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広報ふじのみやは、自治会の協力で配布しています。
自治会に加入して地域活動に協力しましょう。
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人口と世帯数（R4.10.1現在）
男性
女性
合計

2022(令和4年) 
No.712

統
　
計

※(　)は前月比64,369
65,253
129,622

(-122)
(-47)
(-169)  世帯  58,308 (-79)

～富士宮の特産～～富士宮の特産～

　白糸地域にある「白糸滝養魚場」は、大型のにじま
すを専門に生産しており、豊かな自然環境の中で魚に
無理をさせないように育てています。
　富士山の湧き水を水源とする芝川の水が流れ込
み、十分な酸素と水深の深い池で通常より長い期間
をかけて育てられているため、川魚特有の臭みがな
く、身が引き締まり細かい肉質が特徴です。

　養魚場内には、にじます直売場「白糸滝トラウトカ
フェ」が併設され、新鮮なにじますを提供できるよう
に完全予約制となっています。
　刺身のほか、べっこう漬けやいくら、昆布締めなど
の加工品を購入したり、食事をすることができます。
　特に、にじます本来の美味しさを味わえるお刺身定
食が人気です。

白糸滝養魚場
オンラインストア

白糸滝養魚場
Instagram



オミクロン株対応のワクチン接種 困りごとがあるときは相談を
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新型コロナ関連情報

　オミクロン株に十分な効果が期待できるワクチンで
す。1・2回目を接種していない人は、接種できません。年
内に、従来型ワクチンの接種完了を検討してください。

接種できる人

　次の全てを満たす人は、接種できます。
・12歳以上の人
・2～4回目の接種を完了している人
・最後の接種から3カ月を経過している人

予約

　最後の接種が早く済んだ人から順番に接種券が届き
ます。
　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。
　接種券が届かない人や、なくした人は、健康増進課へ
お問い合わせください。

　自宅で療養している人や、感染の不安のある人など
で、困りごとのあるときは、相談してください。

☎22-2727　　28-0267健康増進課■問

場　所 市内36医療機関

ワクチン
の種類 ファイザー社製

■個別接種

接種会場

■集団接種

場　所 旧東京電力建物 (錦町8-15)
保健センター　  (宮原12-1)

ワクチン
の種類 ファイザー社製・モデルナ社製

【宮タクワクチン接種便】
　65歳以上の人と障害者手帳を持っている人は、集団
接種会場まで宮タクワクチン接種便を利用できます。　
　利用するには、会員登録後、接種日の1週間前までに
タクシー会社への予約が必要です。
　  無料
　  市役所5階交通対策室窓口または電話で
　  既に会員の人は、再登録の必要はありません。
　  交通対策室　☎22-1152
他
問

料
申

健康に不安のあるとき

喘息や糖尿病など
の持病があり不安

発熱の
症状がある

自宅療養中に
症状が悪化した

感染していることが
わかった

身近な人が感染したとき

自分が濃厚接触者に
該当するか知りたい

相談窓口
■新型コロナ在宅支援相談窓口
☎22-1250　8:30～16:00

■静岡県新型コロナ療養者支援センター
☎0120-546-199(24時間対応)

（土・日・祝日、12/29(木)～1/3(火）を除く)
　  市役所1階福祉企画課所

買い物に行けないとき

家族全員が感染して
いるため、食料品を買
いに出かけられない

頼める
人が

いない



東京2020オリンピック

メダリストがやってくる！！

　東京2020オリンピックが開催された昨年の夏、富士宮市は
スペインのホストタウンとして、空手チームを受け入れました。 
　大会では、サンドラ・サンチェス選手が金メダル、ダミアン・
キンテーロ選手が銀メダルを獲得しました。
　わたしたちに多くの感動と興奮を与えてくれたスペイン空手
チームが、今年も富士宮にやってきます。

女子形 金メダル

　オリンピック競技大会の決勝では、日本の清水希容
選手と対戦し、力強い演武で大会最高得点となる28.06
をたたき出し、悲願の金メダルを獲得しました。
　オリンピック後、スペイン国王から表彰を受けるなど
国民的なスターとなりました。

2021年11月
2022年  5月      
　　　　 7月

【オリンピック後の戦績】
世界選手権（UAE）
欧州選手権（トルコ共和国）
ワールドゲームズ（アメリカ合衆国）

金メダル
金メダル
金メダル

2021年11月
2022年  5月      
　　　　 7月

【オリンピック後の戦績】
世界選手権（UAE）
欧州選手権（トルコ共和国）
ワールドゲームズ（アメリカ合衆国）

銀メダル
銀メダル
銀メダル

Sandra Sánchez
サンドラ・サンチェス

男子形 銀メダル

　オリンピック競技大会の決勝では、日本の喜友名涼
選手と対戦し、気迫の演武で自身の最高得点となる
27.66を出し、堂々の銀メダルを獲得しました。
　オリンピック後も、世界的な空手家として第一線で活
躍しています。

Damian Quintero
ダミアン・キンテーロ

ダミアン選手は
来られないよぉ　

サンドラ選手に
早く会いたいなぁ  

し　みず　き　よう き    ゆ    な りょう

＠sandrasankarate

富士宮で披露された
演武はこちら

＠damianquintero

富士宮で披露された
演武はこちら
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東京2020
オリンピックで使用使用

東京2020オリンピックの感動をもう一度
Revive la emoción de los Juegos Olímpicos!

ole! ole! オリンピックフェア

イオンdeスペインフェア

オーレ    オーレ

スペイン空手オリンピアン招待セレモニー

　東京2020オリンピック金メダリスト
のサンドラ選手と一緒に写真を撮れます。
　　12月4日(日)11:00～12:00

　　2階スリーピー前
定　20組(先着順)

11月15日（火）～21日（月）に①住
所②代表者氏名③電話番号を電話で
　記念グッズがもらえます。
スポーツ振興課　
　☎22-1190

オリンピック記念品の展示
東京2020オリンピックで使用された表彰台やメダ

ル台、聖火リレートーチなどの貴重な記念品を展示し
ます。
時　12月２日(金)～６日(火) 10:00～16:30
所　　　　　　　　　　  2階スリーピー前

　スペインにちなんだ商品を購入でき
ます。
　12月2日(金)～６日(火)
　　　　　　　　　　 １階
・イオンスタイル富士宮リカーコーナー
　・カルディコーヒーファーム富士宮店

　スペイン空手チームを招き、ホストタウン交流団体・大使就任
のセレモニーのほか、オリンピックやその舞台裏などをテーマ
にトークショーを行います。
　12月5日(月)18:30～20:30 (18:00開場)
　文化会館 大ホール　　　
　200人(先着順)　　　無料
　11月10日(木)～22日(火)に①住所②氏名③電話番号を電
話または電子申請で
　文化会館または中央図書館の駐車場を利用できます。
　スポーツ振興課　☎22-1190

スペイン空手道連盟
マスコット「カラカン」

聖火リレートーチ→
(実際に触れることは
できません)

↑サンドラ選手が
大会で着た道着

↑表彰台

写真撮影会

←メダルトレー

←メダル台

聖火リレー→
ユニフォーム

表彰台に
立って

写真が撮
れるよ

電子申請はこちら

■時
■所
■定 ■料

■他

■申

■問

■時
■所

■定

■他
■問い

■申

■時
■所

■時
■所
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メインMC
高橋正純
メインMC
高橋正純

アシスタントMC
島田真梨子
アシスタントMC
島田真梨子

11月19日(土) ・ 20日(日)と　き

市民体育館ところ
10:00～16:00 9:00～15:00

巧巧

駐車場・無料シャトルバス

キッズゲルニカ
展示

10

農業祭4

地元企業の展示1

ジョブマッチング2

国際交流フェスティバル3

フードバレー
サミット

5

ステージ
イベント

6

岳南Ｆモスペリオ
スポーツ教室・PK大会

9

竜王戦展示11

PETIT
マルシェ

7

特産品などの販売8

ドローン体験

30分間隔で
市民体育館まで
シャトルバスが運行

おむつ替えや
授乳ができます

子どもに大人気！
パンダドーム

さまざまな種類のドローン
を一斉に飛ばします。初心
者も操作を体験できます。

　「商工フェア」、「農業祭」、「フードバレーサミット」、
「国際交流フェスティバル」、「キッズゲルニカ展示」を同
時に開催します。

問　富士宮商工会議所　☎26-3101　　26-0303
　　商工振興課　　　　☎22-1154　　22-1385
■問

屋 内

会場図
MAP

6 広 報 ふじ の み や 　 2 0 2 2 . 1 1 ■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



1 地元企業の展示

　69団体が、製造品・工芸品・機械な
どを展示します。子ども向けの職業体
験や、スタンプラリーもあります。

2 ジョブマッチング

　適性診断で、あなたに合った仕事や
地元の企業を見つけます。

3 国際交流フェスティバル

　さまざまな国の紹介や、交流の様子
をパネルで展示します。栄州市がステ
ージで踊りを披露します。

よんじゅ

ステージ披露
19日(土)15:30～15：50
20日(日)13:50～14：20

ステージ披露
19日(土)15:30～15：50
20日(日)13:50～14：20

4 農業祭

　農畜産物品評会
に出品された地元
の野菜や果物を販
売します(19日(土)
13:00～15:50)。
　農機具の展示やバターづくり体験
のほか、朝どれ野菜を販売するJAふ
れあい市もあります（20日（日）のみ）。

フードバレーサミット5

　食の交流都市による事例発表のほ
か、小泉武夫さん(発酵学者・食文化
論者)が、「世界の発酵食品」をテーマ
にお話しします。
時　19日(土)13:00～15:50
他　空きがあれば、
　　当日も入場で
　　きます。

■時
■他

Ⓒ中西裕人Ⓒ中西裕人

ステージイベント6

　熊本県のゆるキャラ「くまモン」のほ
か、星陵高校吹奏楽部や富士宮東高
校美術部、富士宮西高校書道部・ギタ
ー部がステージを盛り上げます。

©2010熊本県くまモン
協力:銀座熊本館

くまモン出演
19日(土)12:00～12:30
20日(日) 9:45～10：15

PETITマルシェ
presents by ビジコネ7

　ハンドメイドの雑貨や帽子、子ども
服などを販売します。精油やステンド
グラスづくり、ドライヘッドスパを体験
できます。

竜王戦展示11

　第35期竜王戦七番勝負第3局富士
宮対局で使用された将棋盤や、藤井
竜王と対戦者の等身大パネルを展示
します。

特産品などの販売8

　39事業者が、焼きそば、から揚げ、
ジェラート、プリンのほか、熊本県南、
北海道十勝地方、福井県小浜市など
の特産品を販売します。

近江牛近江牛

岳南Ｆモスペリオ
スポーツ教室・ＰＫ大会9

スポーツ教室
　現役選手やスポーツトレーナーによ
る、サッカー・野球・陸上・ストレッチを
行う教室です。　
時　19日(土)10:00～12:45
定　60人(先着順)　

