
お知らせ
Announcement

勤労者資金貸付制度
（住宅建設資金・教育資金）

　市と労働金庫が協調融資する勤労

者向けの貸付制度です。両制度の貸

付利率は、平成 27 年３月 31 日ま

でに貸付を受ける場合の利率です。

 【勤労者住宅建設資金貸付制度】
　勤労者の方が市内に自ら居住する

ため、住宅を新築・増改築（リフォー

ムを含む）する場合、または土地・

建物を購入する場合に利用できます。

貸付限度額／ 1,000 万円

返済期間 貸付利率
５年 0.9％
10年から３５年までの期間
で、１年を単位とする期
間

1.2％※

※  10 年固定金利です。11 年目以降

は労働金庫と貸付を受けた方が契

約で定める率となります。

 【勤労者教育資金貸付制度】
　市内に住んでいる勤労者の方、ま

たはその子どもが、高校・大学など

の教育費用が必要な場合に利用でき

ます。

貸付限度額／ 300 万円

返済期間 貸付利率
5年※在学期間中の据え
置き可 1.80％

労働金庫裾野支店　993-8111
　商工観光課　995-1857

富士山マイカー規制

　富士山の自然保護と安全で快適な

登山のため、マイカー規制を実施し

ます。規制期間中はマイカーの通行

ができません。乗換駐車場に駐車し、

有料のシャトルバス、タクシーに乗

り換えてください。駐車料金は、１

台につき 1,000 円です。

●�富士宮口（富士山スカイライン登
山区間）

　 ７月10日㈭　17時～

　９月10日㈬　17時（連続63日間）

●須走口（ふじあざみライン）
　７月11日㈮12時～13日㈰12時

　７月18日㈮12時～21日㈪12時

　７月25日㈮12時～27日㈰12時

　８月１日㈮12時～24日㈰12時

　８月29日㈮12時～31日㈰12時

　９月５日㈮12時～７日㈰12時

県道路企画課
　054-221-3359

水ケ塚公園

夏休み手話教室

　どなたでも無料で参加できます。

７月 19 日㈯・27 日㈰

福祉保健会館３階研修室

 指文字、あいさつ、自己紹介、手

話の歌、手話ゲームなど

社会福祉協議会　992-5750

認知症を語る会

　介護家族の会では、認知症を介護

している家族を対象に「認知症を語

る会」を開催します。申し込みは不

要です。直接会場へお越しください。

７月４日㈮　13 時 30 分～ 15 時

市民活動センター（福祉保健会館）

社会福祉協議会　992-5750
　介護家族の会　993-2508

　学校・保護者・地域が一体となった「地域との協働

による学校づくり」を進めるために、６人のスクール

コーディネーターが委嘱されました。スクールコー

ディネーターは、子どもたちのためによりよい環境を

整える活動などを行います。

 〔主な活動〕
　⑴ 授業への協力

　⑵ 体験学習への協力

　⑶ 環境整備への協力

　⑷ 学校行事やＰＴＡ行事への協力

　 　学校やスクールコーディネーターからボランティ

ア活動の依頼があった場合は積極的な協力をお願い

します。

 〈東小学校区〉中野里　高紀さん（前列左）

 〈東中学校区〉芹澤　隆伸さん　 （ 〃 中央）

 〈向田小学校区〉宮崎　謙二さん　 （ 〃 右）

 〈深 良 地 区〉増田　賢治さん　 （後列左）

 〈南小学校区〉三ツ石　純子さん（ 〃 中央）

 〈須 山 地 区〉渡邉　とし子さん（ 〃 右）

学校支援ボランティア　スクールコーディネーター紹介 学校教育課
995-1838☎学校支援ボランティア　スクールコーディネーター紹介
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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　 Web　 Mail　 FAX　

