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Information

人権相談・行政相談人権相談・行政相談

にこにこキャラバン
西地区の巻

　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ま
せんか。申込みは不要です。直接
会場にお越しください。
５月19日㈫　10時～11時30分
南児童館
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

蚊とハエ用薬剤
無料配布

　蚊とハエをなくす実践運動とし
て、防疫用錠剤を無料で配布します。
配�布薬剤／蚊とハエ用発砲錠剤
（幼虫の成長を抑え、成虫にさ
せないための錠剤）
配�布個数／１世帯２袋まで（１袋
２錠入）
配�布場所／生活環境課・各支所
８月 31日㈪
生活環境課　995-1816

みしま花のまちフェア

　“花といっしょの二日間”を開
催します。
５月 30日㈯、31日㈰
　10時～ 16時
�三島市内商店街、楽寿園、TMO
ホール、大社の杜など
�各種花のディスプレー、花巡り
スタンプラリー、各種ワーク
ショップ、飲食物販、そのほか
イベントなど
三島市農政課　983-2652

◎人権を守るパートナー　人権擁護委員
　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、
ドメスティックバイオレンスなどでお悩みの方は、
ご相談ください。
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㈪に人権擁護特設相談を開催
　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１日㈪　10時～ 12時　13時～ 15時
市役所４階 402 会議室
人�権擁護委員（敬称略）／渡邊早苗・池田宗久・小
野田勝正・大森紀行・川口美津子・勝又美代子
◎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。道路や河川などの管理、年金、雇
用など、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、行政との間に
立つパイプ役となるのが行政相談委員です。皆さん

が抱えている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、相談窓口を開設しています。
�毎月 20 日　●偶数月▶ 10 時～ 12 時　13 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 4階会議室
行政相談委員（敬称略）／湯山貴志子・芹澤隆伸
◎前人権擁護委員の渡邉美也子さんに感謝状
　4月 20 日㈪、新旧の人権擁護委員と行政相談委
員が、退任と再任・新任のあいさつのため、江藤副
市長を表敬訪問しました。今年３月に人権擁護員を
退任した渡邉美也子さんに、法務大臣の感謝状が手
渡されました。

戦略広報課
995-1802
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お知らせ

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　

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 25日㈭　10時～ 13時
�市役所 1階市民相談室
14人程度（先着順）
�事前に国保年金課へお申し込み
ください。※電話可
６月 11日㈭
国保年金課　995-1813

認知症を語る会

　申込みは不要です。直接会場に
お越しください。
６月５日㈮　13時30分～15時
福祉保健会館１階
�認知症の方を介護している家族
の方
市介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

看護師等再就業準備講習会

　最近の看護の動向・看護の基礎
技術の演習を行います。
７月 15日㈬～ 17日㈮
�富士宮市立病院（富士宮市錦町）
�看護の仕事をしていない看護職
免許保有者
20人
�所定の申込用紙に必要事項を記
入し、県ナースセンターに提出
してください。　※電話・ＦＡ
Ｘ・メール可
６月 25日㈭
県ナースセンター東部支所

　920-2088
numazu@nurse-center.net

家庭児童相談室

　子どものことで悩んでいる方や
「虐待かも？」と感じた方などの
相談に面接または電話で応じます。
月曜日～金曜日　※祝日を除く
　９時～ 16時
●必要に応じて訪問もします。
　●秘密は厳守します。
家庭児童相談室（市役所１階）
　995-1862

特産物奨励交付金
そば（畑）の単価を引上げ

　そばやイチゴ、ヤマトイモ、モ
ロヘイヤなどの市の特産物を作
付・販売する農家の方に交付金を
交付しています。地目が畑の農地
で栽培されているそばの交付金単
価を、平成 27 年度産から引き上
げました。
【単価】数量払 6,000 円／ 45kg
農林振興課　995-1823

学校開放調整会議

　学校体育施設を使用する場合は、
必ずこの会議に出席してください。
地区 と　き 会場
東 ６月３日㈬ 生涯学習

センター深良 ６月５日㈮
須山 ６月９日㈫ 須山コミセン
西 ６月10日㈬ 生涯学習

センター富岡 ６月11日㈭

時間はいずれも 19時～
生涯学習課　992-3800

議会報告会

５月 26日㈫
　19時～ 20時 30分
�須山地区研修センター大ホール、
市民文化センター 35・36 会議
室、市民体育館大会議室
�３月定例会の内容の説明や市政
について市民の皆さんとの意見
交換
議会事務局　995-1839

　富士山ナンバーのエリア（裾
野市・富士宮市・富士市・御殿場
市・小山町）のグルメなど 150
以上のブースが勢ぞろいします。
“すそのん”をはじめ、ゆるキャ
ラたちも大集合します！
５月 23日㈯・24日㈰
　10時～ 16時
�ふじさんめっせ（富士市柳島）

