「からだチェック」でも、骨の健康度を測定でき
ます。希望する場合は、健康増進課へお問い合わ
せください。

【歯周病検診】
　歯周病は、歯を失う大きな原因となります。
　定期的に検診を受けて、早期発見・早期治療をす
ることが重要です。
　　1日30人
　　410円(令和4年度に30歳になる人は無料)
　　歯科医師による歯と歯肉の検査
　　30歳になる人は、歯周病検診を個別に受けるこ
ともできます。　

　　富士宮市歯科医師会会員の歯科診療所へ直接申
し込んでください。

【共通】
　　7月13日(水）、7月15日(金）、8月1日(月)、8月31
日(水）、9月9日(金）、9月16日(金）、10月3日(月）、10
月26日(水）
　受付時間は、13：30、14：00、14：30の3回
　　保健センター
　　令和4年4月2日～令和5年4月1日の間に30・
35・40・45・50・55・60・65・70歳になる市
内在住の人

　　電話または市公式ウェブサイトで
　　託児はありませんが、子ども連れでも受診でき
ます。

　　健康増進課　☎22-2727
　　トップページ>市民の皆さんへ>健康・福祉>健
康・医療>歯と骨の検診について

　乳がんは、女性が発症するがんで最も多く、がん
による死亡数も１位となっています。子宮頸がん
は、近年20～40代の女性に増えています。
　自覚症状が出る前に発見することで、早期治療に
つながり、治すことも期待できます。
　集団婦人科検診では、乳がん検診と子宮頸がん検
診を同じ日に受けられます。
　乳がん検診のみを受診したい場合は、お問い合わ
せください。
　子宮頸がん検診のみを受診することもできます。

【両方の受診を希望する人】
　　40歳以上の市民で、令和3年度に乳がん・子宮
頸がん検診を受けていない女性
　　1日60人
　　2,040円
　　次の人は申し込めません。
　□ 妊娠中
　□ 授乳中、断乳後1年未満、出産後2年未満
　□ 乳房疾患治療中
　□ ペースメーカーを付けている
　□ 豊胸手術をした
　□ 上半身にシャント・ポートなどの管がある

【子宮頸がん検診のみの受診を希望する人】
　　20歳以上の市民で、令和3年度に子宮頸がん検
診を受けていない女性
　　1日20人　
　　1,020円
　　・人工関節で開排制限のある人は、担当医と相

談してから申し込んでください。
　　・生理中の場合は、検診ができないことがあり

ます。生理予定日の前後は避けてください。

【共通】
　　6月17日(金)、7月8日(金)・19日(火)、8月24日
(水)、9月5日(月)・28日(水）、10月11日(火)・31日
(月）、11月11日(金)・24日(木)
　　保健センター、芝川会館(10月11日(火)のみ)
　　5月25日(水)～電話または市公式ウェブサイトで
　　健康増進課　☎22-2727
　　トップページ>市民のみなさんへ>健康・福祉>
健康・医療>乳がん検診・子宮頸がん検診のお知
らせ

節目検診(骨粗しょう症・歯周病検診)
のすすめお知らせ 集団婦人科検診(乳がん検診・子宮

頸がん検診)のすすめお知らせ
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　国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者が、
指定医療機関で人間ドックや脳ドックを受けるとき
の費用を一部助成します。

　人間ドック、脳ドック、特定健診、後期高齢者
健診は重複して助成できません。

　　保険年金課（国民健康保険）　　   ☎22-1138
　　　　　　　（後期高齢者医療保険）☎22-1482
　　トップページ>市民の皆さんへ>税・保険・年金
>保険>人間ドック・脳ドック・40歳未満健診助
成のご案内

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と一定の障
がいのある65歳以上の人が対象です。
　保険料は、被保険者の前年の所得に応じて負担す
る「所得割額」と、被保険者全員が負担する「均等
割額」を合計して、個人単位で計算されます。
　この保険料は、各都道府県の広域連合が、医療費
の増加などを見込んで2年ごとに計算します。

　　保険年金課　☎22-1482

　令和4年度の軽自動車税(種別割)の減免申請を受け
付けします。
　　①身体障害者手帳を持っている18歳以上の人が

所有する車
　　②身体障害者手帳(18歳未満）、療育手帳A、精

神保健福祉手帳(1級)のいずれかを持っている
本人または生計同一者が所有する車

　　5月12日(木)～6月3日(金)に窓口で
　　・事前にお問い合わせください。持ち物の説明

をします。
　　・障がい者一人につき一台のみ減免されます。
　　市民税課　☎22-1125　　22-1227
　　トップページ>市民の皆さんへ>税・保険・年金
>税金>軽自動車税(種別割)の減免に
ついて

　はり・きゅう・マッサージの施術を受けた際にか
かる費用の一部を助成します。
　　次のいずれかに該当する人
　　①満70歳以上の人
　　②身体障害者手帳(1・2級)を持つ人
　　無料
　　対象者であることが確認できるもの
　　市役所１階高齢介護支援課または出張所
　交付は、令和４年4月から令和５年3月までの間
に1人1回までです。
　　高齢介護支援課　☎22-1114

【人間ドック】

【脳ドック】
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人間ドックや脳ドックの費用を助成お知らせ 後期高齢者医療制度の
保険料が変わりますお知らせ

区　分
所得割
均等割
賦課限度額

令和2・3年度
8.07％
42,100円
64万円

令和4・5年度
8.29％
42,500円
66万円

対　象

助成費

申し込み

障がい者の軽自動車税(種別割)減免お知らせ

はり・きゅう・マッサージ費用助成券お知らせ

40歳以上の国民健康保険加入者

9,940円

受診後、保険証・健診結果・領収
書・振込先がわかるものを、保険年
金課窓口へ

・国民健康保険加入者
・後期高齢者医療保険加入者

31,500円

医療機関へ予約後、受診前に保険証
を持って保険年金課窓口へ

対　象

助成費

申し込み

・39歳以下の国民健康保険加入者
・後期高齢者医療保険加入者

検査費用の一部を助成

医療機関へ予約後、受診前に保険証
を持って保険年金課窓口へ

対　象

助成費

申し込み

■料

■対

■対

■問

■申
■他

■持

■問

■申
■他

■問
■HP

■問

■他

■HP



　自宅で生活する高齢者など、常に紙おむつが必要
な人に、紙おむつ購入費の一部を助成します。
　　65歳以上または要介護認定・要支援認定を受け
ている市民で次のいずれかに該当する人

　①寝たきりまたはそれに近い状態である
　②排尿・排便に支障がある
　③疾病などにより失禁することがある
　　4月1日(金)～窓口で
　　申請書(窓口または市公式ウェブサイトにありま
す)

　　申請書裏面のアセスメントは、ケアマネジャー
または地域包括支援センター職員が記入してくだ
さい。交付は、令和４年4月から令和５年3月まで
の間に1人1回までです。

　　高齢介護支援課　☎22-1141
　　トップページ>市民の皆さんへ>健康・福祉>介
護保険>紙おむつ購入費等助成事業

　「介護職員初任者研修」は、介護をする上での基本
的な知識や技術を身に付けることができます。
　この研修を受講した場合、費用の一部を補助しま
す。
　　県指定法人が実施する介護職員初任者研修を修
了し、次の全てに該当する人
①市民
②市内の同一介護事業所に、介護職員として3か月
以上継続して雇用されている人(直接雇用に限る)
③市税を滞納していない人
④他の公的制度の補助を受けていない人
　　受講料の半額(上限5万円)
　　研修修了後1年以内に窓口で
　※対象条件を満たした時点で申請してください。
　　高齢介護支援課　☎22-1114
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　手話をコミュニケーション手段とする人が
いることを知り、手話を学ぶ人が増えること
は、やさしいまちづくりに繋がります。