富士山ＰＫ大会
　中学生以上(16組)・小学生(8組)・
ファミリー(8組)の部門別に、1チーム
5人で争います。
時　20日(日)10:00～13:00

[共通]
申　電話で
問　富士宮商工会議所　☎26-3101

■時
■定

■申

■時

■問

キッズゲルニカ展示10

　市内の小学生・中学生・高校生が世
界の平和を祈り描いた、縦3.5m・横
7.8mのキッズゲルニカ5作品を展示
します。

7広 報 ふじ の み や 　 2 0 2 2 . 1 1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



　爽やかな秋晴れとなった9月30日の朝、うっすらと山
頂に雪化粧をした富士山が見られました。今年は、平年よ
り2日早く、昨年より4日遅い初冠雪となりました。　
　まちには、すっきりとした秋の空気が広がっています。

1

3

4

2

5

秋びより



【富士宮くらしフェスタ】
1234510月15日・16日、市役所で同時
に開催された緑化祭花木市・林業祭・市民
生活展・のりもの祭に多くの人が訪れ、さ
まざまな体験や展示を通して暮らしに関
する知識を深めました。

【ツリーイング教室】
6789109月25日、富士山南陵の森で、
小学生6人が、木に掛けたロープを使って
15～20メートル程の高さを登るツリーイ
ングに挑戦しました。6 9

10

7 8

【富士宮くらしフェスタ】
1234510月15日・16日、市役所で同時
に開催された緑化祭花木市 林業祭 市民

7 8講師：ツリーマスタークライミングアカデミー



令和3年度決算報告

富士宮市の家計簿

　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。
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自主財源
（市が独自に調達できるお金）
302億8,547万円
53.4％

自主財源
（市が独自に調達できるお金）
302億8,547万円
53.4％

依存財源
（国や県から受け取るお金や借金）

264億6,312万円
46.6％

依存財源
（国や県から受け取るお金や借金）

264億6,312万円
46.6％

66億5,074万円 11.8％66億5,074万円 11.8％
❺その他（財産収入、寄附金、諸収入など）

6億599万円 1.0％6億599万円 1.0％

❸使用料・手数料
(施設手数料、証明書発行手数料など)

1億8,077万円 0.3％1億8,077万円 0.3％

❹分担金・負担金
（保育所の保育料など）

21億4,030万円 3.8％21億4,030万円 3.8％

❷繰越金
(前年度の決算剰余金)

207億767万円 36.5％207億767万円 36.5％

❶市税
(市民税、固定資産税など)

17億1,531万円 3.0％17億1,531万円 3.0％

11その他
(地方譲与税、地方特例交付金など)

31億1,186万円 5.5％31億1,186万円 5.5％

10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)

33億9,570万円 5.9％33億9,570万円 5.9％

❾県支出金
(県からの補助金、負担金など)

37億677万円 6.5％37億677万円 6.5％

❼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）

36億570万円 6.4％36億570万円 6.4％

❽市債
（国や銀行などから市が借りるお金）

109億2,778万円 19.3％109億2,778万円 19.3％

❻国庫支出金
（国からの補助金、負担金など）

会 　 計 　 名 歳 　 入 歳 　 出

北山財産区 円2,730万 円175万

国民健康保険事業 円140億　784万 円136億2,155万

上井出区財産区 円2,040万 円454万

猪之頭区財産区 円2,543万 円471万

根原区財産区 円1,036万 円256万

介護保険事業 円120億6,913万 円115億7,274万

後期高齢者医療事業 円29億4,884万 円29億3,990万

歳 入 567億4,859万円 (前年度比△68億8,530万円)
　地方交付税や地方消費税交付金が増額となったが、新型コロナウイルス感染症による
緊急経済対策の特別定額給付金給付事業がなかったため、国庫支出金が減額となり、令
和2年度と比べて歳入総額は大幅な減額となりました。

一般
会計

特別
会計

　法令に基づき、原則、独立採算で
運営している会計です。

会　計　名 収 　 入 支 　 出

水道事業
会計

収益的収支

資本的収支

下水道事業
会計

収益的収支

資本的収支

病院事業
会計

収益的収支

資本的収支

円20億3,571万 円17億2,578万

円1億9,186万 円12億1,741万

円21億8,496万 円18億8,522万

円10億2,988万 円17億9,035万

円109億1,787万 円108億7,482万

円4億6,952万 円6億2,941万

公営企業
会 計
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■問 財政課　☎22-1115　　22-1206

　第5次富士宮市総合計画の後期基本計画を策定した令和3年度は、平成28
(2016)年度から進めてきた前期基本計画の検証のほか、人口減少や公共施設
の老朽化などを見据え、将来の財政負担に配慮した財政運営に取り組みました。

191億8,316万円 36.3％191億8,316万円 36.3％

❶民生費
(福祉手当、施設運営など)

108億7,397万円 20.6％108億7,397万円 20.6％

❷総務費
(人件費、施設管理、広報など)

62億468万円 11.7％62億468万円 11.7％

❸衛生費
(予防・検診、環境対策など)

58億519万円 11.0％58億519万円 11.0％

❹教育費
(小中学校、文化・スポーツなど)

32億9,007万円 6.2％32億9,007万円 6.2％

❺土木費
(道路・河川・公園・都市整備など)

32億461万円 6.1％32億461万円 6.1％

❻公債費
(借金の返済)

21億507万円 4.0％21億507万円 4.0％

❼労働費・農林水産業費・商工費
(産業振興など)

17億8,247万円 3.4％17億8,247万円 3.4％

❽消防費
(消防、防災など)

2億6,174万円 0.5％2億6,174万円 0.5％

❾議会費
(議会運営など)

7,714万円 0.1％7,714万円 0.1％

10諸支出金
(公有財産購入費など)

3,637万円 0.1％3,637万円 0.1％

11その他
(災害復旧費、予備費など)

　昨年度に引き続き、健全化を判断する全ての数値が基準内となっています。財政は健全です
令和3年度 黒 字

一般会計の赤字の割合
実質赤字比率 令和3年度 黒 字

一般会計のほか、特別･企業会計
も含めた全会計の赤字の割合

連結実質赤字比率

早期健全化基準である25％を大きく下回っています。
標準的な市の財政規模に対する借金返済額の割合
実質公債費比率

早期健全化基準である350％を大きく下回っています。
標準的な市の財政規模に対して、将来に負担が見込まれる負債などの割合

将来負担比率

早期健全化基準 財政再生基準

35%25%令和3年度2.5％

早期健全化基準

歳 出 528億2,447万円 (前年度比△86億6,912万円)
　中心市街地や構成資産の整備、市立病院を核とした地域医療体制の確保や充実、市立
児童館の建設、新型コロナウイルス感染症対策を行ったが、新型コロナウイルス感染症に
よる緊急経済対策の特別定額給付金給付事業がなかったため、令和2年度と比べて歳出
総額は大幅な減額となりました。

350%令和3年度0.3％



　富士宮市出身のイラストレーター・ふくだのぞみさん
と富士宮信用金庫、市が、市制80周年を記念して、企
画・協力して制作していた観光絵本「こめたのふじのみ
やみーつけた」が完成しました。

　おにぎりアンテナがついた不思議な帽子を
持つ、こめたが主人公。おいしいものがある
と、おにぎりアンテナがぐるぐると回ります。
　こめたが見つけた富士宮の魅力を、ギュッ
と詰め込んだ一冊です。
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こめたの
ふじのみや
みーつけた

富士宮信用金庫から寄贈された絵本は、市内在住
で未就学児のいる世帯へ配布します。
　対象となる世帯には11月上旬、絵本と引き換えで
きるはがきを郵送します。
　保育園や幼稚園などの施設へ通園している場合
は、施設で絵本と交換できます。
　その他の人は、中央図書館・西富士図書館・芝川
図書館・保健センターで、絵本と交換できます。

■問 地域政策推進室　☎22-1215　　22-1206

仕掛け絵本で
ページが大きく広がります

未就学児のいる世帯へ配布します

書店などで購入することもできます

完成

市内の書店
・戸田書店富士宮店 ☎24-4955(矢立町935) 
・大垣書店 & cafeイオンモール富士宮店
　　　　　　　　　☎25-5794(浅間町1-8 2F) 
・谷島屋富士宮店    ☎22-8020(宮北町71)
・小長谷書店         ☎26-2706(中央町9-1) 
・田村書店            ☎23-1592(北町14-2) 
・富士川書店          ☎65-2326(長貫1105-1)
・大宮書房            ☎26-3351(西町5-18)
インターネット販売
旅行読売出版社ヤフーショッピング店
(送料無料)
　　旅行読売出版社(平日9:30～18:30)
　　                     ☎03-6853-4311
■問

10月7日(金)、完成・寄贈セレモニーが行われ、
製作費を負担した富士宮信用金庫から7,000冊が市へ寄贈されました
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10月7日(金)、完成・寄贈セレモニーが行われ、
製作費を負担した富士宮信用金庫から7,000冊が市へ寄贈されました

観光絵本

仕
楽しみ方は

いろいろ♪

絵本
紹介
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マイナンバーカードをつくろう

　カードには、氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー
（個人番号）・本人の顔写真などの情報を記録したICチッ
プが付いており、使い道が広がっています。

申請できる窓口

イオンモール富士宮
(3階イオンシネマ西側)

11月5日・12日・19日・26日、
12月3日・10日・17日・24日
の土曜日
10:00～16:00

芝川会館
(3階会議室)

11月2日(水) 10:00～16:00

市民文化会館
(展示室3)

11月9日(水) 10:00～16:00

大富士交流センター
(会議室4)

11月16日、12月14日の
水曜日10:00～16:00

富丘交流センター
(会議室2)

11月23日、12月21日の
水曜日10:00～16:00

駅前交流センターきらら
(多目的室) 11月30日(水)10:00～16:00

市民体育館
(会議室)

12月7日(水)  10:00～16:00

市役所
(1階市民課)

平日8:30～17:00
(水曜日は19:00まで)