 【ステージイベント】

23
日

10:15～ ご当地キャラ大集合！

14:00～
富士のふもとの
「新商品賞」「看板
娘・息子賞」

24
日11:00～

心と体の栄養トー
クショー（講師：
森育子さん）

�JR 富士駅南口、富士市役所、
岳南富士地方卸売市場と会場
との間で無料シャトルバスを
運行します。
ふじさんめっせ
　0545-65-6000

富士のふもとの
大博覧会2015

ふもと博を開催！
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まち・ひと・しごと創生
会議委員

　長期的な人口目標や地域活性化
の具体策などを定める、人口ビ
ジョンとまち・ひと・しごと創生
総合戦略を今年度中に策定します。
この方策に市民の方の意見を取り
入れるため、委員を募集します。
任期／委嘱の日から２年間
３人程度
�次の全ての要件を満たす方
・�市に住民登録があり、平成 27
年４月１日現在 18歳以上の方
・�まちづくりに関心のある方
・�平日の昼間または夜間に開催す
る会議に出席できる方
�企画政策課にある所定の応募用
紙に必要事項を記入し、提出し
てください。　※ FAX、メール、
郵送可。市公式ウェブサイトに
ある専用フォームからも応募可
５月 28日㈭（必着）
�選考結果は、６月上旬までに通
知します。
企画政策課　995-1804
995-1861
kikaku@city.susono.shizuoka.jp
�http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/
creation/CommitteeRecruitment.php

〒 410-1192�佐野 1059

市民健康づくり推進
協議会委員

　今年度健康づくりに関する総合
的な施策の方針などを定める「す
その健康増進プラン」の改定と、
「市食育推進計画」、「市歯科保健
計画」の策定をします。市民の方
の意見を反映するため、委員を募
集します。
任�期／委嘱の日から平成 29 年３
月 31日まで
�引き続き１年以上市内に住んで

いる 20 歳以上の市民の方で、
当市の付属機関の委員や議員、
職員でない方
４人
�所定の申込用紙に必要事項を記
入し、健康推進課に提出してく
ださい。　※申込用紙は、健康
推進課と市役所１階情報公開
コーナーで配布しています。市
公式ウェブサイトからダウン
ロードできます
５月 18日㈪～ 27日㈬
健康推進課　992-5711

�８月 13日㈭～ 22日㈯
�オーストラリア　ビクトリア
州　フランクストン市　ほか
�市内に住んでいる小学６年生
～中学２年生
小学生４人、中学生６人
�●フランクストン…市内観光、
学校訪問、ホームステイ●タ
イ�バンコク…観光（帰国途上
に１日）
�約 13 万円　※パスポート手
数料や海外旅行保険料など個
人の経費は含みません

�各学校にある参加申込書に必
要事項を記入し、海外友好協
会に提出してください。
　※郵送可
５月 20日㈬～６月３日㈬
�参加者は、書類選考のほか６
月 28 日㈰９時から生涯学習
センターで行う選考会（面接）
で決定します。
海外友好協会　993-9695
　（月・水・金曜日の13時～16時）
　〒 410-1118　佐野 921-3

夏休み小中学生短期派遣の参加者を募集！
―姉妹都市フランクストン市で異文化交流―

　姉妹都市フランクストン市に小中学生を短期派遣します。

夏休み小中学生短期派遣の参加者を募集！
―姉妹都市フランクストン市で異文化交流―
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お知らせ

６月　水道工事当番店 データバンク

６月　税金・料金

６月　カレンダー

※工事、修理は有料です。 ５月１日現在

納付期限：６月 30 日㈫

６日㈯ ㈲渡辺設備
☎992-3034

７日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

13日㈯ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

14日㈰ パイピング横山
☎992-3329

20日㈯ ㈲杉山産業
☎992-1131

21日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

27日㈯ 駿東管工
☎992-5728

28日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

７日㈰わたしの主張裾野市大会

12日㈮
～24日㈬市議会６月定例会

13日㈯ 健康と歯のフェスティバル

～28日㈰ふるさと富士山芸術展

市県民税� 第１期分

水道料金・下水道使用料� 第２期分

人　口　53,038人� （−40人）
　男　　27,015人� （ − 5人）
　女　　26,023人� （−35人）
世　帯　21,319世帯�（+28世帯）
内、外国人� 718人�405世帯

楽しい地域づくり講座

　地域や団体での活動に役立つ、
組織運営のコツや会議・話し合い
の進め方などを楽しく学べます。
�６月 10 日㈬、７月８日㈬、７
月 30日㈭　10時～ 16時
�市民文化センター会議室　ほか
�各回 40 人程度　※申込多数の
場合は抽選
６月３日㈬
� 生涯学習課　992-3800

自衛隊見学ツアー

�７月 28日㈫
�陸上自衛隊立川駐屯地
　※集合▶市役所
�市自衛隊協力会の会員世帯の小
学４年生～高校３年生
�35 人程度　※申込多数の場合
は抽選
陸上航空部隊の見学など
500 円（バス代、保険料など）
�市民課地区振興係にある申込用
紙に必要事項を記入し、直接ま
たはＦＡＸで提出してください。
　�※申込用紙は、市公式ウェブサ
イトからダウンロードできます。
５月 18日㈪～６月３日㈬
市民課地区振興係
　995-1874
992-4447

放課後児童室指導員

勤�務時間／時間交代制です。勤務
日数や期間・時間については、
相談に応じます。
開�室時間／●平日▶13時～18時
●土日・長期休暇▶８時～18時
�西小学校、富岡第一小学校
�小学校低学年の児童を放課後や
学校の長期休暇時に預かります。

５月 29日㈮
� 西小学校放課後児童室

　992-5580
　富岡第一小学校放課後児童室
　997-1116
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