両手の人差し指を体の前で回す ①人差し指を向き合わせる ②指を曲げる

あいさつ
の手話

　手話で話す時は、手の動かし
方だけでなく、動かす速度や顔
の表情も大切です。

　動画で見ることもできます。
　トップページ＞市民の皆さん
へ＞健康・福祉＞障害者支援＞
手話で話そう

手話で話そう

手　話 あいさつ

①拳を耳の上（こめかみ）に当てる ②拳を離し、頭を起こす

おはよう

こぶし

紙おむつなどの購入費を助成しますお知らせ 介護職員初任者研修費補助制度お知らせ
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「催し・募集・お知らせ・国保・年金・補助・
助成・事業者」に関する情報をお知らせします。

このコーナー
では・・・見 逃 せ な い 情 報

FAIR5月開講
語学講座

催し・募集 浅間大社流鏑馬まつり

市営住宅入居者募集

春の森ヨガ
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や ぶ さ め

　令和4年７月入居者を募集しま
す。
　詳しくは、５月２日（月）から市公
式ウェブサイトなどでお知らせし
ます。
　抽選会は5月16日（月）です。
　　5月2日（月）～11日（水）に窓口で
　　市役所5階　建築住宅課
　　建築住宅課　☎22-1163
　　トップページ＞市民の皆さん
へ＞住まい・ペット・動物＞住
まい＞市営住宅入居者
募集案内

興徳寺（柚野）の桜と富士山興徳寺（柚野）の桜と富士山

　源頼朝が富士の巻狩を行った際
に流鏑馬を奉納したことが始まり
といわれる伝統ある神事です。
　本年も感染症拡大防止のため、
規模を縮小して行います。
　　5月4日（水・祝）～6日（金）
　5日流鏑馬式
　10:00　流鏑馬祭本祭（本殿）
　11:00　浅間大社流鏑馬式（馬場）
　　ふれあい広場に数十店の出店が
立ち並びます。

　　境内での飲食はできません。
　　富士山本宮浅間大社　
　　☎27-2002

　鳥のさえずりや風の音など、自
然のエネルギーを五感で味わいな
がら、森の中でヨガをします。
　初心者でも参加できます。
　　5月15日（日）9:30～12:00
　　富士山環境交流プラザ周辺の森
　　中学生以上
　　20人（先着順）
　　400円
　　渡辺彩さん（太田ヨガエクササ
イズ・ヨガベーシック指導者養
成コース終了）

　　4月9日（土）9:00～電話で
　　無料託児あり（先着5人）
　　富士山環境交流プラザ　
　　☎59-0050（休館日：火曜日）

　　駅前交流センターきらら
　　高校生以上
　　各7人（応募多数の場合は抽選）
料　1万円※英会話中級は6千円
（韓国語のみ教科書代別途）FAIR
要入会（年度会費2千円）

申　4月13日（水）～19日（火）に①
住所②氏名（ふりがな）③生年月
日④電話番号⑤希望講座名⑥
FAIRの会員か非会員かを、往復
はがき、メール（件名:希望教室
名）またはFAIR事務局窓口まで

　　富士宮市国際交流協会FAIR
　　☎22-8111　
　　〒418-0065　中央町5-7
　　　 info@fair-fujinomiya.com

教室・
レベル

実施日
（全10回）

曜
日 時間

初 級

初中級

中 級

入 門

中 級

水

金

火

金

木

5月11日～
7月13日
5月13日～
7月15日
5月10日～
6月14日
5月13日～
7月15日
5月12日～
7月14日

19:00～
20:30
13:30～
15:00
19:00～
20:30
19:00～
20:30
19:00～
20:30

英
会
話

韓
国
語

初級・入門：簡単な会話を楽しむ、発音から学ぶ
初中級：コミュニケーションを楽しむ
中　級：ディスカッションを楽しむ

■問

■申

■料
■定
■対
■所

外国人の皆さんへ
がい こく じん みな

い　　つ　5月10日から7月12日
　　　　　までの火曜日　　　
　　　　　午後7時から午後8時30
　　　　　分まで
と こ ろ　駅前交流センターきらら
か　　ず　外国人10人
お か ね　3,000円
もうしこみ　駅前交流センターきらら
　　　　　に来てください。
で ん わ　富士宮市国際交流協会
　　　　　FAIR　☎22-8111

か  よう　び

ご　 ご

ふん

じ ご　 ご じ

がつ

まきがり

にち がつ にち

えきまえこうりゅう

えきまえこうりゅう

がいこくじん にん

き

ふ  じ  の  みや　し　こく さい こう りゅう きょう かい

えん

日本語を勉強できます。
べんきょうに  ほん ご
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富士宮未来塾
未来も住み続けたいまちをつくる

見 逃 せ な い 情 報

食育ボランティア養成講座

自衛官採用制度説明会

起き上がりこぼし
富士宮展

公民館　女性学級

お知らせ

土地の価格を調べたいときは

第1回

第2回

第3回

第4回

・富士宮市の食生活の現状
・みそ汁などの塩分測定

・地食健身・食品ロスの削減
・調理実習

・主食・主菜・副菜をそろえ
　た食事で生活習慣病予防
・ジュースなどの糖分測定

・食育の第一歩は共食から
・富士宮市食育ボランティ
　アななくさ会の活動紹介

　講義や実験、調理実習を通し
て、健康と食について学びます。
　受講後は、富士宮市食育ボラン
ティアななくさ会の会員として活
動できます。

　　6月7日～28日の火曜日（全4
回）9:00～11:00

　　保健センター
　　市内在住の20歳以上の人
　　12人（先着順）
　　無料
　　管理栄養士など
　　4月19日（火）～①住所②氏名
③電話番号を電話または窓口で

　　健康増進課　☎22-2727

　　4月23日（土）・5月14日（土）
　　10:00～15:00
　　西公民館２階　第二会議室
　　自衛隊富士地域事務所
　　☎0545-51-1719

　「SDGsの視点でまちの課題解
決」や「富士宮の魅力発信」を
テーマに、企画作成やプレゼンテー
ションなどを学ぶ実践講座です。
　　5月14日（土）・28（土）、6月11
日（土）・25日（土）、7月10日（日）

　13:30～16:30
　　駅前交流センターきらら
　　高校生以上で、市内在住・出
身・通勤・通学する個人または
市内で活動する団体（3人まで）、
全て出席できる人

　　25人（応募多数の場合は抽
選。結果は全員に連絡）

　　無料
　　飯倉清太さん（NPO法人NPO
サプライズ代表理事）

　　5月10日（火）〔必着〕までに①住
所②氏名③年齢④日中連絡のと
れる電話番号を、電話、ファクス、郵
送、メールまたは窓口で

　　市民交流課
　　☎22-1165　　22-1284　
　　　 koryu@city.fujinomiya.lg.jp

種別
対象

対象

対象

対象

種別

種別

種別

一般曹・自衛官候補生
18歳以上33歳未満の男女

高卒（見込含）21歳未満の男女

中卒（見込含）17歳未満の男

22歳以上26歳未満の男女

航空学生・防衛大学校学生
防衛医科大学校医学科学生
防衛医科大学校看護学科学生

自衛隊高等工科学校生徒

一般幹部候補生

　ファッションデザイナー故高田
賢三さんが始めた震災復興プロ
ジェクト「起き上がりこぼし」展
を開催します。
　高田賢三さんやスペイン空手の
サンドラ選手、有名な漫画家の作
品など、世界各地で作られた作品
を展示します。
　　4月4日（月）～28日（木）
　　市役所1階　市民ホール
　　市民交流課　☎22-1486　