後期高齢者医療の
領収書の保管を！

　後期高齢者医療の医療費を一部助

成します。平成27年１月の申請時に、

平成26年１月１日から平成26年12月

31日までの領収書が必要になります。

大切に保管してください。

❶～❸のすべてにあてはまる方

　❶ 平成 27 年 1 月 1 日に、市に住

民登録があり、後期高齢者医療

の被保険者の方

　❷ 医療機関などで受診したときに

市に住民登録がある方

　❸ 後期高齢者医療の保険料に未納

がない方

助成額

❶�平成27年３月３1日時点
で80歳以上の方（昭和
10年３月３1日以前に生
まれた方） 年額

10,000 円
を上限❷�後期高齢者医療の被保

険者で重度障害者医療
費助成金受給者証をお
持ちの方

❶❷以外の後期高齢者医
療被保険者の方

年額
6,000 円
を上限

申�請期間／平成 27 年１月７日㈬～

30 日㈮

社会福祉課　995-1819

富士山フェスタ2014

　富士山の世界遺産登録１周年を祝

し、裾野市・御殿場市・小山町が共

同で記念イベント「富士山フェスタ

2014」を開催します。富士山にち

なんだステージやグルメのほか、ゆ

るキャラも登場します。

６月 28 日㈯　10 時～ 17 時

　６月 29 日㈰　10 時～ 16 時

富士山樹空の森

無料

 ステージイベント・人気芸人お笑

いライブ・ゆるキャラ大集合（じゅ

くうちゃん、バリィさん、パンパ

カパンツなど）・富士山 3776 コ

ンサート・富士山世界遺産登録１

周年記念プレゼント大会（大抽選

会）・富士山おもてなしグルメ・

世界遺産富士山写真展ほか

 御殿場市商工観光課
　0550-82-4622

報告の義務と守秘義務

　統計法では、統計調査を受ける方

には報告の義務が、また、調査を実

施する関係者には調査によって知っ

たことを他に漏らしてはいけない義

務が規定されています。これらの義

務に違反したときには罰則が定めら

れています。

調査の対象は個人・法人事業所など

● 経済センサス－基礎調査▶全国す

べての事業所・企業

● 商業統計調査▶卸売業・小売業を

営む全国すべての事業所・企業

回答内容は事業内容など

　回答内容は次のものです。

●経営組織

●事業所の開設時期

●従業者数

●事業所の主な事業の内容

●売上および費用の金額

●事業別売上金額など

 企画政策課　情報政策室
　995-1805

あなたの回答を日本経済の力に！
　７月１日現在で経済センサス ―基礎調査と商業統
計調査が行われます。経済センサスは、国内の事業
所・企業の基本的構造を明らかにし、各種統計調査
の母集団情報の整備を図るために実施されます。商

業統計調査は、国内の商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基
礎資料を得ることが目的です。
　調査の結果は、国や地方公共団体における行政施策の立案や、民間企
業における経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料とし
て広く利用されます。
　調査員証を携行した統計調査員が、皆さんの事業所・企業に伺い、調
査のお願いと調査票の回収を行います。今回の調査からオンラインでの
回答もできますので、ぜひ調査にご協力ください！

Ⓒみんなで歌おう！
� キャラソン委員会
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お知らせ
Announcement