マイナンバーカードをつくると
最大２万円分のマイナポイントがもらえます

☎22-1134　　28-1352市民課■問

☎22-1116デジタル推進課■問

　マイナポイント第2弾の付与対象となるマイナンバー
カードの申請期限が、12月末まで延長されました。
　12月末までに、マイナンバーカードの申請をすると、
最大2万円分のポイントがもらえます。

マイナンバーカードとは

+

+

まだ間
に合う

チャージまたは買い物をする

健康保険証としての利用を申し込む
7,500円分

公金受取口座を登録する

予約不要 撮影無料 手続きは
約10分

ついでに
申請

場　所 日　時

図書カード
（R5.3～）

運転免許証（R7.3～）

マイナンバーカード
健康保険証
（R6.秋～）

・本人確認ができるもの（運転免許証･健康保険証など）
　※15歳未満の場合は、保護者が同伴し、保護者の

本人確認ができるものも持ってきてください。
・個人番号カード交付申請書 (持っている人 )

　申請書があると、自宅のパソコンや
スマートフォンで申請できます。

詳しくはこちら→

身分証明書
確定申告での電子署名
給付金などの受け取り（公金受取口座の登録が必要です）
コンビニなどで住民票の写しや印鑑登録証明書な
どの証明書を取得※

※コンビニエンスストアでの証明書の取得は、令和5年1月4日か
　ら、通常300円の手数料が200円になります。

最大5,000円分

7,500円分

申請をお手伝いします

■持

さまざまなカードと一体化



　市民税や固定資産税、国民健康保険税などの税金
は、健康や福祉、教育、道路整備、ごみ収集など、皆さん
が安心して暮らせる環境を作るために使われます。

　一時的に納付が難しい人は、納付の猶予が認められ
る場合があります。
　事情があるときは、事前に相談してください。

延滞金を請求されることがあります。

滞納し、催告をしても連絡や相談が
ない場合は、財産を差し押さえられ
る場合があります。

納税は、法律で定められています

納期限までに納めてください

いろいろな方法で納付できます

納付が遅れるときは、すぐに相談を

☎22-1129　　22-1227収納課■問

税金を納め忘れていませんか

本人や家族の病気

災害

盗難

事業の
廃止

失業

夜間・休日も相談できます

市役所1階収納課■所

毎週水曜日※1 ～19:00 ※1 祝日は除く
※2 1月のみ第2日曜日毎月第1日曜日※2 8:30～17:00

■時

　納付書の紛失や納め忘れなどの心配が
なく、安心・便利です。

口座振替(自動振込)で
　24時間納付できます。

コンビニエンスストアで

　納付書のバーコードを読み取ると、24
時間365日・いつでも・どこでも納付でき
ます。

スマホ決済アプリで
　法人市民税と特別徴収の市県民税は、パソコンで事
前に登録した金融機関の口座から直接納付したり、複
数の自治体へ一括して納付できます。

事業者はeLTAXで

手続き
通帳、通帳届出印、納税通知書
口座振替を希望する市内の金融
機関や郵便局の窓口で

■持
■所

注意
・納期限を過ぎると、納付できません。

利用できる時間
　平日、毎月最終土曜日と翌日の日曜日
　8:30～24:00

詳しくは、eLTAXウェブサイトをご覧ください。
■HPhttps://www.eltax.lta.go.jp/■HPトップページ＞市民の皆さんへ＞税･保険･

年金＞公金のお支払いについて＞スマホ決
済による納税

注意

詳しくは、市公式ウェブサイトをご覧ください。

差押え

納期限を過ぎると、納付できません。
紙の領収書は発行されません。
支払い後は、取り消すことができま
せん。二重払いに気を付けてください。

・
・
・

納付が遅れると

納付しないと
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渡邊　莉玖
山梨学院高2年

高校生男子

橋本　昊磨
富士宮北高1年

佐野　道紀
富士宮北高3年

遠藤　直基
（株）ニッピ

一般男子 一般女子 40歳以上

関口　知宏
テルモ（株）

朝日　春瑠
（株）ユニクロ

中田　広規
大宮小5年

山口　輝真
富士根北小6年

髙橋　優雅
富士見小6年

12月3日(土)10:00　県庁前スタート

小学生男子
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赤坂　歩哉
富士根南中3年

中学生男子

早瀬　快人
富士宮第四中3年

藤田　咲良
日大三島高3年

高校生女子

金刺　寛菜
東海大静岡翔洋高1年

野際　奈穂子
アシアル（株）

齋藤　賢文
アーケムフォーミングジャパン（株）

大久保　明彦
田子の浦埠頭（株）

平野　雅美
上野小6年

濵田　紗也野
東小6年

小学生女子

藤田　紅良
北山中3年

中学生女子

佐野　美涼
富士宮第一中1年

小俣　舞佳
富士根南中2年

富士宮の代表選手を応援しよう
■問 スポーツ振興課　　22-1190　　22-1242

厳しい選考をくぐり抜けて代表となった21人の中から、
各区間を走る選手を決定します。



支援を必要とする子どもが増えています

　青少年相談センターでは、子どものことで、不安や悩
みのある保護者や関係者の相談に応じています。　

青少年相談センターへ相談を

あいさつは大人からのメッセージ

16 広 報 ふじ の み や 　 2 0 2 2 . 1 1

地域の子どもにあいさつを

　地域の子どもへのあいさつは、「あなたを気に掛けて
いるよ」「見守っているよ」というメッセージです。
　地域の大人から声を掛けられると、子どもは見守られ
ているという安心感を持つことができます。
　自分は大切にされていると感じ、自信を持って行動で
きるようになり、心が健康な子どもに育ちます。
　日常生活の中で、積極的に子どもにあいさつをしま
しょう。

■問 社会教育課　　22-1188　　22-1209

気になる子どもはいませんか

青少年相談センターへの相談は

　　平日9:00～16:30(第2・4水曜日は20:00まで)
　　青少年相談センター　　　 　　☎22-0064
　　いじめ110番・子ども若者支援　☎22-1252
　　メール相談
　  　　e-sodan@city.fujinomiya.lg.jp　

みんなであいさつ・声掛けキャンペーン｠
　11月は、「静岡県子供・若者育成支援強調月
間」です。青少年指導員協議会や市、富士宮警
察署が、街頭で「地域の子どもや若者に、進んで
声を掛けよう」と呼び掛けます。
時　11月4日(金)15:00～16:00
所　イオンモール富士宮　西口・南口

いじめ

引きこもり

交友関係

おはよう

車に気を付けて
おかえり

いってらっしゃい

明るく
あいさつしよう

良いことを
ほめよう

がんばっている
ことを励まそう

不登校

生活態度

　ＳＮＳやインターネットでのトラブル、複雑な家庭環境
など、子どもを取り巻く状況は、深刻になってきています。
　ニートやひきこもり、不登校などによって、社会生活を
うまく送れなかったり、新型コロナウイルス感染症によ
るさまざまな制限によって、孤独
や寂しさ、ストレスを感じている
子どもが増えています。

■時
■所

■時
■問



　イライラしていたり、子どもが思うように行動しな
かったとき、「しつけのためだから仕方ない」と、子ども
の体や心を傷つけるようなことをしていませんか。

体罰を「仕方ない」と思っていませんか 子育てに、体罰は必要ありません

虐待かもと思ったら、すぐに相談を

体罰のない子育てを

しつけとは
　子どもたちが社会で「やって良いこと」「やってはいけ
ないこと」の区別をつけられるよう繰り返し教えること
です。

体罰とは
　子どもが耐え難い苦痛を感じることです。
　「子どものため」「しつけのため」と考えていても、行き
過ぎた教育や厳しいしつけで、子どもの体や心を傷つけ
れば、虐待です。
　虐待で体や心が傷ついた子どもは、体験がトラウマと
なり、成長や発達にさまざまな悪い影響があると言わ
れています。

■問 子ども未来課 　　22-1230　　22-1401

あの子、虐待
されているかも

子育てに
悩んでいる

子どもに
あたってしまう
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　体罰で押さえ付け、その恐怖心から子どもが行動を変
えたとしても、自分で考えて行動をしなければ、成長に
はつながりません。

　虐待かどうかはっきりとわからなく
ても、疑いのある場合は、すぐに相談し
てください。
　子どもの養育や家族関係などの相談
にも応じます。

■注意しても言うことを聞
かないため、頬を叩く

■宿題をしなかったため、
食事を与えない

■いたずらをしたため、罰
を与える

■部屋の掃除をしないた
め、雑巾を投げ付ける

■友達をいじめたため、同
じ思いをさせる

■子どもの存在を否定す
るようなことを言う

■友達が使っていたおも
ちゃを取ったため、お尻
を叩く

■やる気を出させるため、
兄弟を引き合いに出し
てけなす

近所や知り合いで 自分が

家庭児童相談室
児童相談所全国共通ダイヤル
富士児童相談所
富士宮警察署

☎22-1230
☎189
☎0545-65-2141
☎23-0110または110

NO!

落ち着いて
話が聞けない

約束を
守れない 一つのことに

集中できない

我慢が
できない

感情をうまく
表せない

集団で行動
できない

言ってもわからないなら、
叩くしかない

罰として
夕飯抜きだぞ

生まれてこなければ
良かったのに

おしおきよ
お兄ちゃんは優秀なのに、
どうしてあなたは
ダメなの？

1時間
正座しなさい

殴られる痛みを
教えてやる

何度も
言ったのに



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

12月7日(水)9:00～10:00
療育支援センターこあら
令和3年10月・11月生まれ
10人（先着順）
11月15日(火)～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します。

11月20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。

11月2日・9日・16日・23日・30日の
水曜日10:00～11:00
児童館らっこ
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。

入園グッズをハンドメイドで
　秋は、入園・入学の準備が始まる時期です。バッグや袋物
などを手作りしようとしても、子どもの世話をしながら裁縫
をするのは大変です。
　そんな時は無理をせず、市内で活躍するハンドメイド作家
さんから購入したり、洋服の裾上げなどを行うお店のオー
ダーサービスを利用してみませんか。
　お子さんに喜ばれるオリジナルデザインが、見つかるは
ずです。

詳しくは
こちら 「ちかちか」が取材しました

この記事は

　事前予約不要で、いつでも体験できる工作
プログラムがあります。
　詳しくは、ウェブサイトで確認できます。
　　9:00～17:00（最終受付は16:30）
　　富士山環境交流プラザ
　　☎59-0050（休館日：火曜日）

