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お知らせ
Announcement

農業委員会委員選挙

　委員定数は 16 人です。

 ●選挙期日▶７月６日㈰●立候補

予定者説明会▶６月６日㈮午前９

時30分～●立候補届出書類事前審

査▶６月16日㈪９時～12時●立候

補届出▶６月29日㈰８時30分～17時

市役所会議室

☎選挙管理委員会（総務管財課）
　995-1807

学校開放調整会議

　学校体育施設を利用する場合は、

必ずこの会議に出席してください。

地区 期日 会場

東地区 ６月４日㈬ 生涯学習
センター深良地区 ６月６日㈮

須山地区 ６月10日㈫ 須山コミセン

西地区 ６月11日㈬ 生涯学習
センター富岡地区 ６月12日㈭

時間はいずれも 19 時～

☎生涯学習課　992-3800

にこにこキャラバン
千福が丘地区の巻

　民生委員児童委員（主任児童委員）

と楽しいひとときを過ごしてみませ

んか。申し込みは不要です。直接会

場へお越しください。

５月 20 日㈫　10 時～ 11 時 30 分

千福が丘町内会館

未就園児とその保護者

 歌、手遊び、リズム遊び、親子製

作、主任児童委員を交えたフリー

トークなど

☎社会福祉課　995-1819

▪６月２日　人権擁護特別相談を開催
　市内には、法務大臣から委嘱された６人の人権擁

護委員がいます。隣人とのもめ事、いじめ、差別、

ＤＶなどの相談に応じています。

偶数月の 20 日　10 時～ 12 時　13 時～ 15 時

※ 20 日が土日・祝日の場合はその直後の平日

市役所４階会議室

　６月１日の人権擁護委員の日にあわせ、人権擁護

特設相談を開催します。

６月２日㈪　10 時～ 12 時　13 時～ 15 時

市役所４階 402 会議室

▪市民と行政のパイプ役　行政相談委員
　市内には、総務大臣から委嘱された２人の行政相

談委員がいます。国の仕事や手続き、サービスにつ

いて、要望や困っていることがあったときに、行政

とのパイプ役となるのが行政相談委員です。皆さん

から行政への要望などを聴き、アドバイスをしたり、

そこで明らかになった問題を関係する行政機関へ通

知したりします。

　市では、毎月、相談会を行っています。

 毎月20日　●偶数月▶10時～15時●奇数月▶10時～

12時　※20日が土日・祝日の場合はその直後の平日

市役所会議室

渡邉　美也子

小野田　勝正

湯山　貴志子

渡邊　早苗

大森　紀行

芹澤　隆伸

池田　宗久

川口　美津子

人権相談・
　�行政相談

人権擁護委員（敬称略）

行政相談委員（敬称略）

市長戦略課広報室
995-1802☎
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お知らせ
Announcement