市立水泳場オープン

　７月１日㈫に市立水泳場がオープ

ンします。初日は入場無料で、13

時から開場します。オープン期間中

は無休ですが、天候などにより臨時

休業する場合があります。

開場期間／７月１日㈫～９月10日㈬

開場時間／９時～ 17 時

 １回分▶大人200円、小人100円

　 回数券＝ 12 枚つづり▶大人 2,000

円、小人 600 円

※ 付き添いの方も入場料が必要です。

 生涯学習課　992-3800
　市立水泳場　992-0707（開場中）

募 集
Recruitment
駿豆地区障がい者
自立支援協議会全体会

　障がい者自立支援の課題などを話

し合う駿豆地区全体会を開催します。

参加を希望する方は、直接会場にお

越しください。

 ７月 24 日㈭　13 時～

長泉町役場４階大会議室

20 人程度

 手話通訳、要約筆記が必要な方は

７月11日㈮までにご連絡ください。

 障がい福祉課　995-1820

夏休み短期水泳教室

　初心者・初級程度の内容を楽しく

基礎から習得します。初めて水泳を

する子どもも参加できます。

 Ａコース▶７月 28 日㈪～８月１

日㈮　10 時 30 分～ 11 時 20 分

　 Ｂコース▶８月４日㈪～８日㈮

10 時 30 分～ 11 時 20 分

 市立水泳場

 小学生

各コース 30 人（先着順）

4,000 円

 ７月２日㈬ 13 時から受け付けま

す。市立水泳場で申込用紙に必要

事項を記入し、参加料をお支払い

ください。

 市立水泳場　992-0707
※ ６月 30 日㈰までのお問い合せは、

シンコースポーツ三島営業所☎

980-5775

認知症予防講演会＆脳いきいき教室
〜アルツハイマー病をくい止めるには〜

　認知症を予防し、脳をいきいきさせるための教
室です。第１回目は、講師に国立長寿医療研究セ
ンターの島田裕之さんをお招きして、講演会を開
催します。ＮＨＫスペシャルで取り上げられた認
知症予防プログラムを紹介します。

