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申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

静岡県裾野市
県議会議員選挙

　４月 12日㈰執行の静岡県裾野
市県議会議員選挙で、県議会議員
が決まりました。

静岡県裾野市県議会議員
鳥澤　由克（62歳）
自由民主党

市選挙管理委員会　995-1807

第38回五竜みどりまつり

５月 16日㈯　９時～ 16時
　　　�17 日㈰　９時～ 15時
中央公園
�模擬店、植木展示即売、どうぶ
つふれあい広場、ステージ、す
その昔ばなし朗読など
観光協会　992-5005

国際博物館の日

　５月 18 日は国
際博物館の日です。
それを記念して、
来館した方にオリ
ジナル缶バッジを差し上げます。
５月17日㈰　９時～16時30分
富士山資料館
富士山資料館　998-1325

富士裾野高原
マラソン大会交通規制

　富士裾野高原マラソン大会の開
催にともない、会場周辺の道路で
交通規制を行います。
５月 10日㈰
　�全面通行止め▶９時 30 分～
12時 30分
　片側通行▶ 10時～ 12時
�富士裾野高原マラソン大会実行
委員会（杉山）　992-6636
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市内各所でロケ、市役所庁舎がメインロケ地に！
５月10日㈰　22時スタート　毎週日曜　４話連続　WOWOWで放送予定

　WOWOW連続ドラマＷ「テミスの求刑」のロ
ケが市内各所で行われました。主演の仲里依紗さん
や岸谷五朗さんが毎週末、閉庁の市役所庁舎をはじ
め市内各所を訪れ撮影に臨みました。
　撮影には、多くの市民の方がエキストラとして参
加し、検事役や警察官、機動隊役などに扮し熱演し
ました。

　「テミスの求刑」は、仲さん演じる検察事務官が
弁護士殺しの容疑をかけられた岸谷さん演じる検事
とともに、過去の冤罪事件の真相を解き明かしてい
く重厚な社会派サスペンスです。
原　作／大門剛明「テミスの求刑」
監　督／権野元
キャスト／�仲里依紗、岸谷五朗、杉本哲太、世良公

則ほか戦略広報課　995-1802
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子ども・家庭110番

　子どもや子育てに関する悩みな
どの相談に電話で応じます。秘密
は厳守します。匿名での相談も受
け付けます。
�平日　９時～ 20時
　土日　９時～ 17時
　※祝日、年末年始を除く
子ども 110番　924-4152

住宅用火災警報機
設置状況調査

　任意に抽出した約 100 世帯を
市消防職員が訪問し、住宅用火災
警報器の設置状況について簡単な
質問をします。この訪問で物品な
どを販売することはありません。
�５月１日㈮～ 25日㈪
消防本部予防課　992-3211

難病患者介護家族リフレッシュ事業
就学支援事業が追加

　疾患または障がいに伴い、生命
の維持や健康状態の維持、改善の
ために日常的に必要となる医療的
ケアを行います。
�小・中学校または義務教育段階
の特別支援学校に通っていて、
登下校時や在校時に医療的ケア
を必要とし、次のいずれかに該
当する方
　�①特定疾患患者
　②指定難病患者
　③小児性慢性特定疾患児童など
　④筋ジストロフィー患者
　⑤重症心身障害者（児）
�障がい福祉課で手続きをしてく
ださい。
主治医の指示書、はんこ
�対象者 1 人当たり 1 年度につ
き 80回が限度です。
障がい福祉課　995-1820

天空のチューリップまつり

　昨年の 3倍、21 万本のチュー
リップをお楽しみください。
�５月 31日㈰まで
�５月９日㈯から 31日㈰までに
市内に住んでいることを証明す
る免許証などの書類をお持ちに
なると入園料が割引になります。
遊園地ぐりんぱ　998-1111

国保高齢受給者証新規交付会

　６月１日㈪から対象となる方に
受給者証を交付します。
�５月 21 日㈭　10 時 20 分～
11時 20分
福祉保健会館研修室
�昭和 20 年５月２日から６月１
日までに生まれた方
通�知／対象の方には、事前にはが
きでお知らせします。転入して
きた方や通知のない方はご連絡
ください。
国保年金課　995-1814

 【原動機付自転車・二輪車などの税額】� （年額）

種別 税額 種別 税額

原
動
機
付
自
転
車

排気量50㏄
以下 1,000円 軽二輪車 総排気量125㏄

超250㏄以下 2,400円

排気量50㏄超
～90㏄以下 1,200円 雪上車 2,400円

排気量90㏄超
～125㏄以下 1,600円

小型特殊
自動車

農耕作業用 1,600円

ミニカー（排気
量50㏄以下） 2,500円 その他 4,700円

※�排気量に準じた電動バイク
など含む

二輪の小
型自動車

総排気量
250㏄超 4,000円

 【軽三輪・軽四輪自動車の税額】� （年額）

車種区分

平成 27 年３
月 31 日まで
に初回車両番
号指定を受け
た車両の税額

平成 27 年４
月１日に初回
車両番号指定
を受けた車両
の税額

軽四輪
以上

乗用
自家用 7,200円 10,800円

営業用 5,500円 � 6,900円

貨物
自家用 4,000円 � 5,000円

営業用 3,000円 � 3,800円

軽三輪 ― ― 3,100円 � 3,900円

　広報すその２月１日号で軽自動車税額変更のお知
らせをしましたが、国の見直しにより、原動機付自

転車・二輪車などのみの税額の変更が 1年延期と
なりました。今年度の税額は下表のとおりです。

管理納税課　995-1811◆平成27年度  軽自動車税の税額
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広報すその４月15日号
お詫びと訂正