　音楽鑑賞やメイク術、マジック
ショー、スロトレなどの体操を楽
しみませんか。

南部公民館　カトレア学級
時　5月13日～11月11日の金曜日
（全４回）9:30～11:30
　　南部公民館
　　市内在住または在勤の女性
　　30人
　　無料
　　望月輝彦さん　ほか
　　4月15日（金）～電話で
　　南部公民館　☎23-2818

西公民館　はなみずきの会
　　5月31日～12月20日の火曜日
（全7回）13:30～15:30
　　西公民館
　　市内在住または在勤の女性
　　25人
　　1,500円（材料費）
　　富士宮市民踊会　ほか
　　4月26日（火）～電話で
　　西公民館　☎22-3355

◆地価公示が閲覧できます
　都市計画区域内で標準的な使わ
れ方をしている土地の適正な価格
を公表します。
　土地の形状や道路の条件、駅か
らの距離、上下水道の整備状況な
どの土地の条件を標準地と比較す
ると、対象地のおおよその土地価
格がわかります。
　　市役所1階資産税課、
　　出張所、図書館、
　　国土交通省公式ウェブサイト

◆路線価などを公開しています
　宅地の評価額の基本となる路線
価（土地の1㎡あたりの価格）などを
公開しています。
　　市役所1階資産税課
問　資産税課　☎22-1127
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固定資産税の
納税通知書を送ります

生涯学習ガイドブック
（春夏版）配布中

宮タク実証実験期間の延長

パブリックコメント結果

市道の破損や異常を教えて◆所有者が亡くなった場合は
　相続人が納付してください。納
税通知書などは相続人代表者に送
付するので、「相続人代表者指定
届」を提出してください。

◆納税通知書・課税明細書を紛失
した場合は

　再発行できません。紛失した場
合は、市役所1階収納課で発行して
いる名寄帳で課税内容を確認し、
納付してください。　
　納付（納入）済通知書（納付書）は
収納課で再発行できます。

◆こんなときは、お知らせください
・土地の利用状況を変更したとき
・家屋を新築、増築したとき
・家屋を取り壊したとき
・家屋の用途を変更したとき
（例）
・店舗から住宅として利用するよ
うになったとき

・登記されていない家屋の所有者
を変更したとき

　　資産税課　☎22-1127

　土地・家屋・償却資産の1月1日
現在の所有者に、固定資産税・都
市計画税の納税通知書を4月中旬に
送付します。

　学習、スポーツ、ボランティア
活動などを通して、新たな仲間づ
くりや趣味の充実、スキルアップ
を考えている人のために、市内で
開催される教室・講座・イベント
が一覧できる冊子を作成しました。
　冊子は、市役所6階社会教育課、
公民館、出張所、図書館、交流セ
ンターで配布しています。市公式
ウェブサイトでも見ることができ
ます。
　　社会教育課　☎22-1186
　　トップページ＞市民の皆さん
へ＞教育・文化・スポーツ＞生
涯学習＞生涯学習ガイドブック

　宮タクの実証実験期間を令和5年
3月31日まで延長します。
　利用するには、会員登録が必要
です。
　この機会に宮タクを利用してく
ださい。
◆実証実験
　北部エリアと内房エリアから中
心市街地※までの間を、乗り換えな
しで移動できます。
①北部エリア
　上井出・内野・猪之頭・根原
②内房エリア
　内房地区
※中心市街地
富士宮駅・市立病院・市役所付近
　　交通対策室　☎22-1152

　意見は、市公式ウェブサイトま
たは市役所1階行政資料コーナー、
出張所、公民館、担当課窓口で確
認できます。
　　トップページ＞富士宮市につ
いて＞広聴・広報＞広聴＞パブ
リック・コメント

富士宮市個別施設計画策定及び富士
宮市公共施設等総合管理計画改訂
　1月17日～2月16日に募集した
結果、意見数2件でした。
　　4月28日（木）まで
　　資産活用課　☎22-1195

第3次富士宮市子ども読書活動推進
計画Ⅱ
　11月10日～12月10日に募集し
た結果、意見数18件でした。
　　5月10日（火）まで
　　社会教育課　☎22-1186

　安全な道路を保つためには、市
民の皆さんからの情報がとても大
切です。
　市では、安心して道路を利用で
きるよう、道路の穴ぼこ・陥没の
補修や側溝・溝蓋などの傷みの点
検、補修工事を行っています。
　特に、路面は大雨や長雨で傷み
やすいので、道路の穴ぼこなどを
見つけたときは、お知らせくださ
い。
　富士宮市公式LINE「くらし」
ページの「市民レポート」から通
報することもできます。
　　道路課　☎22-1240
※土・日・祝日・時間外は当直
まで　☎22-1111

友達登録はこちら
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見 逃 せ な い 情 報

スポーツ安全保険に
加入しよう グループ活動の指導者探しは 国民年金「学生納付特例

制度」をご利用ください

国民健康保険
こんなときは14日以内に届け出を

　20歳になると国民年金への加入
や保険料の納付義務があります。
　ただし、学生は一般的に所得が
少ないため、本人の所得が一定額
以下の場合は「学生納付特例制
度」を利用することで、国民年金
保険料の納付が猶予されます。
　特例制度を利用した期間は、病
気やケガなどで障害を負った場合
に申請できる「障害基礎年金」
や、死亡した場合の「遺族基礎年
金」を受けるために必要な納付期
間の対象になります。
　また、将来、老齢基礎年金を受
けるための受給資格期間の対象に
もなります。
　ただし、老齢基礎年金の受給額
には反映されないため、将来受け
取る年金額を増やすには、10年以
内に保険料を追納する必要があり
ます。
　　学校教育法に規定する大学・
大学院・短大などに在学する学
生で、前年所得が基準以下の人
［所得の目安］128万円＋（扶養
親族等の数×38万円）

　　・基礎年金番号がわかるもの（年
金手帳または基礎年金番号通
知書）またはマイナンバー（通
知）カード

　　・運転免許証などの身分証明書
　　・学生証の表・裏のコピーまた

は在学証明書（原本）
　　学生納付特例制度は、毎年度
申請が必要です。
　昨年度申請をした人で、引き
続き在学する人は、日本年金機
構から届く申請はがきで手続き
できます。
　はがきが届かない場合や、今
年度は保険料の納付を希望する
人は、年金事務所へご連絡くだ
さい。
　万が一申請が遅れても、申請
時点から2年1か月前までさかの
ぼって申請できます。

　　富士年金事務所
　　☎0545-61-1900
　　保険年金課　☎22-1139

　スポーツや文化活動などを行う4
人以上の団体は、保険に加入でき
ます。
　年間掛金は子ども1人800円から
で、年齢や活動内容により異なり
ます。
　傷害保険、賠償責任保険、突然
死葬祭費用保険がついています。
　　スポーツ安全協会静岡県支部
　　☎054-262-3039