 概ね 65 歳以上の市民の方で、

１～６回目まで全て受講可能な

方。ただし、１回目の講演会の

みの参加も可能です（要申込）。

無料

６月 16 日㈪～７月 16 日㈬

 健康マイレージカードをお持ち

になった方には毎回１ポイント

ずつ進呈します。

 介護保険課　995-1821

日時 内容 定員 会場

７月2３日㈬
1３：３0～1５：00

 演題：「アルツハイマー病を
　　　　くい止めるには」
 講師：国立長寿医療研究センター
　　　 島田　裕之さん�

80人
生涯学習セ
ンター３階
学習ホール

1５：20～16：1５
講演会終了後

 「脳の健康チェック」
　�ファイブコグという検査方法を使用
します。

20人

８月６日㈬
1３：３0～1４：３0  「脳の健康チェック結果報告会」 20人 市役所

３01会議室

９月４日㈭
1３：３0～1５：３0

 「音楽と運動で脳トレ❶」
　�講師紹介、教室の説明、健康チェッ
ク、音楽と運動

20人
生涯学習セ
ンター２階
学習室１

９月12日㈮
1３：３0～1５：３0

 「音楽と運動で脳トレ❷」
　�健康チェック、音楽と運動で脳を活
性化しましょう。

9月2５日㈭
1３：３0～1５：３0

 「音楽と運動で脳トレ❸」
　�健康チェック、音楽と運動で脳を活
性化しましょう。

10月２日㈭
1３：３0～1５：３0

 「音楽と運動で脳トレ❹」
　健康チェック、音楽と運動、まとめ

講師
島田　裕之さん�
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阿波おどり大会ボランティア

　８月 30 日㈯ 15 時からすその駅

前中央商店街で開催される第 31 回

富士山すその阿波おどり大会のボラ

ンティアを募集します。

 給水所の運営ほか

７月 31 日㈭

事前説明会が行われます。

 富士山すその阿波おどり大会実行
委員会（前島）
　080-4227-8349

県立静岡がんセンター
患者・家族集中勉強会

　緩和ケアの正しい知識や生活の中

での症状の緩和などについて学びま

す。参加料は、無料です。事前の申

し込みが必要です。

 ８月５日㈫　10 時～ 15 時 40 分

　（受付▶９時 20 分～）

 県立静岡がんセンター研究所しお

さいホール

 がん患者とその家族

150 人（事前申込制）

 ●緩和ケアとは？（総論）●がん薬

物療法と症状緩和の治療など

 病院内の窓口に直接申し込むか、

ＦＡＸやはがき（参加者名と連絡

先を記入）、ＨＰ（６月 16 日以降）

から申し込みできます。

 県立静岡がんセンター疾病管理セ
ンター集中勉強会係
　989-5222

989-5557

〒 411-8777　長泉町下長窪 1007

看護師等再就業
準備講習会

　看護職資格をお持ちの方の再就職

をお手伝いします。

 ７月16日㈬～18日㈮　９時～16時

 富士宮市立病院（富士宮市錦町）

 最近の医療・看護の動向、看護の

基礎技術の演習

 現在看護の仕事をしていない看護

職免許保有者

20 人

無料

７月２日㈬

 県ナースセンター東部支所
　920-2088

県発注の物品購入等
競争入札参加資格申請

 ９月から平成 29 年８月までの間

に県が行う物品購入や一般業務委

託の競争入札に参加を希望する方。

８月 31 日までの資格をお持ちの

方も、引き続き競争入札に参加を

希望する場合は、申請する必要が

あります。

受付期間／７月１日㈫～７月15日㈫

　９時～12時・13時～16時

申�請方法／県庁西館４階第一会議室

へ申請書一式を持って申請。

申�請書類／次の方法で入手してくだ

さい。

　●ホームページからダウンロード

　　 http://www.pref.shizuoka.jp/

suitou/index.html

　●東部出納室（東部総合庁舎）

　●  205 円の切手を貼った返信用

封筒に返送先の宛名を記入し、

県出納局用度課へ請求（封筒に

は、「平成 26 年度入札参加資

格定期審査申請書希望」と明記）

 県出納局用度課
　054-221-2129

中学生ソフトテニス教室

 ８月６日㈬～ 10 月８日㈬の毎週

水曜日　19 時～ 21 時

市民体育館テニスコート

市内に住む中学校１・２年生男女

男子 10 人・女子 10 人

 3,000 円（保険代含む）

 市ソフトテニス協会（大川）
　997-0084

東地区まちづくり懇談会

　東地区や市の将来について考える

ための「まちづくり懇談会」を開催

します。市長の想いを聞き、共に考

え、共に話し合うための懇談会です。

中学生、高校生の参加もお待ちして

います。

７月４日㈮　19 時～

市役所 401 会議室

東地区内に住んでいる方

10 人（先着順）

６月 16 日㈪～ 25 日㈬

地域振興課　995-1874

ひきこもり家族教室

　ひきこもりに悩むご家族に、問題

解決に向けた支援を行います。

日時 内容

１
７月３1日㈭
1３：３0～16：00

ひきこもりの基礎
知識

２
８月28日㈭
1３：３0～16：00

具体的な家族の対
応

３
９月2５日㈭
1３：３0～16：00

支援窓口について

 県東部総合庁舎会議室

 ひきこもりの状況にある 18 歳以

上の方の家族で、初めて参加され

る方。過去に治療が有効な精神疾

患と診断された場合を除きます。

 県東部健康福祉センター福祉課
　920-2087
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募 集
Recruitment

わんぱく夏のキャンプ

　アウトドア料理・火おこし・アウ

トドアゲーム・キャンプファイヤー

などの野外活動を体験します。

 ８月１日㈮～８月３日㈰

 十里木キャンプ場

 市内の小学４～６年生

80 人（先着順）

参加費 7,000 円

 学校で配布される申込書に必要事

項を記入し、７月５日㈯または６

日㈰の午前中に生涯学習課へお申

し込みください。

 生涯学習課　992-3800

こころのサポーター
「ゲートキーパー入門講座」

　ゲートキーパーとは、悩んでいる

人に気づき、声をかけ、話を聞いて、

必要な支援につなげ、見守る人のこ

とです。同じ内容の講座を２回行い

ます。

 １回目▶７月３日㈭　13時30分～

15時30分

　２回目▶７月10日㈭　19時～21時

 福祉保健会館３階研修室

各 40 人

無料

講�師／てらだ医院院長　寺田誠史さ

ん

 精神科医師によるうつ・自殺予防

についての講話や、保健師による

話かけ方の講話、傾聴について実

践を含めたロールプレイ

 すその健康マイレージ対象事業で

す。カードをお持ちください。

 健康推進課　992-5711

パワーポイントで作る
チラシ作成講座

　パワーポイントを使って、上手な

チラシの作り方を学びます。

６月 27 日㈮　10 時～ 12 時

 市民活動センター（福祉保健会館

１階）

 ボランティアや地域の活動で、チ

ラシ作りをされている方、挑戦し

たい方

10 人（先着順）

無料

６月 15 日㈰～６月 24 日㈫

 電話・ＦＡＸまたはメールで氏名

と電話番号を連絡してください。

 パワーポイントの入ったパソコン

※ パソコンの貸出しを事前に受け付

けます（先着１人）

 市民活動センター　992-1840
992-1804　 s-center@palnet.jp

　現在の母子家庭等医療費助成金受給者証の有効期限は６月 30 日㈪
です。更新の手続きをしてください。手続きをしないと７月１日㈫か
ら医療費の助成を受けられなくなりますので、ご注意ください。

