
お知らせ
Announcement
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。

５月 22 日㈭　10 時〜 13 時

市役所１階市民相談室

14 人程度（先着順）

 電話または窓口でお申し込みくだ

さい。

５月８日㈭

☎国保年金課　995-1813

深良用水まつり

 ４月 27 日㈰　８時 20 分〜 15 時

30 分

深良小学校グラウンド

 仮装行列、開会式典、田植実演、

各種展示、出店、ステージイベン

ト、もちまきなど

※ 駐車場が少ないため、公共交通機

関をご利用ください。

※ 雨天時は、会場を深良支所と深良

小学校体育館に変更し、一部イベ

ントを中止します。

☎深良支所　992-0400

市指定給水装置
工事事業者の追加

　新たに尾上水道設備、有限会社市

川設備工業所の２事業者が追加され

ました。

●尾上水道設備

　〒 411-0803

　三島市大場 1087-119

　☎ 972-0483

●有限会社　市川設備工業所

　〒 410-0865

　沼津市東間門２丁目２番地の４

　☎ 963-4690

☎上水道課　995-1833

ふるさと富士山
ナイスアングル写真展

　静岡県側から一般の方々が撮影し

た個性あふれる富士山の写真を展示

します。

 ４月 19 日㈯〜６月 29 日㈰　９

時〜 16 時 30 分

※ 休館日／毎週㈪（５月５日㈪は開

館）・４月 30 日㈬・５月７日㈬

富士山資料館特別展示室

大人 210 円、小・中学生 100 円

☎富士山資料館　998-1325

パスポート訂正申請手続き
が一部変更

　旅券法の一部が改正されたため、

氏・本籍の変更による記載事項の訂

正の制度が廃止になり、新たに記載

事項変更旅券申請の受付が開始され

ます。訂正申請には写真が不用でし

たが、記載事項変更旅券申請では必

要になります。受取りは申請から土、

日、祝日と年末年始を除いて８日後

以降になります。

☎市民課　995-1812

暮らしなんでも相談

　家庭・労働・年金問題、法律関係、

多重債務など、日常生活の中の悩み

事に専門的なアドバイスをしてくれ

るところを紹介します。

受付時間／９時〜 17 時（平日）

☎ライフサポートセンター　
　922-3715

難病患者介護家族
リフレッシュ事業

　医療保険対象の訪問看護を２時間

実施した方で希望する方に、同内容

で２時間以上６時間以内の訪問看護

を行います。

 在宅で人工呼吸器を使用している

方か気管切開により頻繁に吸引が

必要な方で、次のいずれかに該当

する方

　❶特定疾患患者

　❷小児慢性特定疾患患者

　❸筋ジストロフィー患者

　❹重症心身障害者（児）

 費用など詳細は障がい福祉課まで

お問い合せください

☎障がい福祉課　995-1820

　下表は、標準農雇賃金です。この表を参考に金額を決定してください。
作業名 賃金（円） 摘要

普通農作業（重） 12,500
労働時間８時間

普通農作業（軽）  8,000

育苗 （※）1,080～
　　　1,188

１枚あたり（種子代・消毒・肥料・
田植え時までの管理・配達を含む）
※育苗箱代は除く

田植機 （※）14,040

10a あたり（標準２枚とし、状況
によって 1,000 円～ 1,500 円の
割り増しとする）

田のすき （※）11,340
田の代かき （※）13,500
田の代かきぐるみ （※）18,900
畑のすき （※）11,340
バインダー（ヒモを含む）（※）13,500
コンバイン （※）24,840
ハーベスター （※）14,040

茶摘み
（※） 5,992 労働時間８時間
（※）   324 生葉手摘み１kgあたり

平成26年度　農雇賃金

※機械借り上げ量＋賃金（税込）

農林振興課
995-1824
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日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　☎問合せ　 HP Web　 Mail　 ＦＡＸ FAX　