　国民健康保険の加入や脱退は、窓口での手続きが必要です。

◆加入の届け出が遅れると
　加入資格が生じたときにさかのぼって国民健康保険税を納めなければなりま
せん。

◆脱退の届け出が遅れると
　社会保険加入後も国民健康保険証で診療を受けると、国民健康保険で負担し
た医療費を後日返還していただく場合があります。

　　個人番号確認書類（マイナンバーカードなど）、身分証明書（運転免許証な
ど）、委任状（別世帯の人が手続きをする場合）

　　窓口に来ることができない場合は、お問い合わせください。
　　保険年金課　☎22-1138

　優れた技術や知識を持った指導者
を紹介する「指導者登録一覧表」を
作成しています。グループ活動での
指導者探しにご活用ください。
　市役所６階社会教育課で配布して
いるほか、市公式ウェブサイトでも
見ることができます。
　　社会教育課　☎22-1186
　　トップページ＞市民の皆さんへ
＞教育・文化・スポーツ＞生涯学
習＞生涯学習指導者登録銀行

国保・年金

こんなとき
市外から転入してきた 転出証明書
職場の健康保険をやめた・
退職した・被扶養者でなくなった 職場の健康保険をやめた証明書

市外に転出する 保険証
職場の健康保険に入った 国保と職場の健康保険

（職場の保険証が未交付の場合は
加入したことを証明するもの）職場の健康保険の被扶養者になった

加入者が死亡した 保険証
住所、世帯主、氏名などが変わった 保険証
保険証をなくした・
汚れて使えなくなった

身分証明書（運転免許証・マイナ
ンバーカードなど）

修学のため、市外へ住所変更する 保険証、在学証明書など

加　入

脱　退

その他

持ち物
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合併処理浄化槽設置　補助金 住宅リフォーム　宮クーポン
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生涯学習を支援します

年金手帳が「基礎年金番号
通知書」に変わります

補助・助成

5人槽
人　槽 補助金

10人槽
7人槽

332,000円

548,000円
414,000円

一般
種　類 交付金額

三世代同居
（三世代が新たに同居
する世帯）

子育て
（未就学児または妊婦
がいる世帯）

10万円

20万円

15万円

5人槽
人　槽 補助金

10人槽
7人槽

600,000円

916,000円
695,000円

　住宅をリフォームする人に、市
内商店などで使用できる「宮クー
ポン」を差し上げます。
　さらに、子育て世帯や新たに三
世代同居をしようとする世帯に
は、金額を上乗せします。
◆クーポン額

　　以下を全て満たす人
①市内に住宅を所有し、住んで
いる

②市税の滞納がない
③リフォーム費用が30万円以上
④市内に本店がある事業者が工
事を行う

⑤令和4年4月1日以降に着工する
　　以下の期間に申請書（富士宮商
工会議所、芝川商工会、市公式
ウェブサイトにあります。）を富士
宮商工会議所窓口または郵送で

【郵便申請】
　4月1日（金）～6月17日（金）
【窓口申請】
・一般
　4月20日（水）～6月17日（金）
・子育て、三世代同居
　4月18日（月）～6月17日（金）
※4月21日（木）のみ市役所7階特大
会議室で受け付け。

　　予算額に達し次第、締め切り
　　富士宮商工会議所
　　☎26-3101
　　トップページ＞事業者の皆さ
んへ＞産業・環境＞商業振興＞
令和4年度　住宅リフォー
ム宮クーポン事業

　令和4年4月1日から年金手帳が
廃止され、代わりに国民年金の新
規加入者へ基礎年金番号通知書が
発行されます。
　基礎年金番号通知書は、年金手
帳に代わり国民年金の被保険者で
あることを証明するものです。
　年金の各種手続きや、就職して
厚生年金に加入する時に、提示を
求められることがあります。
　既に年金手帳や年金証書が発行
されている場合は、これまで通り
使えるので、基礎年金番号通知書
へ切り替える（再発行を申請する）
必要はありません。

◆原則20歳に到達すると発行
　基礎年金番号通知書は、20歳の
誕生月に、日本年金機構に登録さ
れた住所へ郵送で届きます。
　20歳前に就職して初めて年金に
加入する人や、公務員など共済組
合の年金期間のみの人は、勤務先
を通じて発行されます。
　　富士年金事務所
　　☎0545-61-1900
　　保険年金課　☎22-1139

　いつまでもきれいな水で快適な
まちにするため、環境にやさしい
合併処理浄化槽を設置する場合に
補助金を交付します。
　工事着工前に必ず下水道課に相
談してください。

◆補助金額
・新設（建築確認を伴うもの）
・合併浄化槽の設置替え

・単独浄化槽（みなし浄化槽）また
はくみ取り便所から合併浄化槽
への設置替えで、建築確認を伴
わないもの

　　市内にある生活本拠とする住
宅に10人槽以下の浄化槽を設置
する人

　　ただし、以下の地域は除く。
　①下水道事業認可区域
（下水道事業計画区域で一定期
間下水道の整備が見込まれな
い区域は補助金対象に含む）

　②上長貫農業集落排水処理施設
の処理区域

　　工事着工前に窓口で
　　下水道課　☎22-1173
　　トップページ＞事業者の皆さ
んへ＞上水道・下水道＞下水道
＞浄化槽補助金申請の流れおよ
び様式集

　学校や町内会などの団体が、市
民を対象に人づくりや地域づくり
に関する講座・講演会などを開催
する場合、講師料の一部を補助し
ます。
　事前申請が必要です。希望団体
は、相談してください。
　　社会教育課　☎22-1186　
　　トップページ＞市民の皆さん
へ＞教育・文化・スポーツ＞生
涯学習＞生涯学習を支援します

〒418-0064
富士宮市豊町18-5
富士宮商工会議所　宛
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見 逃 せ な い 情 報

市民活動団体の皆さんの
企画提案を応援します

中学校キャリア教育への
協力事業者募集

建設業
令和4年度経営事項審査

種　類 上限金額
第5次総合計画の各施
策に関連する事業
上記以外

15万円

10万円

消費税インボイス制度説明会

法人の新設・変更の届け出

事業者

　公共工事を直接請け負おうとす
る建設業者は、必ず経営事項審査
を受けてください。
　審査日は、決算月により異なり
ます。
　　富士土木事務所
　　令和3年12月～令和4年11月
に決算を迎えた（迎える）市内の
建設業者（法人・個人）

　　県交通基盤部　建設経済局
　　建設業課　許可班
　　☎054-221-3058

　市内に事務所・事業所・寮・宿
泊所・保養所などの施設を持つ法
人には、法人市民税がかかりま
す。
　次に当てはまる場合は、必ず届
け出をしてください。

◆法人の新設・事業所の設置
・新しく法人を設立した場合
・事業所・事務所・寮などを設置
した場合

・企業合併などにより、今まで市
内に登録のない法人が市内の事
業所の事業を引き継いだ場合

◆法人に変更があった場合
・解散・企業合併・清算結了・事
務所などの廃止や休業

・商号・所在地の変更
・代表者・事業年度・組織・資本
金の変更

　　「法人に関する届出書」また
は「法人等の異動届出書」（市公
式ウェブサイトからダウンロー
ドできます）、定款（写し可）、登
記簿謄本または登記事項証明書
（写し可）
　　市民税課　☎22-1125
　　トップページ＞事業者の皆さ
んへ＞税金＞法人市民税＞法人
届出