６月 23 日㈪～ 30 日㈪
　８時 30 分～ 17 時 15 分

子育て支援室へお越しください。
 母子家庭等医療費助成金受給者
証申請書（郵送されます）、旧受
給者証、対象者全員分の健康保

険証、預金通帳、印鑑
※ 平成 26 年１月１日以降に市内

に転入された方は、平成 25 年
分源泉徴収票、確定申告の控え、
平成 26 年度課税（非課税）証
明書のいずれかが必要です。

母子家庭等医療費助成金受給者証の更新

母子家庭等医療費助成
　病気にかかったときの医療費のうち、社会保険各法に規定する保険
給付の対象となる医療費の自己負担額を市が助成します。
※入院時食事療養費は対象外です。

 20 歳の誕生日前日までの児童
がいる所得税が非課税の世帯

（同居している方を含む）で、次
のいずれかに該当する方

　 ●母子家庭の母と児童●父子家

庭の父と児童●父母のない児童
 印鑑、対象者全員の健康保険証、
口座がわかるもの
子育て支援室へお越しください。

申込み・問合せ／子育て支援室　995-1841
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納付期限：７月31日㈭
固定資産税・都市計画税� 第２期分

国民健康保険税� 第１期分

介護保険料� 第１期分

７月　税金・料金

７月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

５日㈯
駿東管工
☎ 992-5728

６日㈰
㈱小島屋商会
☎ 998-0019

12 日㈯
パイピング横山
☎ 992-3329

13 日㈰
田央設備㈲
☎ 997-5175

19 日㈯
㈲富士設備
☎ 997-1507

20 日㈰
㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

21 日㈪
㈲渡辺設備
☎ 992-3034

26 日㈯
鈴木住宅設備
☎ 993-3901

27 日㈰
植松水道
☎ 992-4644

７月　カレンダー

1日㈫
富士登山道須山口
開山式
市立水泳場開場

6日㈰ 婦人バレーボール大会
11日㈮
～20日㈰ 夏の交通安全県民運動

12日㈯ 社会福祉大会

13日㈰ 夏の高校野球始球式

25日㈮ 市内幼稚園、小・中学校
夏季休業開始

人　口　53,529人� （−57人）
　男　　27,303人� （−44人）
　女　　26,226人� （−13人）
世　帯　21,341世帯�（−19世帯）
内、外国人� 712人�374世帯

６月１日現在
データバンク

文芸すその第34号作品

　文芸すその第 34 号の作品を募集

します。

部�門／●小説●童話●随筆●手記●

紀行文●詩●短歌●俳句●特集

「わがまち」●特集「富士山とわ

たし」

応�募方法／所定の原稿用紙（Ｂ４版・

26 文字× 23 行／ 598 字詰）を使

用し、郵送または直接お持ちくだ

さい。原稿用紙は生涯学習セン

ターにあります。パソコンなどを

使用して作成しても結構です。

＊ 詩は一人２篇以内・短歌は一人５

首以内・俳句は一人５句以内とし

ますが、２部門に応募できます。

＊ 特集は、所定の原稿用紙５枚以内。

 市内に住んでいるか、通勤・通学

している方、または市内に住んだ

ことのある方の作品

７月 31 日㈭

 生涯学習課　992-3800
　深良435

相談
Counseling

福祉なんでも相談会
ぱあとなあ静岡相談会

　専門的に教育を受けた社会福祉士

が福祉全般の相談に無料で応じます。

直接会場へお越しください。

 ６月 28 日㈯　９時 15 分～ 12 時

 三島市民文化会館３階第２会議室

 ●なんでも相談会▶福祉サービス

の利用に関すること、高齢者や障

がい者などの生活や介護に関する

こと、介護保険に関することなど

　 ●ぱあとなあ静岡相談会▶成年後

見制度について、日常生活自立支

援事業の方法について

 県社会福祉士会
　054-252-9877

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。

 ７月 24 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。

７月 10 日㈭

 国保年金課　995-1813
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