ＵＴＭＦ開催による
交通規制

　ウルトラトレイル・マウントフジ

（ＵＴＭＦ）が開催されるため片側通

行となります。

 ４月25日㈮　21時〜26日㈯　７時

30分

 県道 152 号線（富士山スカイラ

イン）水ケ塚公園前〜太郎坊線交

差点

☎生涯学習課　992-3800

ウグイスカード

　ウグイスカードはもしもの事態で

救急隊が自宅に駆けつけたとき、適

切な処置をするために、医療情報、

薬剤情報を記入して自宅に備え付け

ておくものです。

 お住まいの地区の区長に直接お申

込ください。自治会に加入してい

ない方は地域振興課にお問合せく

ださい。

☎地域振興課　995-1874

美化センター
ごみの持ち込みの休止

　美化センターの施設点検整備のた

め、４月 30 日㈬はごみの持ち込み

はできません。

☎美化センター　992-3210

認知症を語る会

　介護による悩みを共有する機会や

講演会を通じて最新の介護情報を提

供します。

 ５月２日㈮　13 時 30 分〜 15 時

市民活動センター

☎社会福祉協議会　992-5750

住民票、印鑑証明など
自動交付機の利用停止

　庁舎工事のため、４月 20 日㈰８

時〜 17 時まで市役所、生涯学習セ

ンターに設置されている、住民票・

印鑑証明・所得証明を発行する自動

交付機のサービスを休止します。

☎市民課　995-1812

婚姻届と出生届を提出した
方にお祝い状を贈呈

　富士山の世界遺産登録と市の公式

ゆるキャラが決定した記念に婚姻届

か出生届を提出された方に四季折々

の富士山の写真と市長の直筆メッ

セージが入ったお祝い状を贈呈しま

す。

 市内在住で市に婚姻届か出生届を

提出された方

☎市民課　995-1812

　まもメールは、家族や住民の安全

を守るために配信する緊急情報メー

ルです。夜間に届くこともあります。

１．配信情報

　以下の５つの情報のうち、受信を

希望する情報を選択することができ

ます。

❶不審者情報
　　市内で発生した不審者情報

❷犯罪情報
　 　空き巣や忍び込み、振り込め詐

欺、凶悪犯罪などの情報

❸行方不明者情報
　 　市民や近隣市町民で、行方不明

者の捜索情報

❹自然災害緊急情報
　 　台風、水害、地震、光化学オキ

シダントなどの情報

❺J-ALERT情報
　 　緊急地震速報、地震情報、火山

情報、気象情報

２．登録方法

❶ＱＲコードを利用してメール送信
　読み取り機能がある場合は、次の

ＱＲコードを読み取り、表示された

あて先に空メールを送信してくださ

い。またＱＲコードの読み取り機能

がない携帯電話の場合、cfm@io.dat 

aeast.jp のアドレスを入力し、題名

を c-susono と入力後メールを送信

してください。

※ ＱＲコードは、デンソーウェーブ

の登録商標です

❷�メール送信後、登録案内メールが
届きます。

　 　内容を確認の上、指示に従って

詳細を登録してください。

❸�登録完了メールを受信したら登録
完了です。

▲au、softbank ▲docomo

まもメール（緊急情報配信メール）
に登録を！ 地域振興課

995-1874
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募 集
Recruitment
消費生活勉強会