　市民活動団体の皆さんのより良
いまちづくりのための企画費用の
一部を補助します。
　市と一緒に提案内容を実現しま
せんか。
　　以下の全てに該当する団体
①市内に住所がある市民活動団
体（NPO法人、ボランティア
団体など）

②市民を対象とした講演会・講
座などを6月15日（水）～令和5
年3月17日（金）に実施

　　委託金額は以下のとおり

　　5月13日（金）までに申込書（5階
市民交流課、出張所、公民館、
交流センターまたは市公式ウェブ
サイトにあります）を窓口へ持参
し、企画を説明してください。

　　市民交流課　☎22-1165
　　トップページ＞市民の皆さん
へ＞まちづくり・景観＞市民活
動・市民協働＞富士宮市NPO等
市民活動促進事業

　市内公立中学校で実施している
キャリア教育（職場体験）に協力し
ていただける事業所を募集します。

　令和5年10月1日から、消費税の
仕入税額控除の方式として新たに
導入される「インボイス制度」に
ついて、詳しく説明します。
　　4月25日、5月23日、6月20
日の月曜日　10:00～11:00

　13:30～15:00（消費税の仕組み
から知りたい人向け）

　　富士税務署
　　（富士市本市場297-1）
　　事前に電話で
　　富士税務署法人課税第一部門
　　☎0545-61-2460

　　学校へ電話で
　　学校教育課　☎22-1185

中学校
宮一中
☎26-4011

宮三中
☎26-2802

根南中
☎26-2942

北山中
☎58-1026

井之頭中
☎52-0111

大富士中
☎22-0025
芝川中
☎65-0400
柚野中
☎66-0102

宮二中
☎27-7369

宮四中
☎26-2944

根北中
☎26-4342

西富士中
☎54-0031

上野中
☎58-0029

実施期間

学年ごとに計画し、年
間を通じて行います。

7月26日（火）～28（木）

10月29日（土）

■持

■所
■対

■問

■問

■内

■対

■申

■問
■HP

■HP

■時

■所

■申

■申

■問

■問



「ニコニコ笑顔が可愛い桜が
大好きだよ！」

藤田　桜さんH29.4.9生

「初めて
のクリス

マス！！

パパがお
もちゃを

　ふりふ
りして大

喜び♪」
 

原田　花
鈴さん

R3.10.5
生

　写真と一緒に、子どもの氏名（ふ
りがな）・生年月日・住所・電話番号・
家族の氏名・コメント（30字以内）を
メールまたは郵送で送ってください。
　掲載は、先着順・子ども１人につ
き１回です。
[メール]
　件名：わが家のスター応募
　　 koho@city.fujinomiya.lg.jp
[郵　送]
　〒418-8601（住所不要）
　  広報課　宛

写真募集

  かりん

さくら

郵送またはインターネットで
◆広報ふじのみやの感想
◆希望賞品(Ａ～Ｃ)
◆郵便番号、住所、氏名、電話番号

送付先 〒418-8601（住所不要） 
　広報課　宛

インターネットはこちら→

応募締切　４/２０(水)
※当選者の発表は、5月上旬頃の賞品の発
送をもって代えさせていただきます。
※応募は、月に一人１回までです。
　　トップページ＞富士宮市について＞
　　広聴・広報＞富士宮市さくやちゃん＞
　　広報ふじのみや読者プレゼント
　　広報課　☎22-1119

広報ふじのみやの
感想を聞かせてください
抽選でさくやちゃんグッズプレゼン

ト

■HP

※寄せられた感想の一部を紙面に掲載します。

■問
❶❸ここで買える

事業者のみなさんへ

❶❷

ここで買える ❶❷

さくやちゃんグッズを
つくりませんか

　市のプレゼント企画の景品やイベント記念品、
ふるさと納税返礼品などに活用できるさくやちゃ
んのイラストを使った商品をつくりませんか。
　食品・文房具・生活用品・
パッケージへの使用のみも
OK！
　まずは、ご相談ください。

イラストは140種類以上

さくやちゃんグッズここにあります

❶ 文具の蔵Rihei
　 (宮町8-29/☎27-2725)
❷ 小田急西富士ゴルフ倶楽部 
　 (内野1291-1/☎54-2000)
❸ アドライン 
　 (ひばりが丘111/☎26-6265) さくやちゃん

スタンプ

ラザフォード・オールコック絵柄

マスクケース・マルチケースA

シャープペン　クルトガアドバンス

KURUTOGA ADVANCEC

世界遺産戦隊フジサンジャー

ステッカー＆バッチ＆シールB

1０人

10人

10人

（定価990円）

（合計880円）（定価1,100円）
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ふる
さ

と再

発

見 富士宮市は、数多くの文化財が点在する歴史の
まちです。まちの魅力的なスポットを訪ね歩き、
身近に見て・触れて・感じてみませんか。

芙蓉館碑駿州赤心隊之碑
ふ　　よう　 かん　 ひすん　しゅう　せき　しん　 たい　  の　　ひ

宮町
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歩く博物館H西コース＜大宮西地区＞
旧大宮町西地区をめぐるコース
　市役所6階文化課、郷土資料館(文化会
館内)、出張所または市公式ウェブサイト
などにあります。
㏋　トップページ＞市民の皆
さんへ＞教育・文化・ス
ポーツ＞郷土資料館＞歩く
博物館

　芙蓉館碑は、市民文化会館大ホール入口の正面に
建っています。
　かつてこの辺り一帯に、大宮浅間神社大宮司の居館
「芙蓉館」があったことを後世に伝えるため、富士亦
八郎の願いによって、明治29（1896）年この石碑が建
てられました。
　石碑に彫られた「芙蓉館碑」の文字は、当時学習院
院長であった近衛篤麿の書で、その下の本文は、当時、
衆議院議長であった楠本正隆によるものです。

　駿州赤心隊は、慶応4（1868）年、官軍（政府の軍隊）
が倒幕のために送った東征軍を援護するために駿河国
（静岡県）の神官を中心に結成され、隊長を大宮浅間神
社（現在の富士山本宮浅間大社）大宮司の富士亦八郎が
務めました。
　赤心隊は、官軍の護衛をしながら江戸に入り、官軍
指揮官のもとで活躍しました。
　明治維新後、江戸幕府最後の将軍徳川慶喜が多くの
家臣とともに駿遠地域（静岡県）に移り住んだため、官
軍に協力した富士亦八郎は身の危険を感じ、東京にと
どまりました。明治3（1870）年、住居としていた芙蓉
館が何者かに放火され焼失しました。
昭和9年に町民によって建てられた駿州赤心隊の石

碑は、現在は湧玉池の脇にあります。

歩く博物館ガイドブック
　全24コースの地図と解説付きです。
　　500円
　　市役所6階文化課、埋蔵文化財セン 
ターの窓口で

　　郵送で購入したい場合は、電話また
はメールでお問い合わせください。

　　文化課　☎22-1187
　　　 e-bunka@city.fujinomiya.lg.jp

　　文化課　☎22-1187　　22-1209

だいぐう  じ

このえあつまろ

くすもとまさたか

[本文の内容]
　大宮司富士亦八郎が東京に移った後、かつて富
士氏が住んだ芙蓉館も日に日に荒廃の一途をたど
り、その一部は耕地と化し、他は狐狸の巣窟とな
り、ありし日の面影は消え去ろうとしていた。亦
八郎は、こうした先祖伝来の由緒の地が消え去ろ
うとすることを恐れ、これを永久に残すため、こ
の碑を建てた。