■時
■問

富士山環境交流プラザ　工作プログラム

万華鏡つくり万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万華万華万華万華華万華華万華万華華華華万華華華華万華万華華万華華華華華万華華華華華華華華華華鏡華鏡華鏡華鏡華鏡華鏡鏡華鏡華鏡鏡華鏡鏡華鏡華鏡華鏡華華華鏡鏡華華 つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ鏡鏡鏡鏡つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつくりくりくくりくりくくくくくくくくくりくくくくりくくくくくくくくくくつくくくつくくくくくつくくりくくくくくりくりりりりくりりりくりくりくりくりくりりくりくりくりりりりくりりくりりくりくりくりりくりくりりくりりりりりりりりくりくりりりりりり万華鏡つくり 葉っぱスタンプ葉っ葉葉っ葉葉葉葉葉葉っ葉っ葉葉っ葉っ葉葉っ葉っ葉っ葉っ葉っ葉っ葉葉っっっっっっっっっ葉っっっっっっっっ葉っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっぱっぱっぱぱっぱぱぱぱぱぱぱぱっぱぱぱぱっぱっぱぱっぱぱぱぱっぱっぱっぱっぱっぱぱっぱぱぱぱっぱっぱっぱぱっぱぱぱぱぱぱススススススぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱススタスススタスタスススススススススススススススススススススタスススタスススススススススススススタタタタタタタタタタタスタタスタスタスタタタタタスタスタタタタタタタタタタタタタタタタタンンンンンンンンンンンンンンンタンタンンンタンンンタンンンンタンンンンンンンンンンンンンンンンプププププププププププンンンンンンンンンンンンンンンププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププ葉っぱスタンプ

■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 . 1 1



PLAYDAY～育児の悩み解消～
　妊娠・出産・育児に関する講座と、
先輩ママにこんな時どうしたらい
い？などを聞ける相談会です。
　親子で遊べるスペースもあります。
　ケアサロン(有料)も出店します。
時　12月8日(木)10:00～14:00

FORMEDAY
　自分探しやスキルアップにつなが
る講座と、仕事の復帰にはどんな準
備が必要？などを聞ける相談会です。
　子育て中でも自分のための時間
を過ごせます。
時　12月16日(金)10:00～14:00

共通
所　さぁどぷれいすSAN
　　(野中1136-5)
対　乳幼児を子育て中の人や妊娠
中の人
定　各内容による 
料　無料 (ケアサロンのみ有料)
申　NPO法人母力向上委員会ウェ
ブサイトで
問　NPO法人母力向上委員会
　　☎78-0741
　　市民交流課　☎22-1307
　　https://haharyoku.com/
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　森で拾った木の実や葉っぱ、枝な
どでクリスマスツリーを作ります。
時　12月3日(土)
　　①10:00～12:00
　　②13:30～15:30
所　富士山環境交流プラザ
対　4～6歳児と保護者
定　各回5組(先着順) 
料　100円
申　11月12日(土)9:00～電話で
他　荒天中止
問　富士山環境交流プラザ
　　☎59-0050(休館日:火曜日)

　親子で思い切り体を動かして、リフ
レッシュします。
時　12月10日(土)10:00～11:00
所　総合福祉会館2階安藤記念ホール
対　満3歳以上の未就学児と市内在
住または在勤の保護者
定　48人(先着順)　
料　1組400円　　講　杉本啓さん
申　11月12日(土)～26日(土)に電
話で
他　無料託児あり(先着10人・1歳程
度以上満3歳未満の子ども)
問　男女共同参画センター 
　　☎22-0341
　　(日・月曜日、祝日を除く)

　クリスマスカラーのリングハン
バーグとカップサラダを作ります。
時　12月8日(木)9:30～11:30
所　総合福祉会館1階調理実習室
対　市内在住または在勤で、未就学
児を子育て中の保護者(1家族1人
まで)
定　10人(先着順)　　
料　1,600円
講　稲葉文子さん(キッチンスタジオ
penta)
申　11月11日(金)～25日(金)に電話
で
他　無料託児あり(先着10人・1歳程
度以上の未就学児)
問　男女共同参画センター 
　　☎22-0341
　　(日・月曜日、祝日を除く)

　歌声と一緒にゆっくりと体を揺す
られ、赤ちゃんも心地良い時間を過
ごします。
時　12月6日(火)10:00～11:00
所　西公民館
対　市内在住の未就学児と保護者
定　10組(先着順) 
料　無料
講　市民読書サポーター
申　11月10日(木)～電話で
問　社会教育課　☎22-1186

催し・募集

■時
■所
■対

■定
■料 ■講
■申

■他

■問

■時
■所
■対
■定
■料
■講
■申
■問

■時
■所
■対

■定
■料
■講

■申

■問

■他

■時

■所
■対
■定
■料
■申
■他
■問

■時

■時

■所

■対

■定
■料
■申

■問

■HP

PLAYDAY・FORMEDAY

もりのおうち

アトムキッズの親子体操教室

子育て家族のリフレッシュ講座

絵本とわらべうたの会

プレイデイ　　　　  フォーミーデイ
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こ ど も ・ こ そ だ て

　たすき帖は、子どもの日々の記録
や、子どもへの想いをつづり、成人
した時に子どもへ渡すことで、家族
の絆を次世代へつなげ、深めるため
のノートです。
　たすき帖を発案した伊藤加奈子さ
んから、書き方や使い方を学びます。
時　12月13日(火)13:00～14:00
所　児童館らっこ(若の宮町47-1)
対　たすき帖を持っている人(子ども
連れも可)
定　15人(応募多数の場合は抽選)
料　無料
講　伊藤加奈子さん　
申　11月30日(水)までに電話で
他　たすき帖
　　無料託児あり。受講後は、15:00
まで児童館内で遊べます。

問　子ども未来課　☎22-1146

自立支援教育訓練給付金事業
　就職に有利な技能や資格を取得
するために、指定された教育訓練講
座を受講した場合、受講費用の6割
(上限20万円、下限1万2千円)を支給
します。
高等職業訓練促進給付金事業
　次の対象資格を取得するため、養
成機関で1年以上修業する場合、仕
事との両立が困難な人の生活費負
担軽減のため支給します。
　修了後は、修了支援給付金を支
給します。
・訓練促進給付金(月額)
　市民税非課税世帯　　 10万円
　課税世帯　　　　　7万500円
・修了支援給付金(終了時に一度)
　市民税非課税世帯　　　5万円
　課税世帯　　　　　 2万5千円
(対象資格）
看護師、准看護師、保育士、介護
福祉士、理学療法士、作業療法士、
社会福祉士、製菓衛生師、調理師、
歯科衛生士、美容師など
事前に相談してください
　学校のパンフレットやチラシなど、
取得する資格や講座の内容・費用が
わかるものを持って、市役所1階子
ども未来課窓口へ来てください。
　受給資格には、所得制限など一定
の条件があります。
　詳しくは、お問い合わせください。

問　子ども未来課　☎22-1146

　ひとり親家庭の児童が、令和5年4
月から高校・大学・専門学校などに
就学する場合、必要な資金を県が無
利子で貸し付けます。
　金額は、学校の種類や公・私立、通
学条件などで限度額が異なります。
修学資金
　授業料、書籍代、通学費など
就学支度資金
　高校・大学・専門学校などへ入学
するための準備金
対　ひとり親家庭の児童、両親がい
ない児童など
申　11月1日(火)～市役所1階子ども
未来課窓口で申請書を配布し、受
け付けます。
他　育英会などの奨学金制度を利
用している場合は、貸し付けでき
ません。
　　後日、親子面接があります。
問　子ども未来課　☎22-1146

　子育てのワンポイントアドバイス
や、子育てに関する講座・イベント、
保育園や子育て支援センターからの
情報を毎月配信しています。

詳しくはこちら

　　社会教育課　☎22-1188

二次元コードを読み取る

↓
空メールを送る

↓
受信したい案内を選ぶ

赤ちゃんが生まれると
祝品としてお渡しします。

「たすき帖」ことはじめ講座

ひとり親家庭の母または父の
就業支援

お知らせ 母子父子寡婦福祉資金
貸付制度

子育て応援情報配信中

■問

■対

■申

■他

■問

■問

■時
■所
■対

■定
■料
■講
■申
■持
■他

■問



出前講座
　地域の集まりなどで、職員が講師となって
人生会議について説明します。
　詳しくは、お問い合わせください。

「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

　「人生会議」とは、「もしもの時」について、
事前に自分の思いを家族に知ってもらうため
の会議です。
　命の危機が迫ったとき、約70％の人が、医療
やケアを自分で決めたり、自分の望む生き方
を、人に伝えることができなくなります。
　そのような場合、家族がさまざまな選択をす
ることになるため、「この選択が本人にとって
よかったのか」と多くの人が悩みます。
　最後まで自分らしく生きるため、家族が悩ま
ないようにするため、人生会議で事前に自分
の思いを伝えておきましょう。
　また、健康状態や生活環境の変化によって
自分の思いは変わるため、繰り返し家族で話し
合うことが大切です。

　大切にしていることや信頼できる人、自分を理解して
くれる人、思いを伝えたい人を思い浮かべます。

自分と向き合い振り返ろうまずは準備

いつ？
　人生会議は、いつでもどこでも始められます。身構
えず、日常のだんらんの場などで話しましょう。

だれと？
　信頼できる人のほか、医療
や看護を受けている人は、医
師や看護師、ケアマネジャー
の医療・ケアチームにも参加
してもらいましょう。

「もしもの時」はどうしたい？
・できるだけ長く生きて、治療を受けたい。
・長く生きることより、苦痛を減らすための治療を病
院で受けたい。　など

　　
　
　　福祉企画課　☎22-1591　　22-1277

自分の思いを話そういざ会議

思いをつなぐシートに書いてみよう
　希望する治療やケアについて、繰り返し書
き込めるシートです。

配布場所
市役所1階福祉企画課、市立病院、
市内の医療機関

家族と
過ごすこと

できることは
自分でする

少しでも長く
生きる

家族に迷惑を
かけない

仕事を
続けること

家族

友人
同僚

大切にしていることは？

信頼できる人は？

市内の
看護師チーム
が作成

自分のために、家族のために話し合おう

家族で人生会議

人生会議の進め方

会議に参加しなかった家族や、
信頼できる人にも
あなたの思いを伝えましょう。
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■問
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　骨盤トレーニングで骨盤底筋を鍛え、骨盤の歪みを改
善します。内臓が正しい位置に戻り、代謝がアップする
と、腰痛や排泄トラブル(チョイ漏れ)の予防や改善につ
ながります。
時　1月11日、2月1日、3月1日の水曜日
　　13:00～14:00※3日間とも同じ内容です。
所　東静脳神経センター(西小泉町14-9) 
対　65歳以上の市民で、主治医から運動制限の指示が
なく、屋内移動や排泄動作が自立している女性

