
Information

おしらせ
後期高齢者医療制度
保険料率の改訂
　後期高齢者医療制度の保険料は
全員が負担する均等割額と、所得
に応じて負担する所得割額を合計
して計算されます。保険料は２年
ごとに見直されます。
保険料率
改訂前(令和２·３年度)／●所得割
率▶8.07％●均等割額▶42,100円
改訂後(令和４·５年度)／●所得割
率▶8.29％●均等割額▶42,500
円
計算式／年間保険料＝所得割額
(前年の総所得金額―基礎控除額
43万円)×8.29％＋均等割額

●賦課限度額が64万円▶66万
円へ引き上げられました。●令
和４年度の後期高齢者医療保険
料は８月に決定し通知します。
国保年金課　995-1813

　県後期高齢者医療広域連合
　054-270-5528

裾野都市計画事業御宿土地区画整
理事業の施行地区と設計の概要を
表示する図書（第２回変更）の縦
覧

土地区画整理法第13条第４項、
第103条第４項、第124条第３
項の公告の日まで

　８時30分〜17時15分　※土・
日、祝日、年末年始を除く
市役所３階戦略推進課
戦略推進課　995-1804

文化芸術に関する大会等出場奨励
金
　市内の文化芸術活動の振興・意
識の高揚を図るため、文化芸術に
関する大会に出場する個人・団体
へ奨励金を交付します。
対象大会／文化芸術関連の全国

大会や、全国高等学校総合文化
祭など

対象者／市内に住んでいる人か、
市内で活動する文化芸術に関す
る団体、市内の学校に属する団
体
大会終了後20日以内に、専用
の申込用紙を生涯学習課へ提出
詳細は市公式ウェブサイトをご
覧ください。
生涯学習課　994-0145

蚊とハエ用薬剤配布廃止
　令和４年度から、蚊とハエ用薬
剤の無料配布事業を廃止します。
これからは、各自で対策をお願い
します。

生活環境課　995-1816
学校開放調整会議
　７月から８月まで学校体育施設
を使用する場合は、必ずこの会議
に出席してください。

時間はいずれも19時〜
生涯学習課　992-6900

市民無料相談
5月20日㈮　10時〜12時

　受付▶９時30分〜11時40分
市役所４階401会議室
●司法書士相談▶遺言、相続、
各種登記、成年後見業務などの
相談に司法書士が応じます。

　●行政相談▶行政に対する意
見・要望・問い合わせなどの相
談に行政相談委員が応じます。

　●法律相談▶各種法律の相談に
弁護士が応じます。相談は予約
制です。
コミュニティ課　995-1874

　新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止のため、掲載し
たイベントや講座などを中
止・延期する場合があります。
　詳しくは、市公式ウェブサ
イトをご覧になるか、問い合
わせ先に確認してください。

地区 とき ところ
東 ６月1日㈬ 生涯学習

センター深良 ６月３日㈮
須山 ６月７日㈫ 須山コミセン
西 ６月８日㈬ 生涯学習

センター富岡 ６月９日㈭
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国保高齢受給者証の送付
　６月１日㈬から対象になる人に、
5月中旬に国民健康保険被保険者
証兼受給者証を郵送します。

昭和27年5月２日〜６月１日に
生まれた人
国保年金課　995-1814

市公式LINEへ登録を
　市公式LINEでは、市役所での
手続き情報や子育て情報、イベン
ト情報などを中心に情報発信して
います。友達追加をお願いします。

　市公式LINE

情報発信課　995-1802
児童福祉週間「見つけたよ広がる
未来とつかむ夢」
　児童福祉週間は、子どもの健や
かな成長、子どもや家庭を取り巻
く環境について国民全体で考える
週間です。

5月5日㈭〜11日㈬
県子育てポータルサイト 『ふじ
さんっこ☆子育てナビ』では、
さまざまな相談窓口を紹介して
います。
http://www.fujisancco.pref.
shizuoka.jp/
県健康福祉部こども未来課