★
駿州赤心隊之碑★

芙蓉館碑

■問

■他

■申
■料

■HP

■問



暮らしのなかに 一人一人が少し工夫するだけで、誰かの優しい
暮らしにつながります。できることから一つず
つ、暮らしのなかに取り入れてみませんか。

世界に目を向けよう

市のウェブサイトを見てみよう

相手に合わせて

やさしい日本語

身近なことから

SDGs
エス ディー ジー  ズ

　富士宮市のSDGsへの取り組みを市公式
ウェブサイトで紹介しています。
　　トップページ＞富士宮市に
ついて＞市政の運営＞推進事
業＞地方創生に向けたSDGs
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企画戦略課　☎22-1113　　22-1206

　　広報課　☎22-1119　　22-1206

　SDGｓとは、地球上に住む私たちがこ
れからもずっと生き続けるために世界中の
みんなで取り組む目標です。
　このまちにみんなが住み続けられるよう
に、一人一人が意識して行動しましょう。

　やさしい日本語とは、外国人、子ども、
高齢者、障がい者など、相手に合わせてわ
かりやすく言い換えた日本語です。
　会話は、身振り手振りを使って、ゆっく
り・はっきり・大きな声で話しましょう。

　富士宮市の公式ウェブ
サイトの「やさしい日本
語へ言い換える」ボタン
を押してみましょう。
　漢字にふりがなが付い
て、全体が簡単な言葉に
言い換えられます。

　世界を見渡すと、争いが絶えず、弱
い立場の人が苦しんでいたり、不安に
おびえながら暮らしている人がいま
す。また、貧しさから危険な仕事をせ
ざるを得ない子どもたちもたくさんい
ます。
　日本でも、虐待や貧困、暴力から抜
け出すために、助けを必要としている
人たちがいます。
　私たちは、このような現実をしっか
り受け止め、思いやる心を持ち、お互
いに支えあう世界を目指していきま
しょう。

■　新聞やニュースを見る
　今、世界で何が起きているのかということに関心
を持ち、正しく知ることが大切です。
　そして、自分に何ができるのか、考えて行動を始
めましょう。
　関連する団体へ募金や、貧困家庭の子どもたちの
ための子ども食堂を手伝ったりフードバンクに食材
を提供したりするなどもその一つです。

富士宮市公式
ウェブサイト

押してみよう！

■問

■問

■HP



［紹介動画］

一人1か月の目標
りんご１個分の
ごみを削減しよう

［問い合わせ］ 消費生活センター（市役所１階市民生活課内）　　 22-1197

［問い合わせ］
生活環境課 　　 22-1137　　  22-1207

ごみ・リサイクル

消費生活

フィッシング詐欺に注意

ごみ収集日程表を配布しています

困ったとき、不安なときは専門の相談員が相談に応じます。

［ごみ情報配信中］

富士宮市
消費者連
絡協議会

　ごみ収集日が地区によって異なるため、ごみ収集日程
表は、5種類あります。

 配布場所
市役所１階総合案内、4階生活環境課、公民館、出張所、
交流センター、清掃センター

古紙等リサイクル活動奨励金

　フィッシング詐欺とは、有名企業などを装ったメール
を送り、メッセージに書かれた偽のウェブサイトにアク
セスさせて、アカウント IDやパスワード、カード情報
などの個人情報を盗み出す犯罪手口です。
　個人情報が不正に利用され、アカウントが乗っ取られ
たり、金銭を要求される被害が増えています。

こんなメールが届いたら注意
□　不正利用や高額料金の請求など、不安をあおり、リ
ンク先URL や電話番号への連絡を求める

□　送り状番号など必要な情報の記載がない荷物の不在
通知

□　ネット通販事業者、弁護士事務所、債権会社などを
装った身に覚えのない料金未払いの連絡

□　身に覚えのない当選通知
□　台風や地震など大規模災害発生時の義援金募集

被害にあわないために
□　送られてきたメールが本物かどうか確認しましょう。
　　料金請求の本文には、「利用停止予告」「不正アク
セスがありました」などの文言や、URL が添付され
ることはありません。

□　リンクされたURLをむやみにクリックしないように
しましょう。

□　不安な時は、送信元の会社に確認するか、消費生活
センターへ相談しましょう。

　古紙などの資源回収を行う団体に、奨励金を交付しま
す。　
　申請には、事前登録が必要です。

 対象団体
市内の自治会、子ども会、婦人会、PTAなどの団体
 対象品
古紙類、古布類、牛乳パック、アルミ缶

やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルト
ガル語、スペイン語の　「ごみ収集日程表」があ
ります。

外国人の皆さんへ

ゴールデンウィークのお休み

がいこくじん みな

に ほん ご えいご かんこくごちゅうごくご ぽ る と

す ぺ い ん ごが る ご しゅうしゅうにっていひょう

詳しくは市公式ウェブサイトで

ごみ収集・清掃センターごみ受け入れ

5/4(水)～5/6(金)
し尿汲み取り・浄化槽清掃

5/3(火)～5/8(日)

市役所ホームページでも見ることができます。

■時　日時 ■所　場所 ■対　対象者 ■定　定員 ■料　料金 ■内　内容 ■持　持ち物 ■講　講師 ■他　その他■申　申し込み方法 ■問　問い合わせ32 広 報 ふじ の み や 　 2 0 2 2 . 0 4



今月のおすすめ本　ー新しいことに挑戦！ー

野鳥写真の教科書

　野鳥写真のプロが、野鳥を魅力
的に撮るためのテクニックを解説。
　守ってほしい野鳥撮影のルール
も掲載しています。

中野耕志／著
はじめての野の草花寄せ植え

　鉢の中で自然の風景を表現でき
るのが野の草花寄せ植えです。
　季節ごとの植え方や飾り方をわ
かりやすく紹介した本です。

都築ますみ／監修

文化会館
［問い合わせ］
　　 23-1237　　  22-1494

［休館日］
　第3月曜日 https://fujinomiya-kosya.com/bunka

［市民文化会館ウェブサイト］
■HP

西川悟平　トーク＆ピアノコンサート

　　6月18日(土)14:00～
　　大ホール
　　一般        3,000円
　　高校生以下1,000円
　※当日は一般3,500円、高校生
以下1,200円（全席指定）

　　4月16日(土)
 9:00～会館窓口で
13:00～電話・WEB予約可

　　4月17日(日)
10:00～

　　　チケットぴあ受付可
　　未就学児入場不可

　西川悟平さんは、アメリカでデ
ビューした直後に、難病のジスト
ニアを発症。両手の演奏機能を完
全に失った後、懸命なリハビリの
末、7本の指で奇跡の再起を果た
したピアニストです。
　東京2020パラリンピックの閉
会式ではルイ・アームストロング
の名曲「この素晴らしき世界」を
演奏し、今、世界中から注目され
ています。
　西川さんのトークとピアノをお
楽しみいただけます。
　

ご  へい

図書館
※中央図書館は毎週水・木・金曜日は
　19:00まで開館。
※駅前・大富士・富丘交流センター
　でも貸出・返却できます。

［市立図書館ウェブサイト］
　図書の予約・検索・
　貸出延長ができます。

https://www.fujinomiyalib.jp/index■HP
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ひばり号　巡回時間が変わります