　身近な砂糖の成分、製法、価格に

ついて勉強します。

 ５月 12 日㈪

　13 時 30 分〜 15 時 30 分

市役所 401 会議室

40 人

筆記用具

電話でお申し込みください。

☎ 市消費生活研究会
　富岡992-3583
　関野992-0565

食育ボランティア養成講座

　バランスのよい食事や生活習慣病

予防などの講義・調理実習を受け、

食育ボランティアとしての知識や技

術を身につけられます。

 ❶５月16日㈮　９時30分〜12時

　 ❷５月23日㈮　９時30分〜13時

　 ❸５月30日㈮

　　９時30分〜13時30分

　 ❹６月４日㈬

　　９時30分〜12時20分

　 受付はいずれも９時〜９時 20 分

 福祉保健会館 1 階健康実習室・健

康研修室

 市内に住民登録のある20歳から65

歳の方で、全４回出席できる方

❶❹は 100 円、❷❸は 200 円

　南児童館では日本舞踊、合唱教室、

生花教室、一輪車サークル、子ども

クラブ員の募集をしています。

４月 29 日㈫

直接お申し込みください。

☎南児童館　993-1881

◦日本舞踊 �
　日本舞踊の基礎基本を学習し、礼

儀作法や美しい起居振舞を身につけ

ます。

 各月第１・第３㈰ 10時〜11時30分

 年長・小・中学生

10 人程度

各月 800 円

◦合唱教室 �
　みんなで協力して合唱に取り組み

ます。楽譜を読めるようになります。

 各月第２・第４㈯ 13時30分〜15時

 年長・小学生

年間 500 円

◦生花教室 �
　生花の基本を学習します。作品は

毎回持ち帰ります。

 各月第１・第３㈯ 13時30分〜15時

 小・中学生

各回 700 円

◦一輪車サークル �
　親子で一輪車を楽しみます。日本

一輪車協会公認技術認定級の取得が

できます。

 各月第２・第４㈰ 13時30分〜14時

30分

 年長以上（小学生以下は保護者同伴）

年間 400 円

 練習時は一輪車を貸与しますが、一

輪車を持ち帰ることはできません。

◦子どもクラブ員 �
　１年間を通して自分たちで行事の

企画・運営や、児童館の手伝い、福

祉施設訪問など、アイデアを出し

合って活動します。

 各月第１・第３㈰ 13時30分〜15時

または随時

 小・中学生

電話でお申し込みください。

４月 21 日㈪〜５月 13 日㈫

☎健康推進課　992-5711

浙江省中国語研修生

　県と浙江省との友好交流事業の一

環として、浙江大学に派遣する中国

語研修生を募集します。

 ９月〜平成 27 年２月

 浙江大学

 満 20 歳以上 40 歳未満

２人

５月 23 日㈮

 県ホームページから申込書と誓約

書をダウンロードし必要事項を記

入して郵送でお申し込みください。

☎県地域外交課
　054-221-3066

南児童館講座生南児童館講座生
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納付期限：６月２日㈪

軽自動車税� 全期分

５月　税金・料金

５月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈯ ㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

４日㈰ ㈲井上設備工業
☎ 997-4578

５日㈪ 工管設
☎ 993-1603

６日㈫ 山崎設備
☎ 997-6766

10 日㈯ 一和設備工業
☎ 997-4663

11 日㈰ 田央設備㈲
☎ 997-5175

17 日㈯ ㈲北住設機器
☎ 993-1250

18 日㈰ ㈱西島工業
☎ 993-1070

24 日㈯ ㈲杉山産業
☎ 992-1131

25 日㈰ 植松水道
☎ 992-4644

31 日㈯ ㈲古谷設備工業
☎ 992-5379

５月　カレンダー

１日㈭ 十里木キャンプ場開場

11日㈰ 富士裾野高原マラソン

17日㈯・
18日㈰ 五竜みどりまつり

人　口　53,582人� （−198人）
　男　　27,333人� （−126人）
　女　　26,249人� （−72人）
世　帯　21,314世帯� （-7世帯）
内、外国人� 728人�375世帯

４月１日現在
データバンク

市障害者計画
障害福祉計画策定委員

　市では、平成 26 年度すそのふれ

あいプラン第４次市障害者計画と第

４期市障害福祉計画の改定を行いま

す。この計画を策定するための策定

委員を募集します。

２人

任期／委嘱日から平成27年３月まで

 市内に住んでいる満 20 歳以上の

方

 所定の申込用紙に必要事項を記入

し、窓口に直接または郵送で提出

してください。

４月 25 日㈮（必着）

☎障がい福祉課　995-1820

ふるさと創生文化
事業団体に補助金を交付

　ふるさと創生事業を実施する団体

に補助金を交付します。

 市内に活動拠点があり、市内全域

を対象として活動し、以下のいず

れかの活動をする団体

　●地域の文化活動

　●伝統芸能の保護活動

　●文化芸術の創作活動

　●文化遺産の啓発活動

 生涯学習センターにある所定の申

込用紙に必要事項を記入してお申

し込みください。

５月 25 日㈰

☎生涯学習課　992-3800

すその３３プログラム

　生活習慣改善に役立つ教室です。

 ❶５月15日㈭　９時30分〜14時

　❷６月12日㈭　９時30分〜12時

　❸７月31日㈭　13時15分〜16時

 福祉保健会館１階

 ❶講話「プロに学ぼう！Ⅰ　生活

習慣と体のしくみ」

　❷健康長寿のための運動

　 ❸講話「プロに学ぼう！Ⅱ　歯周

病と生活習慣病の深い関係」

 市内に住民登録のある 20 歳から

74 歳までの方

15 人

５月９日㈮

 電話でお申し込みください。

☎健康推進課　992-5711
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