富士スピードウェイ
無料入場デー

　市内に住んでいるか通勤・通学し

ている方とその同伴者は無料で入場

できます。ゲート係員に証明できる

ものを提示してください。

 〈対象日・対象レース〉

６月７日㈯
　　８日㈰

ザ・ワンメイク
レース祭2014

６月14日㈯ Eco�Car�CUP�2014

６月21日㈯
　　22日㈰

2014富士チャンピオン　
レースシリーズ第２戦
インタープロトシリーズ
第２戦

６月29日㈰ 2014MCFAJクラブマン
ロードレース（バイク）

☎富士スピードウェイ
　0550-78-2312

わたしの主張 裾野市大会

　市内の小中学生、高校生の代表が、

日常生活の中で考えていることを発

表します。入場自由です。

６月１日㈰　９時30分～12時30分

市民文化センター大ホール

☎生涯学習課　992-3800

富士のふもとの大博覧会

５月24日㈯・25日㈰　10時～16時

ふじさんめっせ（富士市柳島189-8）

 富士のふもとのグルメコンテスト

（24 日）、登山家の田部井淳子さ

んの講演会（24 日）、富士山ご当

地アイドル「3776」ライブ（25 日）

など

☎ふじさんめっせ
　0545-65-6000

認知症を語る会

　申し込み不要です。

６月６日㈮　13 時 30 分～ 15 時

 市民活動センター（福祉保健会館

１階）

認知症の方を介護している家族

☎社会福祉協議会　992-5750

市ファミリー・サポート・
センター講習会

　ファミリー・サポート・センター

は、子育ての手助けをしてほしい方、

子育ての手伝いをしたい方が会員と

なって一時的に子どもの世話を有料

で行うシステムです。子どもを預か

る方（まかせて会員・どっちも会員）

を対象とした講習会を開催します。

日時 会場

❶ ５月28日㈬
９時15分～12時

市役所
地下会議室Ａ

❷ ５月29日㈭
９時15分～12時

消防庁舎３階
災害対策室

❸ ５月30日㈮
９時15分～12時

市役所
地下会議室Ａ

 ❶オリエンテーション、子どもの

発達心理❷子どもの体の発育と病

気、応急手当講習❸子どもの遊び

 ●託児（無料）あります。●ファ

ミリー・サポート・センターの会

員を随時募集しています。

 ☎市ファミリー・サポート・セン
ター　965-3681

【臨時特例による住民税の均等割の額】

区　分
標準税率 超過税率

※森林（もり）
づくり県民税

計
通常 臨時特例

個人県民税 1,000円 � �500円 � �400円 1,900円
 〃 市民税 3,000円 � �500円 � �� � 0 円 3,500円

計 4,000円 1,000円 � �400円 5,400円
◦超過税率の森林（もり）づくり県民税は、平成 27 年度までです。

　東日本大震災を教訓として防災・減災事業の財源を確保するため、

特例法にもとづき、個人県民税と市民税の均等割額がそれぞれ500円

引き上げられます。期間は、今年度から平成35年度までの10年間です。

防災・減災事業
の財源に！

住民税の均等割額の引き上げ
平成35年度までの10年間

☎課税課　995-1810
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納付期限：６月30日㈪
市県民税� 第１期分

水道料金・下水道使用料� 第２期分

６月　税金・料金

６月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

1 日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎ 997-0701�

7 日㈯ ㈲渡辺設備
☎ 992-3034�

8 日㈰ ㈲杉山設備工業
☎ 993-3030�

14 日㈯ ㈲小沢土建
☎ 992-1401�

15 日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎ 992-6599�

21 日㈯ ㈱中川商店
☎ 993-1555�

22 日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎ 997-2704�

28 日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎ 997-0983�

29 日㈰ 小川設備工事店
☎ 993-2074

６月　カレンダー

１日㈰
私の主張裾野市大会

土砂災害防災訓練

14日㈯ 健康と歯の
フェスティバル

12日㈭
～24日㈫ 市議会６月定例会

人　口　53,586人� （＋4人）
　男　　27,347人� （＋14人）
　女　　26,239人� （−10人）
世　帯　21,360世帯�（＋46世帯）
内、外国人� 722人�379世帯

５月１日現在
データバンク

募 集
Recruitment

婦人バレーボール大会

７月６日㈰　９時～

 市民体育館・向田小学校

 市内に住んでいる 20 歳以上の女

性　※学生を除く

構�成／１チーム 15 人以内。チーム

は、原則として行政区単位で編成。

１チーム 2,000 円

 市民体育館にある所定の申込用紙

に必要事項を記入し提出してください。

５月 22 日㈭～６月 22 日㈰

☎市民体育館　993-0303

高齢者保健福祉計画等
策定委員

 市内に住んでいるか通勤している

20 歳以上の方

若干名

 市の高齢者保健福祉計画、介護保

険事業計画を作成するため、策定

委員会を月に１回程度開催します。

 社会福祉課にある所定の申込用紙

に必要事項を記入し、お申し込み

ください。

５月 30 日㈮

 ●任期は計画の策定が完了するま

でです。26 年度中に策定する予

定です。●書類審査、面接により

選考します。

☎社会福祉課　995-1819

相談
Counseling

販売農家の経営所得安定
対策申請の相談会

　申請書の記入方法などについての

相談会です。

❶５月28日㈬　10時～16時

　 ❷６月４日㈬　13時30分～16時

　 ❸６月５日㈭　13時30分～19時

 ❶市役所４階 402 会議室

　❷須山支所２階小会議室

　❸市民文化センター 35 会議室

 昨年の経営所得安定対策の加入者

には、５月中に申請書を送付しま

す。

☎農林振興課　995-1823

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の受

付や手続きの相談に応じます。

６月 26 日㈭　10 時～ 13 時

 市役所１階市民相談室

14 人程度（先着順）

 事前に電話または窓口で予約して

ください。

６月 12 日㈭

☎国保年金課　995-1813
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