■申

■他

■料
■所
■時

［休館日］中央・西富士 〇　　芝川 〇　　共通

第1・3日曜日
9：20～10：10

第1・3水曜日
9：35～10：10

第1・3水曜日
10：30～11：15

第1・3土曜日
9：30～10：10

第1・3土曜日
10：30～11：00

第2・4土曜日
14：00～14：40

小泉3区

富士根
保育園

三ツ矢東
こども園

青木区

百恵の郷

高原2区

ステーション名 変更後
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宮ゼミ

スポーツ・健康

各主催施設に電話で
（8：45～21：00）

★の講座は受付開始日
のみ電子申請可
（24時間受付）

受付開始日に定員を
超える場合は抽選

きらら・大富士・富丘は
HPから申し込み可
（24時間受付）

申し込み方法

問い合わせ
南部公民館
☎23-2818

富士根北
公民館
☎23-3896

富士根南
公民館
☎26-2211

西公民館
☎22-3355

芝川公民館
☎65-0402

富丘
交流センター
☎21-3305

柚野公民館
☎66-0100

上野・北山
地域学習センター
☎58-0256

白糸・上井出
地域学習センター
☎54-1750

駅前交流
センターきらら
☎22-8111

大富士
交流センター
☎28-0024

講座名 実施日
講師

時間帯
料金

主催
受付開始

講座名 実施日
講師

時間帯
料金

主催
受付開始

5/11・18・25（水）
榊原大史さん
5/7～10/15（土）
（第1・3土曜日）
Mapuana　Studio講師
5/6～7/29（金）
佐野千穂さん
5/11～8/31（水）（8/10を除く）
村松美也子さん
5/13～7/15（金）
佐野純子さん　ほか

5/12～7/28（木）
村松美也子さん

5/13～6/17（金）予備日：6/24
小峯裕樹さん　ほか
5/23～8/22（月）
（7/18、8/15を除く）
山本小百合さん
5/23～8/8（月）
角田明日香さん

午後
1,200円

夜間
4,000円

午前
4,000円
夜間

4,000円
夜間

4,000円

夜間
4,000円

午後
2,400円～

午前
4,000円

夜間
4,000円

根北
4/13

西★
4/14

柚野
4/15
大富士
4/19
大富士
4/20

富丘
4/20

白糸
4/21

白糸
4/25

きらら
4/26

体幹トレーニング

【長期講座】
はじめてのフラ
癒しのダンス

ピラティス

【長期講座】
ヨガ＆ストレッチ

フラダンス・前期

【長期講座】　
美養ヨガ＆
ストレッチ講座

初めてのゴルフ（春）

健身気功

女性のための
ヨガ＆ピラティス

料　理
A 5/17（火）またはB 5/21（土）
鈴木知子さん
5/18、6/1・15（水）
鈴木知子さん
5/23（月）
青木久美子さん　
5/28、6/11・25（土）
鈴木知子さん
5/25（水）
宮田雅和さん

午前
1,400円
午前

4,200円
午前

1,600円
午前

4,200円
午前

2,900円

西★
4/19
きらら
4/19
きらら
4/21
大富士
4/26
柚野
4/27

サンドイッチが似合う！
ライ麦パン
はじめてさんの
おうちパン
いちごタルトで
ABC（アーベーセー）

パン作り教室（春）

なごみ　みそづくり

学　術
5/14（土）　予備日：5/21
遠藤彰さん

5/7（土）
渡井正二さん

5/7・21（土）　雨天時：5/14・28
芦澤幹雄さん
5/17（火）   予備日：5/19
渡井正二さん

午前
400円

午前
400円

午前
800円
午前
400円

根南
4/12

根北
4/15

柚野
4/16
白糸
4/22

根南ウオーク
～大岩三区エリア～
フィールドワーク　
富士山信仰と
その歴史を学ぶ

道祖神めぐり

郷土を歩こう！！
（白糸地区歴史編）

I　T
5/11～7/20（水）
田邉元裕さん　ほか
（㈲カボスメディアワークス）　

午後
5,000円

上野
4/20

【長期講座】　
初心者のためのタブ
レット・スマホ活用術

子ども
6/4～10/22（土）　　
松田三幸さん　ほか

午前
2,000円

根南
4/26子ども茶道教室

整理術Ⅰ
～片付け・整理・収納～
終活のすすめ
～地元の行政書士さん
に学ぶ～
どーなってるの?!
異常気象

5/19・26（木）
藤田美枝子さん
5/20・27、6/3（金）
清水啓一朗さん
（しみず行政書士事務所）
5/19・26（木）
千頭望さん（気象予報士）

午前
800円

午前
1,200円

午後
800円

根南
4/19

根南
4/20

南部★
4/21

一般・教養

プロが教える
庭木の剪定術（春）
うえのde実践！
基本から学ぶ
庭木の剪定術 -春-
春のハンギング
バスケット

5/11・18・25（水） 予備日：6/1
堤昌之さん

5/12・19・26（木）
堤昌之さん

5/29（日）
日向美都子さん　ほか

午前
1,200円

午前
1,200円

午後
3,900円

白糸
4/20

上野
4/21

南部★
4/27

園　芸

ピアノで楽しく脳トレ

初めての乗馬

アルコール
インクアート

5/17～9/13（火）
後藤たかねさん　ほか
5/8・15・22（日）
エへガザル富士山牧場職員
5/24・31（火）
小林恵理さん

午前
3,700円
午前

5,700円
午前

2,200円

根南
4/14
根北
4/16
きらら
4/25

きらら
4/15

音楽・体験・絵画

素敵なカラーライフ 5/12～6/16（木）
實石己由紀さん（W Rainbow）

夜間
1,200円

青年講座

野草の観察

明星山の散策と
野草観察

5/13（金） 雨天時：5/20
佐野光雄さん
5/24（火） 雨天時：5/31
佐野光雄さん

午前
400円
午前
400円

芝川
4/21
南部★
4/26

自　然
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■ラジオf FM84.4Mhz
番組名 放送日スケジュール(4/1～5/10)

　令和4年3月23日現在の予定を掲載していま
す。開催日などは変更になる場合があります。

富士宮市
インフォメーション
生電話インタビュー
ときめき倶楽部
(介護をしている人向けの情報)
教えて!富士宮市長
ヒーリングマインド・リーディング
(図書館から本の紹介)

月～金曜日の
7:50、13:30、18:00
金曜日13:30～

金曜日11:00～

4/8 7:42頃～

■税などの納期
日付 納期となる税など

水道料金・下水道使用料(3月分)
保育料（4月分）
市営住宅使用料・駐車場使用料（4月分）
固定資産税・都市計画税（1期）

■緊急産婦人科医
診療時間　9:00～24:00
※医療機関が変更となる場合がありますので、
必ずご確認ください。

日付 医療機関名 連絡先
4/3
4/10
4/17
4/24
5/1
5/8

0544-27-3151
0544-24-1322
0544-23-1182
0544-28-5800
0544-27-3151
0544-24-1322

富士宮市立病院(錦町)
天神産婦人科医院(若の宮町)
小田部産婦人科医院(ひばりが丘)
板東レディースクリニック(杉田)
富士宮市立病院(錦町)
天神産婦人科医院(若の宮町)