定　10人(先着順)　料　無料
申　12月1日(木)9:00～東静脳神経センターへ電話で
　　(☎23-1801)
問　健康増進課　☎22-2727

　視覚障がい者へ情報提供するための合成音声を、パ
ソコンソフトで作成する方法を学びます。
時　11月22日・29日の火曜日13:30～15:00
所　総合福祉会館第1会議室
対　Wordが使える人　定　10人(先着順)　料　無料
申　11月10日(木)～18日(金)に電話、
電子申請または窓口で

問　障がい療育支援課　☎22-1145

　ストレッチや筋トレ、コグニサイズなどで脳と身体を
鍛え、認知症の発症を遅らせたり、重症化を予防します。
時　1月5日～3月30日の木曜日(全12回)
　　13:00～14:00（2/23(木・祝)を除く）
所　東静脳神経センター(西小泉町14-9)
対　65歳以上の市民で、主治医から運動制限の指示が
なく、屋内移動や排泄動作が自立している人
定　10人(先着順)　
料　無料
申　12月1日(木)9:00～東静脳神経センターへ電話で
　　(☎23-1801)
問　健康増進課　☎22-2727

　富士宮警察署交通課が、改正道路交通法や高齢者
の自動車運転の状況などを、認知症の人やその家族が
「運転免許への思い」をお話しします。
時　12月18日(日)10:00～12:00
所　市役所7階特大会議室
対　市内在住または在勤の人
定　80人(先着順)　料　無料
申　11月10日(木)～①住所②氏名③電話番号を電話、
ファクス、電子申請または窓口で
問　福祉企画課　☎22-1591　　22-1277

　高齢期は、フレイル (心身の活力の低下)によって、転
倒骨折が起きやすくなります。ストレッチや筋トレ、認
知機能低下予防運動などを中心に、簡単な口腔体操や
食事バランスチェックを行います。
対　65歳以上の市民で、主治医から運動制限の指示が
なく、屋内移動や排泄動作が自立している人

　　無料
申　12月1日(木)9:00～各会場へ電話で
　　FLOWスポーツクラブのみ10:00～
他　申し込みはいずれかの1会場のみ
問　健康増進課　☎22-2727

機能訓練俱楽部外神(外神8-26)
機能訓練俱楽部野中(野中1054-10)

グラーダ小泉(小泉2145-1)

東静脳神経センター(西小泉町14-9)

FLOWスポーツクラブ(田中町157-1)

　1月  7日～3月25日
　1月  7日～3月25日

①1月  5日～3月23日
②1月10日～3月21日

①1月  6日～3月24日
②1月10日～3月28日

①1月  6日～3月24日
②1月11日～3月29日

13:30～14:30
13:30～14:30

12:50～13:50

13:00～14:00

13:45～14:45
13:30～14:30

土
土

木
火

金
火

金
水

11
11

12
12

12
11

12
12

10人
10人

各10人

各10人

各10人

☎29-7142
☎21-9970

☎29-7400

☎23-1801

☎27-0345

会　場 日　付 曜日 申し込み先回数 定員(先着順)時　間

＜女性限定＞骨盤トレーニング催し・募集 認知症予防運動教室催し・募集

合成音声講習会催し・募集

転倒骨折予防教室催し・募集

認知症と運転免許について
考えるフォーラム催し・募集

■時

■所
■対

■定 ■料
■申

■問

■時

■所
■対

■定
■料
■申

■問

■時
■所
■対
■定 ■料
■申

■問

■問

■申
■料

■他

■時
■所
■対

■対

■定 ■料
■申

■問

い き い き ラ イ フ
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　介護認定申請をした人の自宅などを訪問して、生
活全般について調査する調査員を募集します。

　ヒートショックとは、急激な温度の変化で血圧が上下
し、心筋梗塞や脳出血、脳梗塞などの病気を引き起こす
ことです。
　暖房器具を使っている部屋と使っていない部屋の温
度差が、10度以上になると起こりやすいため、これから
の季節は特に注意が必要です。
　ヒートショックは、高齢者や高血圧・糖尿病・肥満・不
整脈などの持病がある人に起こりやすく、全国で年間
19,000人が入浴中に死亡しています。

　　1人
　　11月1日(火)～14日(月)(必着)に、申込書(市役所1
階高齢介護支援課窓口または市公式ウェブサイトに
あります。)を郵送または窓口で

　　高齢介護支援課　☎22-1474
トップページ>富士宮市について>市政情報>職員
採用情報>令和4年度富士宮市会計年
度任用職員募集(介護認定調査員)

　耳が聞こえない人や、聞こえにくい人が、病院や店など
で提示するコミュニケーションカードを配布しています。
所　市役所1階(障がい療育支援課・高齢介護支援課)
の窓口、地域包括支援センター・保健センター・総合
福祉会館の窓口

他　身体障害者手帳がなくても、もらえます。市公式
ウェブサイトでもダウンロードできます。

問　障がい療育支援課　☎22-1145　　22-1251
トップページ＞市民の皆さんへ＞健康・福祉＞障害
者支援＞コミュニケーションカード

12月1日(木)～3月31日(金)
平日8:30～17:00
(休憩1時間を含む)
市役所1階高齢介護支援課
会計年度任用職員
・介護施設や医療機関での従事経験の
ある人、または居宅介護支援専門員
保健師、看護師、社会福祉士、介護福
祉士などの資格を持っている人
・WordやExcelの基本操作ができる人
・普通自動車運転免許を持ち、日常的
に運転をしている人
勤務開始前に、県主催の研修を受講し
ます。

任用期間

勤務時間 
勤務場所
身　分

応募資格

その他

項　目 内　容

血圧は安定 血管が縮み
血圧は上昇

血圧

血圧変化の例

暖かい室内 寒い脱衣所 熱いお風呂

血管が広がり
血圧は低下

介護認定調査員催し・募集

コミュニケーションカードお知らせ

ヒートショックに注意しようお知らせ

夜間トイレに行くときは、上着を着たり、厚手の靴下
やスリッパを履く。

入浴前に脱衣所を温めるなど、部屋間の温度差をな
くす。

飲酒や食事の後は、すぐに入浴しない。

入浴する時のお湯の温度は、41度以下に設定する。

入浴時間は、10分以内にする。

湯船から出るときは、ゆっくり立ち上がる。

こんなことに気をつけよう

健康増進課　☎22-2727

■HP
■問

■問
■HP

■他

■所

■申
■定

■問



　乳がんを早期に発見するためには、日頃から自分で乳
房の変化に気付くことが大切です。
乳房を意識する4つのポイント
1 乳房の状態を知る
　自分の乳房を見たり、触ったりして、
普段の乳房の状態を把握しましょう。
2 変化に気付く
　しこりやかたちの変化、分泌物など、普段の乳房に「い
つもと違う」ことはないかをチェックしましょう。
3 相談する
　「いつもと違う」ことに気付いたら、すぐに医師に相談
しましょう。
4 2年に1回乳がん検診を受ける
　40歳以上の人は2年に1回、市の検診を受けられま
す。対象の人は、検診を受けましょう。

問　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＞乳がん検診のお知らせ

　ねんきんネットに登録すると、これまでの年金記録
や、将来受け取る年金の見込額など、年金に関する情報
をパソコンやスマホで確認できます。
問　ねんきんネット専用ダイヤル　☎0570-058-555
　　050で始まる電話番号からかける場合　
　　☎03-6700-1144

　音声で119番に通報することが難しい人でも、携帯電
話やスマートフォンのインターネット機能を利用して、簡
単な操作で通報できます。事前に登録(無料)が必要です。

対　市内在住・在学・在勤の人で、聴覚に障がいのある人
や、発声が困難など音声による通報に不安のある人
申　申請書(市役所1階障がい療育支援課にあります)を
市役所1階障がい療育支援課窓口へ
問　富士市・富士宮市消防指令センター
　　☎0545-55-2857　　0545-54-1341
　　障がい療育支援課　☎22-1145　　22-1251

　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
まちづくりにつながります。
　　障がい療育支援課　☎22-1145　　22-1251

両腕の肘をはり、両こぶしを
同時に上下させる

両腕の肘をはり、首を傾げながら
両こぶしを同時に上下させる

①両手の指の背を
　合わせる

②同時に
　左右に開く

　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

　手話では、動きの強弱や速さ、
表情で「嬉しい」「悲しい」などの感
情が伝わります。

手話で話そう

元気です 元気ですか？

11月お疲れ様

■HP

乳房をチェックする習慣をお知らせ ねんきんネットで
将来の生活設計を考えようお知らせ

数字の「10」 数字の「1」

相手の
目を見て

手話に
合った表情で

①少し曲げた人差し指の
下に、親指と人差し指
を付けた手を置く

②手の甲を前にし、人差し
指を伸ばし、その下で三
日月を描くように動かす

緊急通報システム　NET119お知らせ

■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24 広 報 ふじ の み や 　 2 0 2 2 . 1 1

■問

■問

■申

■対

■問

■問
■HP
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「市民ひとり1スポーツ」令和4年度第3期スポーツ教室

催し・募集

第73回
富士宮駅伝競走大会

朝霧フードパークの紅葉朝霧フードパークの紅葉

ボッチャボッチャ

　卓球やテニス、乗馬など、20種類
以上の教室があります。
　新教室「フラメンコ」のほか、体と
頭を使う「ボッチャ」や、「親と子の
なかよし体操」、「なごやか健康体
操」など、幅広い年齢層が参加でき
ます。
　卓球やゴルフ、バドミントン教室
は、夜の部もあります。

・健康ヨガ
・健康ストレッチ＆フィットネス
・健康フィットネスエアロ
・健康リズムダンス
・健康さわやかエクササイズ
・健康太極拳

　市役所6階スポーツ振興課、市民
体育館、市民プール、B&G海洋セン
ター、市民文化会館、交流センター、
保健センター、公民館、出張所、図書
館
※市公式ウェブサイトでも
　確認できます

　市内在住または在勤の人
　各会場で申し込みを行う教室
もあります。
　詳しくは、令和4年度第3期ス
ポーツ教室要項をご覧ください。

　18歳以上の人
　11月28日(月)は市民体育館、
　　　29日(火)～は電話で
　市スポーツリーダーバンク
　運営委員会事務局
　☎080-8023-0036

　スポーツ振興課　☎22-1190■問

■対
■他

■対
■申

■問

　スポーツ振興課　☎22-1190
　トップページ > 市民の皆さん
へ > 教育・文化・スポーツ > ス
ポーツ > 富士宮駅伝競走大会 >
市制施行80周年記念第
73回富士宮駅伝競走大
会