　広報すその４月 15 日号 P.13
のエネルギー機器等導入補助金の
一部の記事に誤りがありました。
お詫びして訂正します。
●�①太陽光発電システム【継続】
　補助金額
 【誤】上限（住宅用）12万円
　　　（事業用・集会所用）20万円
 【正】（住宅用）一律 7.5 万円
　　※３kw以上の設置に限る
　（事業用・集会所用）上限20万円
　　※１kwあたり３万円

●�③蓄電池システム、④住宅向け
給電機能付き電気自動車等充電
器（ビークル・トゥ・ホーム）、
⑤家庭用エネルギー管理システ
ム（HEMS）は新規と記載しま
したが、正しくは継続です。
戦略広報課　995-1802

十里木キャンプ場オープン

�５月１日㈮～ 10月 31日㈯
住所／須山 2427-1
�テントサイト▶１泊１張510円
　デイキャンプ▶１日１人200円
　※市外の方は金額が異なります。
� 生涯学習課　992-3800

市民文化センター
エントランスホール一部貸出

　市民文化センターのエントラン
スホールの一部を試験的に無料で
貸し出します。展示やロビーコン
サートなどで使用できます。
６月２日㈫～
市民文化センター　993-9300

筋力向上トレーニング教室

６月 19日㈮～７月 31日㈮
　水曜日と金曜日
　午前コース▶９時30分～12時
　午後コース▶13時30分～16時
福祉保健会館
�市に住民登録がある 20 歳から
74 歳までの方で、全 13 回を
通して参加できる方　※心臓疾
患や脳血管疾患の治療中の方な
どは対象になりません
�各 20 人（定員を超える場合は
抽選）
�歩行時に足を上げる筋肉のト
レーニングを中心に、ウォーキ
ング指導などを行います。
390 円
�すその健康マイレージの対象です。
�往復はがきに住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、生年月日、
年齢、希望コースを返信あて名
面に申込者の住所、氏名を記入
し、投かんしてください。※申
込期間終了後に参加の可否を返
信します
５月 11日㈪～ 25日㈪（必着）
健康推進課　992-5711
　〒 410-1117　石脇 524-1

　国民健康保険税の課税割合などを変更するため、市議会３月定例
会で国保税条例の一部を改正しました。国保財政は、年々増加する
医療費などの影響から、その財源不足が深刻な状況にあります。主
な原因は、医療費や後期高齢者医療制度への拠出金などの増加です。
　加入者の皆さんには多くの負担をおかけしますが、国保制度の趣
旨である「相互扶助」をご理解いただきご協力をお願いします。
　今年度の国保税率などは、下表のとおりです。

所得割＝（前年の所得額－基礎控除 33万円）×税率
※加入者単位で計算し世帯で合算
� 国保年金課　995-1814
� 　課税課　　　995-1810

課税の分類 課税区分 課税割合など 限度額

医療費分

所得割 5.5%

51万円
資産割 20.0%

均等割 １人当たり年間23,600円

平等割 １世帯当たり年間21,000円

後期高齢者支援分

所得割 2.1%

16万円
資産割 4.0%

均等割 １人当たり年間8,800円

平等割 １世帯当たり年間8,200円

介護分
対象：40歳以上65歳未満の方

所得割 2.1%
14万円

均等割 １人当たり年間14,600円

国保税の税率などを改正しました
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消費者相談室 消費生活センター便りCounseling Room Center News

Q 突然業者から電話があり「以前注文のあった
健康食品を代金引換で送る」と言われた。「注

文した覚えはない」と伝えたが業者に脅され、購入
を承諾してしまった。断るにはどうすれば良いか。

Ａ 健康食品を「注文した覚えがない」と断った
のに強引に送りつけられたという相談が増え

ています。高齢者に被害が多く、業者に脅され購入
を承諾してしまうことが多いです。断ったのに商品
が送られてきた場合は、「ネガティブ・オプション（送
りつけ商法）」にあたります。代金の支払い義務は
なく、商品を受け取る必要はありません。電話で勧
誘されて承諾してしまった場合は、クーリング・オ
フできます。心配な場合は、すぐに消費生活センター
に相談してください。

若者のクレジットカードトラブル
　この春から新生活を始め、クレジットカードを
作った方も多いと思います。トラブルにあわないた
めに、利用の心構えを身につけましょう。
 〈利用のポイント〉
・�毎月の収入で返済できる範囲で利用しましょう
・�無くしたり、貸したりしないで、責任を持って管
理しましょう
　日常の買い物も法的な「契約」です。お互いの意
思が一致すれば成立します。解約にもお互いの合意
が必要となるので注意してください。

消費生活センター
995-1854

普通救命講習会参加者

５月 24日㈰　９時～ 12時
消防庁舎３階災害対策室
�ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を
使った心肺蘇生法の習得
�中学生以上
�30 人（先着順）
�所定の申込用紙に必要事項を記
入し、消防署、茶畑分遣所、須
山分遣所のいずれかにお申し込

みください。申込用紙は市の
ホームページからダウンロード
することもできます。
消防署救急係　995-0119

駿東地域職業訓練センター
６月講座

�●技能講習▶小型移動式クレー
ン技能講習●受験対策▶第２種
電気工事士受験対策講座〈技能〉
●人材育成▶話し方講座●特別
教育・安全衛生教育▶低圧電気、
職長・安全衛生責任者、伐木作
業の安全衛生講習（大径木対応）

●パソコンコース▶パソコン入
門（ビギナーズコース）、ワー
ド基礎、エクセル基礎、ワード
活用、エクセル活用、デジタル
カメラ、勘定奉行で行うパソコ
ン財務会計、夜間ワード活用、
夜間エクセル活用、夜間デジタ
ルカメラ●カルチャーコース▶
夜間英会話、フラワーアレンジ
メント、手作り木綿ぞうり教室、
アロマ教室、絵画教室
駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322
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