　054-221-3546

東部わかちあいすみれの会
　大切な人を自死で亡くされた遺
族の集いです。

5月21日㈯　13時30分〜15
時30分
サンウェル沼津（沼津市日の出
町）
予約不要 
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
五竜みどりまつり
　自然豊かな中央公園で、五竜み
どりまつりを開催します。五竜の
滝ライトアップや、各種イベント
を行います。

5月21日㈯・22日㈰
中央公園
(一社)市観光協会　992-5005

年金相談
　年金事務所の派遣相談員が、諸
届の受け付けや手続きの相談に応
じます。

６月23日㈭　10時〜15時
市役所地下会議室B
16人程度（先着順）
６月9日㈭

国保年金課　995-1813

広報すその４月号の訂正
　広報すその４月号16ページに
掲載した「高齢者在宅福祉サービ
ス」の問い合わせ先の一部に誤り
がありました。お詫びして訂正し
ます。
総合福祉課
（誤）995-1821
（正）995-1819

総合福祉課　995-1819

教室・講座
普通救命講習Ⅰ

６月18日㈯　９時〜12時
裾野消防署３階
市内、三島市、長泉町に住んで
いるか通勤している中学生以上
の人
20人（先着順）
AED(自動体外式除細動器)を
用いた心肺蘇生法の習得
筆記用具
電話でお申し込みください。
5月15日㈰〜６月11日㈯
マスクを着用し、講習に適した
服装で参加してください。
富士山南東消防本部裾野消防署
救急係　995-0119

お知らせ
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Information

日時　 会場　 対象　 定員　 内容　 演題・テーマ　 講師　 参加費・使用料など　 持ち物
申込方法　 申込期限・申込期間　 その他　 問い合わせ　 FAX　 住所　 Mail　 Web　

教室・講座
子ども体験教室『プログラムでロ
ボットを動かそう』

5月29日㈰　①９時30分〜12
時②13時30分〜16時
生涯学習センター学習室１
市内に住む小学４〜６年生の児
童　※保護者は入室できません。
各10組（20人）　※応募者多
数の場合抽選　
小学生向けレゴマインドストー
ムを利用した、ロボットプログ
ラミング学習の講座
金井 徳兼さん（神奈川工科大学
教授）
300円／人　※当日支払い
筆記用具、水筒、マスク
件名を「裾野市子ども体験教室
への参加」とし、参加者の氏名、
学校名、学年、電話番号、参
加の部（午前、午後）を記入し
メールでお申し込みください。
5月13日㈮
当日は2人1組で行います。で
きるだけ友達やきょうだいなど
のペアでお申し込みください。
神奈川工科大学　電子ロボ実行
委員会　046-291-3244
nkanai0807@gmail.com

森の楽校～土の中の世界を見てみ
よう～

5月22日㈰　９時〜15時（８時
45分集合）
箱根接待茶屋の森（三島市役所
駐車場集合）
小学生以上（小学１〜３年生は
保護者の同伴が必要）
15人　※応募者多数の場合抽選
土の中の生き物の観察、森の工
作
久保田 克哉さん（日本自然保
護協会自然観察指導員）
長袖・長ズボンの服装、歩き
やすい靴、帽子、弁当、飲み物、
軍手（あれば革手袋）、雨具
5月16日㈪

箱根山組合　976-1013
976-1043

納付期限：５月31日㈫
軽自動車税	 全期分

５月の税金・料金

人口 50,089人
男性 25,318人　女性 24,771人

人口統計　４月１日現在

受付時間：8時30分〜17時

１日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

３日㈫ ㈱駿東管工
☎992-5728

４日㈬ 鈴木住宅設備
☎993-3901

５日㈭ ㈲北住設機器
☎993-1250

７日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

８日㈰ ㈱植松水道
☎992-4644

14日㈯ 杉山産業
☎992-1131

15日㈰ 工管設
☎993-1603

21日㈯ 山崎設備
☎997-6766

22日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

28日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

29日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

※工事・修理は有料

５月の水道工事当番店募　集
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