■問
■HP

要項設置場所

健康教室の募集も同時に受け付けます

一斉申し込み
11月28日(月)
市民体育館

①一般の部(男子)
②高校の部(男子)
③中学の部(男子) 
④女子の部(一般)
⑤女子の部(高校)

2月12日(日)10:00
スタート

市役所→白糸の滝→市役所
6区間全長32.7km

中学校と高校は、学校
単位で。
企業、クラブチーム、中
学校、高校、大学は、1団
体につき3チームまで。
学連と実業団登録者
は、所属チームで。

・

・

・

選手は、事前に健康診
断を受診してください。
参加チーム数が多数の
場合、一般の部は、抽選
となる場合があります。

・

・

11月10日(木)～12月21日
(水)に電子申請で

日時

参加料

申込

1チーム選手6人、補欠選手
3人以内

編成

他

申込
条件

コース

24,000円
10,000円
8,000円
20,000円
10,000円
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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



　道端の自然を観察しながら、南陵
の森の林道を通って、村山浅間神社
まで歩きます。村山浅間神社では富
士山信仰の歴史や市内の世界遺産
富士山について学びます。
時　11月19日(土)9:00～12:00
所　富士山環境交流プラザ
定　15人(先着順)
料　800円(傷害保険含む)
講　岩崎仁さん
　　(合同会社ルーツ&フルーツ代表)
申　11月9日(水)9:00～電話で
問　富士山環境交流プラザ
　　☎59-0050(休館日:火曜日)

　浅間大社・神田川
　観光課　☎22-1155
　富士山世界遺産センター
　☎21-3776
　白糸の滝
　富士山世界遺産課　☎22-1489

■問

　富士山本宮浅間大社・神田川や
富士山世界遺産センター、白糸の
滝が幻想的な光で照らされます。

富士宮ライトアップ
2022

柚野の里縄文まつり

道端の自然観察会
～村山浅間神社へ行こう～

■時

■申

■料
■講

■所
■定

■問■問

森のかご作り講座

　南陵の森で採れた季節の草木で、
かごを作ります。
時　11月24日(木)9:00～12:00
所　富士山環境交流プラザ
定　10人(先着順)　
料　2,200円
申　11月9日(水)9:00～電話で
問　富士山環境交流プラザ
　　☎59-0050(休館日:火曜日)

■時

■申
■問

■所
■定
■料

市民活動スキルアップ講座

　Facebookの始め方のほか、ペー
ジの作成や公開の方法を学びます。
時　11月25日(金)13:30～15:30
所　駅前交流センターきらら
定　10人(先着順)　料　無料
講　NPO法人東部パレット
申　11月11日(金)～25日(金)に電
　話、メールまたは窓口で
問　駅前交流センターきらら
　　☎22-8111
　　　 f-kirara@gol.com

■時

■講
■申

■問

■所
■定 ■料

クリスマスリースと
森の小箱作り講座

　南陵の森で採れた季節の草木で、
クリスマスのリースと森の香り漂う
小箱を作ります。
時　12月4日(日)9:00～12:00
所　富士山環境交流プラザ
定　15人(先着順)　
料　1,500円
申　11月17日(木)9:00～電話で
問　富士山環境交流プラザ
　　☎59-0050(休館日:火曜日)

■時

■申
■問

■所
■定
■料

　縄文時代の竪穴式住居が多く発
見された大鹿窪遺跡で、縄文時代
の遺産に触れることができます。
　大鹿窪遺跡に関する講演、出土
品展示や太鼓演奏などのステージ
イベント、土器づくりや火おこしなど
の体験コーナーがあります。
時　11月26日(土)9:00～16:00
所　富士山縄文の里大鹿館
料　無料
問　観光課　☎22-1155

■時

■料
■所

■問■問

田貫湖まつり

■時

■料
■所

■問■他

■問■問

11月19日(土)
17:15～21:00
点灯式あり

浅間大社
神田川
富士山世界遺産センター11月20日(日)

　～23日(水・祝)
日没～21:00
11月26日(土)・
　　27日(日)
17:00～20:00

白糸の滝

日　時 場　所

　太鼓の演奏やバンドなどの音楽
フェスティバルのほか、湖畔には、
飲食ブースが並びます。
　夜には、花火が冬の空を彩ります。
　12月10日(土)13:00～19:00
　田貫湖北サイト駐車場
　無料
　少雨決行。駐車場はありませ
ん。無料のシャトルバスをご利用
ください。（旧白糸レストセンター
発13:00/田貫湖発(最終)19:30）
　富士宮市観光協会　☎27-5240

・
・
・

・

世界遺産富士山のまち、
富士宮をもっと知ろう

　外国人と一緒に市内の歴史を学
び交流を深めます。
時　12月3日(土)10:00～11:30
所　駅前交流センターきらら
定　外国人10人・日本人10人(先着順)
料　無料
講　観光ガイドボランティアの会
　11月11日(金)9:00～12月2日
(金)に①住所②氏名(ふりがな)③
年齢④電話番号を電話、メールま
たは窓口で(11/11は窓口優先)

問　FAIR事務局
　　(駅前交流センターきらら内)
　　☎22-8111
　　 　info@fair-fujinomiya.com

■時

■申

■料
■講

■所
■定

■問■問

見 逃 せ な い 情 報
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　富士宮の舞台芸能が3年ぶりに
開催されます。

第42回市民芸術祭
舞台部門

　市民文化会館大ホール・小ホール
　文化課　☎22-1106

■所
■問

11月12日(土)
13:00～14:30

マンドリンと
合唱

11月19日(土)
13:00～15:00
11月20日(日)
13:00～16:30

日本舞踊と邦楽
と長唄

11月26日(土)
13:00～15:00

詩吟と居合と
ダンス

11月27日(日)
13:00～14:30

みんなで楽しむ
リード合奏

大正琴のつどい

11月12日(土)
17:00～20:00 ジャズナイト

銭太鼓と新舞踊

日　時 内　容

11月27日(日)
13:00～15:00

正月寄せ植え教室

　正月用の寄せ植えの作り方と、
管理の方法を学びます。
時　12月14日(水)9:30～11:00
所　富士山環境交流プラザ
対　市内在住の人
定　20人(応募多数の場合は抽選)
料　3,000円
講　佐野肇宣さん、佐野一子さん
　　(株式会社佐野農園)
　11月1日(火)～30日(水)(必着)
に①住所②氏名③電話番号④講
座名を明記し、郵送、ファクスま
たはメールで

問　花と緑と水の課
　　☎22-1168　　22-1140
　　　 midori@city.fujinomiya.lg.jp

■時

■対
■所

■問■定
■問■料
■問■講

■問■申

■問■問

〒418-8601（住所不要）
花と緑と水の課　宛

富士山SDGs推進
イベント

　「身近なところでできることから
みんなではじめよう」をテーマとし
た講演会や、市内で先進的な取り組
みをしている団体の事例発表から、
SDGsについて学びます。
　12月12日(月)18:30～20:00
　文化会館大ホール
　市内在住または在勤の人
　600人(先着順)　料　無料
　たかまつななさん(時事YouTuber)

　企画戦略課　☎22-1113
  　　kikaku@city.fujinomiya.lg.jp

■時

■料
■講
■申

■所
■対
■定

■問■問

　12月2日(金)(必着)までに①住
所②氏名③電話番号④
メールアドレスを、メール
または電子申請で

　南海トラフ巨大地震に備え、各自
主防災会(自治会)が中心となり、地
域で防災対策を再確認する訓練を
実施します。
 防災訓練に参加し、家族でも防災
について話し合いましょう。
 会場や日時は、各自主防災会に確
認してください。
問　危機管理局　☎22-1319■問

地域防災訓練

　(一財)自治総合センターの行う
宝くじの社会貢献広報事業を活用
し、原区では平胴太鼓、附締太鼓、
桶胴太鼓などを整備しました。
　これにより、多人数で太鼓の演奏
を披露できるようになり、地域行事
や、コミュニティ活動の活性化につ
ながっています。
　宝くじの助成金は、地域のコミュニ
ティ活動の推進に活用されています。
問　市民生活課　☎22-1130■問

宝くじの助成が地域づくり
に貢献しています

　二十歳を迎えた皆さんに、二十歳
を祝う集いの案内状を送付しました。
　市内在住で市外の中学校を卒業
した人や、私立中学校を卒業した人
も、希望する会場で参加できます。
　特別支援学校・学級
　中学校区

申　12月15日(木)までに電子申請で
問　社会教育課　☎22-1188
　トップページ＞市民の皆さんへ
＞教育・文化・スポーツ＞家庭教
育・青少年健全育成＞令
和5年二十歳を祝う集い

■時

■申
■問
■HP

1月7日(土)
1月8日(日)

二十歳を祝う集い

お知らせ

文化講演会

　テレビなどでお馴染みの池上彰
さんが、「ニュースから世界を見る」
をテーマに講演します。
時　1月17日(火)19:00～20:30
所　文化会館大ホール
定　1,100人　料　500円
講　池上彰さん
　　(ジャーナリスト/名城大教授)
　12月2日(金)9:00～市役所1
階111会議室(12/5以降は、6階
文化課窓口)、市民文化会館、出
張所、交流センター、公民館、男
女共同参画センターまたは青年
会議所の窓口で

問　文化課　☎22-1106

■時

■料
■講

■申

■所
■定

■問■問

不動産無料相談会

時　12月7日(水)13:30～15:00
所　富士市交流センター
　　(富士市富士町20-1)
料　無料
問　公益社団法人全日本不動産協会
　　静岡県本部　☎054-285-1208

■時

■料
■問

■所
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 女性に対する全ての暴力をなくす
ために、「ひとりで悩まず、まずは相
談してください」というメッセージを
込めて、市役所庁舎を紫色にライト
アップします。
時　11月12日(土)～14日(月)
問　福祉総合相談課　☎22-1561
■時
■問

女性への暴力をなくそう
市役所ライトアップ

　夫やパートナーからの暴力やス
トーカーなど、女性の人権で悩んで
いる人は、相談してください。

時　平日8:30～17:15
　全国一斉強化週間の11月18
日(金)～24日(木)は、相談時間を
延長します。
平日  8:30～19:00
土日10:00～17:00