4/28

5/2

5/6

■富士宮市救急医療センター
　 0544-24-9999　　0544-24-9995
※ご利用の際は、健康保険証が必要です。

内科・小児科・外科
平日
土曜日
日曜日・祝日・年末年始
歯科(受付は16:30まで)
日曜日・祝日・年末年始

19:00～翌日8:00
14:00～翌日8:00
8：00～翌日8:00

9:00～17:00    

※1 12:00～13:15は実施しません。
福祉企画課(　 22-1457)

■献血

■問

日付 場所 時間

■緊急眼科医
診療時間　9:00～17:00
※医療機関が変更となる場合があるので、必ず
ご確認ください。
日付 医療機関名 連絡先
4/3
4/10

4/17

4/24

4/29

5/1
5/3
5/4

5/5

5/8

0545-66-0100
0544-21-3100

0545-57-3000

0545-60-7100

0545-36-1800

0545-65-8500
0545-66-0100
0544-21-3100

0545-57-3000

0544-29-6000
4/5
4/9
4/24
4/30

市役所北側駐車場
イオンモール富士宮
イオンモール富士宮
イオンモール富士宮

9:30～11:15     
 9:30～16:00※1
9:30～16:00※1
9:30～16:00※1

花崎眼科医院(富士市青葉町)
富士宮ごとう眼科(西町)
加藤医院吉原分院
(富士市中央町)
長野医院（富士市柚木）
中西眼科クリニック
(富士市中野)
杉浦眼科(富士市川成新町)
花崎眼科医院(富士市青葉町)
富士宮ごとう眼科(西町)
加藤医院吉原分院
(富士市中央町)
なかがわ眼科（大岩）

■相談(祝日は実施しません)

相談 日付・時間

①～⑩ 市民生活課(　 22-1196)
⑪～⑬ 商工振興課(　 22-1295)
⑭　　 建築住宅課(　 22-1163)

場所：１階市民相談室

■問

①一般相談
②外国人相談
日常生活全般のこと
③労働相談
個々の労働者と事業主の間の
トラブル

④消費生活相談
商品やサービスなどの契約、
悪質商法

⑦税理士税務相談 ※要予約
各種税金に関すること

⑤弁護士相談　※要予約
(相談日前日の12:00まで、先着7人）
法律に関すること

⑥司法書士相談
サラ金、登記、少額訴訟など

⑨行政相談
国や特殊法人などに関する
意見、苦情、要望

⑧行政書士相談
許認可申請や相続・離婚など
に関する文書作成

⑩人権相談
いじめ、差別、嫌がらせなど

月～金　
9:00～16:00

4/6・13・20・27
13:30～相談終了

4/14
10:00～15:00

4/15
13:30～16:30

月～金　
8:30～17:00
(受付は16：30まで)

4/22
15:00～17:00
4/26
10:00～15:00

毎週月・木（祝日を除く)
9：00～16：00

4/19
13:00～16：00

4/5・19
13:00～15:00

4/8
13:00～16:00

⑫弁理士相談　※要予約
特許申請など

⑬創業相談　※要予約
創業に関すること

4/12
13:00～15:00

⑭宅地建物取引士相談
不動産に関すること

⑪内職あっせん

4/6・20
14:35頃～

■教育委員会

※傍聴を希望する場合は、事前に連絡してください。

日付 名称 時間
4/21 ４月定例会 10:00～

教育総務課(　 22-1182)■問

取り扱い業務 窓口
■市役所休日開庁日　4/3(日)・5/1（日）　8:30～17:00

■開庁時間延長　毎週水曜日  19:00まで  ※水曜日が祝日の場合は実施しません

・戸籍届出(出生・婚姻・死亡など)　
・住民異動届出(転入・転出・転居など) 
・印鑑登録申請・廃止届
・各種証明書交付(住民票・戸籍謄抄本・印鑑登録証明書など)
・マイナンバーカード電子証明書の更新手き
・パスポートの受け取り
・国民健康保険の資格取得、喪失届
・児童手当、子ども医療費受給者証の申請
・市税などの納税相談と納付
・税務証明書の交付

※17:00以降の戸籍届出は市役所1階当直室で預かります。
※富士市との相互交付の取り扱いは9:00～16:00です。
※パスポートの申請はできません。
※マイナンバーカードによる転入手続きができない場合があります。
※マイナンバーカードを使えば、コンビニなどで住民票や印鑑登録証明
書が取得できます。

※納税相談をご希望の場合は事前にご連絡ください。
※申告を必要とする非課税証明書などは発行できません。

市民課
　 22-1134

取り扱い業務 窓口
・印鑑登録申請・廃止届
・各種証明書交付(住民票・戸籍謄抄本・印鑑登録証明書など)
・市税などの納税相談と納付
・税務証明書の交付

※富士市との相互交付、住民異動届出は取り扱いできません。
※戸籍届出(出生・婚姻、死亡など)は市役所1階当直室で預かります。
※出張所、公民館、富丘・大富士交流センターでは実施していません。
※納税相談をご希望の場合は事前にご連絡ください。
※申告を必要とする非課税証明書などは発行できません。

市民課
　 22-1134
収納課

　 22-1129

保険年金課　　22-1138
子ども未来課　　22-1146

収納課　　22-1129

・ごみ収集日程表の配布
・ごみの分け方・出し方の説明

生活環境課　　22-1137
（4/3のみ）

相談 日付・時間
場所：1階111会議室

富士年金事務所(　 0545-61-1900)■問

4/28
10:00～15:00年金相談　※要予約



まちかど写真館

　3月18日（金）、株式会社田子の月か
ら市内小中学校の卒業生へ、「逆境さえ
も力に、力強く歩んでほしい」というメッ
セージとともに、お菓子が贈られました。
　東小学校では、卒業式で担任の先生
から一人ずつ手渡されると、「コロナで
大変なことが多かったけど、たくさんの
人に祝ってもらえて嬉しい」と思いがけ
ないプレゼントに喜ぶ卒業生の姿が見
られました。

2月23日は富士山の日

地元のお菓子で卒業生にエール

　　2月23日(水・祝)、イオンモール富士
宮で、地元事業者による市イメージキャラ
クター「さくやちゃん」のイラストを使った商
品や富士山に関する商品を集めた展示販
売会が行われました。
　「こんな商品があるのを知らなかった」
と、お気に入りの商品を探しながら、多くの
人が買い物を楽しみました。
　買い物後は、さくやちゃんの限定グッズな
どが当たるガラポン抽選会に参加しました。
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UDフォントを使用しています。
再生紙を使用
しています。

皆さんからの感想をお待ちしています (P29をご覧ください)
こちら編集室
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さくやちゃん 
Twitter

2月号の感想を一部抜粋して紹介します。
春は、入園・入学・就職・引っ越しなど、新生活を迎える人
が多い季節です。編集室も4月から新メンバーを迎えて
います。今年度は、大河ドラマや富士山に関連
する歴史や文化のほかにも、スポーツ・デジタ
ル推進・手話コーナーを新設し、幅広い情報を
お届けする予定です！お楽しみに♪（村）

住んでいても知らないことが多いが、富士山の伝説や歴史が
紹介されていたので、地元の良さを知るきっかけになった。富士
山と八ヶ岳の伝説は、オチがユニークで思わず笑ってしまった。
高校生議会の参加者一人一人の発言から、若い世代にふるさ
とに関心を持ってもらうことは、これからの富士宮を支える世
代を育てるためにとても良い取り組みだと思った。
朝霧高原ミルクティーのっぽパンが富士市のスーパーでも売
れていて、富士宮市民として嬉しくなった。

・

・

・