問　静岡地方法務局人権擁護課
　　☎054-254-3555

■時
■他

■問

女性の人権ホットライン

　消費税の仕入税額控除の方式と
して、令和5年10月1日から、新たに
導入される「インボイス制度」につい
て説明します。
　11月22日(火)、12月19日(月)
①10:00～11:00、②13:30～
15:00(②は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)
　各日①20人②20人(先着順)
　前日までに電話で
　個人事業者
　富士税務署個人課税第一部門
　☎0545-61-2463
　法人
　富士税務署法人課税第一部門
　☎0545-61-6629

■時

■申

■所

■問

■定

消費税インボイス制度
説明会

　市立小中学校の学校給食用物資
の納入を希望する事業者のための
説明会です。
　12月5日(月)14:00～15:00
　学校給食センター2階多目的
ホール
　各事業者1人
　新規登録希望者は、11月30日
(水)16:00までに電話で。登録済
みの事業者は、申し込みは必要あ
りません。
　登録には、条件や審査があります。
　学校給食センター　☎59-2131

■時

■申
■定

■所

■他
■問

令和5年度学校給食用
物資納入業者登録説明会

社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書

国保・年金

　日本年金機構が、令和4年1月～
9月に国民年金保険料を納付した
人に、11月末までに「社会保険料
(国民年金保険料)控除証明書」を郵
送します。
　年末調整や確定申告をする時に
必要になるため、大切に保管してく
ださい。

家族の国民年金保険料を納付
した場合は、納付した人の社会
保険料控除に加えることがで
きます。
10月～12月に今年初めて納
付した人には、2月に控除証明
書を郵送します。

　ねんきん加入者ダイヤル
　☎0570-003-004
　050から始まる電話でかける
　場合は☎03-6630-2525
　富士年金事務所
　☎0545-61-1900

■他

■問

　創エネルギー機器や、蓄エネル
ギー機器を設置・購入する事業者
に、設置費用の一部を補助します。

創エネ・蓄エネ機器設置費
等補助

事業者

太陽光発電
システム

１kw/20,000円
※上限100万円

ビークル・トゥ・
ホームシステム 上限50,000円

上限50,000円クリーンエネル
ギー自動車

定置用リチウム
イオン蓄電池

補助対象機器 補助金額

上限100,000円
(6年以上のリー
ス契約は上限
50,000円)

　市内の中小企業事業者など
　1月31日(火)まで
　応募要領と申請書類は市ウェブ
サイトからダウンロードできます。
　環境エネルギー室
　☎22-1131
　トップページ>事業者
の皆さんへ＞産業・環境
＞地球温暖化対策＞創エ
ネ・蓄エネ機器設置費等
補金(事業者用)

■対

■他
■申

■問

■HP

電力・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付金

補助・助成

　電力・ガス・食料品などの価格高
騰により、家計への影響が大きい低
所得世帯に5万円を給付します。
住民税非課税世帯
　11月上旬に確認書を郵送しま
す。期限までに返送してください。
　9月30日時点で市内に在住
し、世帯員全員の令和4年度住民
税(均等割)が非課税の世帯
　1月31日（火）までに郵送(消印
有効)または市役所1階緊急支援
給付金窓口で

家計急変世帯
　随時、申請を受け付けています。
　失業や離婚、新型コロナウイル
ス感染症などの影響で、令和4年
1月以降の収入が減少し、「住民税
非課税相当」と認められる世帯　
　1月31日までに郵送(消印有
効)または市役所1階緊急支援給
付金窓口で

【共通】
問　富士宮市臨時特別給付金コー
　ルセンター　☎0570-022-228

☎ 0570-070-810

■対

■申

■対

■申

■問

・

・

見 逃 せ な い 情 報
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　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
　  富士宮市役所　広報課

写真募集

事業者のみなさんへ

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

キャンバストートバッグA

アクリルスタンド＆キーホルダー

サンドラ＆ダミアンスペシャルC

アクリルスタンドサンドラ＆ダミアン

サンドラ＆ダミアンスペシャルB

5人

10人

5人

非売品

非売品

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～D)
◆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　11/20(日)
当選者の発表は、12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。
※色や柄は、写真と異なる場合があります。

■問
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１歳のお誕生日おめでとう！笑顔いっぱいみんなの宝物天使だよ♥

望月　翔天さんR3.10.28生

  そ　ら

非売品

キーホルダー

サンドラ・ダミアンD

各10人
非売品

富士宮に
引っ越して

きて

3日目。

おうちか
ら見えた

虹に感動
‼

佐野　蒼
一朗さん

R3.9.19
生

  そういち
ろう

8cm

2.5cm

15cm

6cm



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。

渋沢遺跡
しぶ さわ い せき

出　水
で みず

富丘
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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

歩く博物館 Fコース＜富丘地区＞
風祭の里を歩くコース
　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

　渋沢遺跡は、市内の代表的な弥生時代中期の遺跡で
す。
　富丘小学校の南側に位置し、下には渋沢湧水地と湿
地帯が広がっています。道路の工事で拡げられた幅0.5
ｍ・長さ60ｍの範囲に土坑（人が掘ったと考えられる
穴）跡が、11基発見されました。
　ほとんどの土坑は、直径0.5～1ｍの円形で袋状になっ
ており、そのうちの2基は遺体を土器に納めて埋葬する
土器棺墓であったため、ここは集団墓地であったと考え
られています。
　他にも、稲を刈るための磨製石包丁や木の伐採をする
ための大型石斧などの石器、煮炊きをするための甕や貯
蔵するための壺などの土器も見つかっています。

　丘陵の崖下の辺りから水が湧き出しているところが
あり、出水と言われています。
　湧水がいつまでも豊かであるようにという願いから、
近くに竜神が祀られています。
　一年を通して14～15℃の豊富な湧水が、にじますの
養殖に向いていたため、ここに市内最初の養鱒場が造
られました。
　今でも、湧水量の多い年には、近くの道路で水が湧き
出ることがあります。
　近くには「出水の観音さん」と呼ばれる観音堂があり、
その西側には1793(寛政5)年に造られた道祖神があり
ます。

　　文化課　☎22-1187　　22-1209

有料
ガイドブック

2
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■問

■他

■申
■料

■HP

■問

富士宮青木局

富丘こども園

セブンイレブン

富丘小学校

忠魂碑

渋沢遺跡
出水

184

JAふじ伊豆
富士宮富丘支店



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。

ビジネスコネクトふじのみや

富士山を守り未来につなぐ

富士山SDGs
エス ディー ジー  ズ
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　社会や環境とともに
変化する、地域社会の
ニーズに対応しながら、
地元企業を支援してい
ます。

　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

企画戦略課　☎22-1113　　22-1206

　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みんなで取り組む目
標です。
　できることから一つずつ、一人一人が意識して
行動しましょう。
　ここでは、富士宮市の取り組みを紹介します。

　市や富士宮商工会議所、芝川商工会、富士宮信用
金庫が連携し、総合相談窓口を設置し、地元の企業
や、創業を考えている人を支援しています。
　起業の方法や経営、販路開拓などの事業者の悩み
に、訪問やメールなど、さまざまな方法で相談に応じ
ています。

　地域の経済を活性化させるため
に、地元の企業や新しい産業、新しい
技術を創り出すことを支援する

集客

経営

販路
人材開発

資金

IT化起業

相談

提案

軽く すばやく

　DXとは、私たちの暮らしを快適で便利
にするためにデジタル化を進めることです。

■問

　　デジタル推進課　☎22-1116　　22-1205■問

■HP

みんなで進めるデジタル化

D X
ディーエックス

　富士宮市のデジタル化への取り組みを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＞総合計画・各種計画＞富士宮市DX（デジタ 
ル・トランスフォーメーション）推進計画

スマートフォンのタッチ操作を試そう
　タッチ操作に慣れると、スマートフォンが使いやす
くなります。

操作のポイント

　スマートフォンの画面に軽く
短い時間触れると、アプリや項
目を選択するこができます。

タップ
　2本の指を画面に触れたま
ま指を閉じると、画面や画像
を縮小できます。

　画面に触れたまま指を滑らせ
ると、動かしたい方向に画面を
上下左右に動かすことができます。

■HP

スワイプ

ピンチイン

　2本の指を画面に触れたま
ま指を開くと、画面や画像を
拡大できます。

ピンチアウト



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］
生活環境課 　　 22-1137　　  22-1140

ごみ・リサイクル

3キリで生ごみ削減

　市内では、年間で約4,000tの生ごみが発生しています。
　3キリを実践して、生ごみを減らしましょう。

生ごみの水キリ
　・生ごみは捨てる前に、ギュっとしぼる。
　・水切りネットを使う。

料理の食べキリ　
　・食べ残しをしない。
　・料理を作りすぎない。

食材の使いキリ
　・冷蔵庫の中身を定期的にチェックして、必要なものだ
け買う。

　・食べる分だけ作り、残った料理はリメイクする。

　ごみYouTuberが、ご
みを減らす方法やリサイ
クルについて、動画で紹
介しています。

①中身を使い切り、穴をあける　②かんの日に出す

　室内で穴あけを行うと、缶の中に残ったガスに引火する
恐れがあるため、危険です。
　火の気のない、風通しの良い屋外で行ってください。

　家庭用ビールサーバーや炭酸水メーカーなどに使われ
ている炭酸ガスカートリッジは、ごみ集積所に出さない
でください。
　捨てる場所は、製造メーカーや購入店、市役所4階生
活環境課までお問い合わせください。

　ごみの不法投棄は、景観を損なうだけでなく、土壌汚
染や地下水汚染などの環境汚染につながります。
　ごみは、決められたルールを守り、指定の場所に出し
てください。

自分の土地に不法投棄されないために
・定期的に草刈りや除草をして、きれいな状態を保つ。
・柵や看板を設置する。
・ロープやフェンスで敷地を囲う。

炭酸ガスカートリッジの捨て方

不法投棄は犯罪です

スプレー缶・カセットボンベの捨て方

ごみyoutube

定期的にパトロールしています
　自然環境を守るため、富士
山麓環境パトロール隊と市の
職員が週に1回パトロールを
行い、不法投棄されたごみを
回収しています。

■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

ごみ減量情報配信中

動画で捨て方
をチェック

No littering

ポイ捨て禁止
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　「子どもと本を楽しむために」を
テーマにお話しします。
時　12月6日(火)13:30～15:00
所　文化会館小ホール
対　市内在住・在勤の人
定　100人
料　無料
講　護得久えみ子さん
　　(東京子ども図書館司書)
申　11月9日(水)～電話、電子申請
または中央図書館窓口で
他　託児あり(先着10人・1歳以上・
受け付けは11月20日(日)まで)
　　中央図書館　☎26-5062

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

春風亭柳橋・三遊亭遊雀　二人会

　恒例の八代目春風亭柳橋師匠に
よる寄席。今回は三遊亭遊雀師匠
を招き二人会で競演します。
　柳橋師匠は、大学を卒業後いっ
たんは就職しますが、落語家になり
たいとの想いから会社を辞め、七代
目春風亭柳橋に入門。平成20年に
八代目を襲名しました。
　遊雀師匠は、落語協会の三代目
柳家権太楼に入門し、真打「柳家三
太楼」まで昇格するも、破門。その
後、三遊亭小遊三一門となり「三遊
亭遊雀」に改名し、落語芸術協会に
入会、という異例の経歴を持ってい
ます。豊かな表現力で会場に爆笑
を巻き起こします。

　柳橋師匠の弟子で、7月に二つ目
に昇進したばかりの春風亭かけ橋
さんも噺を披露します。
時　1月21日(土)14:00～
所　小ホール
料　前売り2,000円
　　当日　2,500円
　　(全席自由）※未就学児入場不可
申　11月26日(土)
　　 9:00～会館窓口で
　　13:00～電話・ＷＥＢで
問　文化会館　☎23-1237

今月のおすすめ本　ー知れば知るほどハマる！気楽に楽しむ科学の世界ー

親子で作れる！摩訶不思議な
サイエンススイーツ

　楽しくておいしい「サイエンスス
イーツ」の実験レシピを紹介。お菓
子作りの過程で生まれるさまざまな
「なぜ？」に迫ります。

太田さちか／著

文系もハマる科学
　―ドキドキするほど面白い！―

　思わず人に話したくなる科学の話
を紹介しています。科学を敬遠しが
ちな人こそ夢中になれて、身近なも
のの見方が変わる一冊です。

五十嵐美樹／著

ご    え    く

りゅうきょう

ゆうじゃく

ごん  た  ろう

［お詫びと訂正］
　10月号33ページ「荒牧陽子×松浦航
大最強！！歌マネライブ」の記事に一部誤
りがありました。お詫びし、訂正します。
(誤)荒巻陽子→(正)荒牧陽子

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

広 報 ふじ の み や 　 2 0 2 2 . 1 1 33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

児童文学講演会

■時
■所
■料

■申

■問

■時
■所
■対
■定
■料
■講

■申

■他

［休館日］中央・西富士 〇　　芝川 〇　　共通
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宮ゼミ

生涯学習ガイドブック　秋冬版　も配布中！

　　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

市公式ウェブサイトでも
見ることができます。

　日々の活動の様子や、公民館の
日常、講座のお知らせなどを投稿
しています。

■HP

　　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＞公民
館公式Instagram（インスタ
グラム）

■HP

公民館公式Instagram

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

料　理
12/2(金)
深澤宏介さん（深澤味噌店）

午後
2,700円

根北
11/15

無添加味噌づくり
《冬仕込み》

12/17(土)
富士山朝霧高原そばの会

午前
1,500円

富丘
11/15そば打ち講座

12/10(土)
小林賢治さん

午前or午後
1,400円

南部★
11/17本格的　手打ち蕎麦

園　芸
12/10(土)
岩田徹さん

午前
2,900円

柚野
11/19早春を彩る寄せ植え

12/16(金)
岩田徹さん

午前
2,900円

芝川
12/1お正月の寄せ植え

親子・子ども
12/6(火)
佐野朱梨さん

午前
無料

根南
11/15

ママピラティス＆
ふれあい体操Ⅰ

12/17(土)
伊藤須美子さん

午前
1,200円

大富士
11/15

親子クリスマスケーキ
作り

12/17(土)
高瀬文江さん 村野さよ子さん

午前
700円

柚野
11/19わくわくクッキング

12/26(月)
小林恵理さん

午前
1,500円

駅前
11/24

「インアリウム」
子どもの絵を残そう

12/24(土)
望月飛秀さん　ほか

午前
無料

西★
12/06

冬休み宿題応援隊
書き初め（小3・4）

12/25(日)
望月飛秀さん　ほか

午前
無料

西★
12/06

冬休み宿題応援隊
書き初め（小5・6）

和モダン正月飾り 12/13(火)
野田栄子さん

午前
1,400円

西★
11/17

笑い竹づくり 12/16(金)
志村雅芳さん

午前
2,000円

柚野★
11/18

おしゃれでモダンな
正月飾り

12/2(金)
野田栄子さん

午前
1,400円

芝川★
11/17

手芸・工芸

ココロ☆カラダ整う　
やさしいヨガ　Ⅰ

12/16・23、1/6・13・20(金)
佐野千穂さん

午前
2,000円

西★
11/29

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

冬休み宿題応援隊書き初め冬休み宿題応援隊書き初め
「インアリウム」

子どもの絵を残そう
「インアリウム」

子どもの絵を残そう

お正月の寄せ植えお正月の寄せ植え 正月飾り正月飾り



■ラジオf FM84.4Mhz
番組名 放送日

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～

11/11 7:42頃～

■税などの納期
日付 納期となる税など

市民税・県民税(3期)
国民健康保険税(4期)
介護保険料(4期)
水道料金・下水道使用料(10月分)
後期高齢者医療保険料(4期)
下水道事業受益者負担金(3期)
保育料(11月分）
市営住宅使用料・駐車場使用料(11月分）
国民健康保険税(5期)
介護保険料(5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
11/  6

11/13

11/20

11/27

12/  4

0544-27-3151

0544-24-1322

0544-23-1182

0544-28-5800

0544-27-3151

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)

11/  4

11/28

11/30

12/  5

■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    

■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
11/  3

11/  6

11/13

11/20

11/23
11/27
12/  4

0545-65-8500

0545-66-0100

0544-21-3100

0545-57-3000

0545-60-7100
0544-29-6000
0545-61-5810

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)
長野医院(富士市柚木)
なかがわ眼科(大岩)
阿部眼科医院(富士市柚木)

■相談(祝日は実施しません)

相談 日付・時間

①～⑨ 市民生活課(　 22-1196)
⑩～⑫ 商工振興課(　 22-1295)
⑬　　 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消費生活相談
商品やサービスなどの契約、
悪質商法

⑥税理士税務相談 ※要予約
各種税金に関すること

④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

⑤司法書士相談 ※要予約
サラ金、登記、少額訴訟など

⑧行政相談
国や特殊法人などに関する
意見、苦情、要望

⑦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

⑨人権相談
いじめ、差別、嫌がらせなど

月～金　
9:00～16:00

11/2・9・16・30
13:30～相談終了

11/10
10:00～15:00

今月は実施しません。

月～金　
8:30～17:00
(受付は16：30まで)

11/25
15:00～17:00
11/22
10:00～15:00

毎週月・木(祝日を除く)
9:00～16:00

11/15
13:00～16：00

11/1・15
13:00～15:00

11/11
13:00～16:00

⑪弁理士相談　※要予約
特許申請など

⑫創業相談　※要予約
創業に関すること

11/8
13:00～15:00

⑬宅地建物取引士相談
不動産に関すること

⑩内職あっせん

11/2・16・30
14:35頃～
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スケジュール(11/1～12/10)

　令和4年10月21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。

※傍聴を希望する場合は、事前に連絡してください。

■教育委員会
日付 名称 時間
11/17 11月定例会 10:00～

教育総務課(　 22-1182)■問

※1 12:00～13:00は実施しません。
※2 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
11/  6
11/  8
11/12
11/20
11/22
11/27

芝川会館
富士宮市役所
イオンモール富士宮
イオンモール富士宮
富士宮市役所
イオンモール富士宮

10:00～16:00※1
9:30～16:00※2
9:30～16:00※2
9:30～16:00※2
9:00～16:00※2
9:30～16:00※2

市議会事務局(　 22-1191)■問

■富士宮市議会11月定例会（予定）
日付 名称

11/24
11/28
11/29
11/30
12/1
12/6・7・8
12/9

本会議(開会)
本会議(議案審議)
総務文教委員会
環境厚生委員会
産業都市委員会
本会議(一般質問)
本会議(一般質問、議案審議、閉会)

※議会はインターネット中継しています。(タブ
レットやスマートフォンからも視聴できます)

取り扱い業務 窓口
■市役所休日開庁日　11/6(日)・12/4（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などの手続き
・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。

※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。

※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。

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

相談 日付・時間
場所：7階721会議室

11/6・22は献眼・献腎登録もできます。

富士年金事務所(　 0545-61-1900)■問

11/24
10:00～15:00年金相談　※要予約



まちかど写真館

侵攻から7カ月「ウクライナの今」

　10月1日（土）～15日（土）、県内在住
の川口敏彦さんが富士山環境交流プラ
ザでエベレスト写真展を開催しました。写
真展には、川口さんが数年前、標高
3,800メートルのネパールクンデ村で撮
影した、エベレスト街道の風景や、ヒマラ
ヤ登山の案内をするシェルパ族などの写
真が並びました。
　川口さんは、「世界に誇る山のつながり
によって、シェルパ族と富士宮市民がつな
がり、特に子どもたちが異文化に触れる
機会を多く作っていければ」と話していま
した。

富士山とエベレストをつなぐプロジェクト

　9月20日（火）、ウクライナ出身のオク
サーナ・ピスクノーワさんが、市役所で「ウ
クライナの今」と題して講演を行いました。
　オクサーナさんは、今年の夏に故郷で撮
影した写真や動画を紹介しながら、安全な
場所がどこにもないウクライナの現状を語
りました。
　真冬に仮設住宅で暮らす人や、教育を
受けられない子どもたちへの不安につい
ても触れ、ウクライナへの継続的な支援を
呼び掛けました。
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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)
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さくやちゃん
Twitter

9月号の感想を一部抜粋して紹介します。
金木犀が香る爽やかな秋。すっきりとした空気が広がるこの
季節は、1年で最もストレスフリーな取材ができます。これか
ら、富士宮まつり、産業フェア、オリンピアンの来宮など、わく
わくするイベントが待っているので、まちや人をた
くさん撮影しに出かけたいと思います。「広報ふじ
のみや」の腕章を見かけたら、ぜひご協力を♪(村）

表紙の向日葵の写真が季節感があり、笑顔と色彩に癒され
た。今にも聞こえそうな親子の笑い声がいつまでも続きますよ
うに。
規模は縮小されているが、久しぶりに夏の思い出に残る行事
が満載で、御神火まつりや宮おどりなど、活気のある様子を感
じられ、改めてお祭りの良さを実感した。
川を守るために、清掃している方がいるのを初めて知った。
認知症の方への具体的な接し方がわかり、参考になった。

・

・

・
・


