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令和2年度前期（4月1日～9月30日） 
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

市民課　155-2746
閲覧申出者 閲覧月日 利用目的 閲覧対象

(一社)新情報センター 6月5日 家計消費状況調査 宮島、平垣町、平垣
本町、本町　94人

㈱日本リサーチセンター 6月23日 生活意識に関するアンケ
ート調査（第83回） 森島　15人

㈱インテージリサーチ 6月24日 旅行・観光消費動向調査 富士見台5丁目、富
士見台6丁目　85人

(一社）中央調査社

6月26日 2020年新聞及びWeb利用
に関する総合調査 松岡　24人

8月21日

食生活に関する世論調査
（附帯調査：民事裁判IT化）岩淵　16人

メディアがどのように利
用されているかをお尋ね
する調査

五貫島　12人

㈱日本リサーチセンター 8月26日
2020年国民生活時間調査 五貫島　24人

生活意識に関するアンケ
ート調査（第84回） 中之郷　15人

(一社）中央調査社

9月9日 第13回メディアに関する
全国世論調査 船津　21人

9月29日
外交に関する世論調査
（附帯調査：水循環） 南松野　16人

新型コロナウイルス感染
症に関する世論調査 北松野　12人

≪ 令和3年版　市民暮らしのカレンダーをご活用ください！

11月下旬から町内会（区）を通じて配布しています。
 【希望者には追加配布を行います】 
配布方法は窓口配布か、郵送配布（ゆうパケット着払い） 
のいずれかです。
※電話での受付は行いません。
部数／1世帯1部
※配布予定数がなくなり次第終了します。
※予約、取り置きはできません。
★窓口の場合
配布日／12月15日㈫〜（土・日曜日、祝休日、年末年始は除く）
8:30〜17:15

配布場所／市役所2階総合案内
※住所・氏名の記入をお願いしています。
★郵送（ゆうパケット着払い）の場合
着払い料金／271円
※受取時に配達員にお支払いください。
￡12月15日㈫から受け付けます（年内は12月25日㈮まで。年始は1月4日㈪から）。はがきまたはFAX・Ｅメー
ルに申込者の郵便番号、住所、氏

ふり

名
がな

、電話番号を記入し、〒417-8601　富士市役所シティプロモーション課へ
※受付後、随時発送しますので、発送日の指定はできません。送付先は、申込者の住所になります。
� 551-1456
◉町内会に加入していない世帯や、二世帯住宅にお住まいで一部しか届かない世帯の人は、11月26日㈭以降に
市役所8階シティプロモーション課または各地区まちづくりセンターでお受け取りください。各地区まちづ
くりセンターの在庫は限りがありますので、事前に電話などで各地区まちづくりセンターに確認の上、お出
かけください。

シティプロモーション課　155-2700

≪ 岳南広域都市計画の 
変更に関する案の縦覧

都市計画課　155-2785
±12月11〜25日（土・日曜日を除く）
8:30〜17:15

￠県庁都市計画課(静岡市)、市都市
計画課（市役所5階）

¨①岳南広域都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針の変更②区域
区分の変更
※都市計画案は、縦覧期間中、県都
市計画課ウェブページまたは県都
市計画課・市都市計画課窓口で閲
覧できます。
※案について意見がある人は、意見
書を提出できます。

￡12月25日㈮17:15（必着）までに、意
見書に住所、氏

ふり

名
がな

を記入し、押印の
上、直接または郵送で、〒420-8061

　県都市計画課または市都市計画課へ
¶県都市計画課　� 1054-221-3062
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お知らせ
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暮らしのたより
お知らせ

ラ・ホール富士の臨時休館
ラ・ホール富士　153-4300

電気設備保守点検の実施に伴い、
全館停電になるため、12月27日㈰は
臨時休館します。

新々富士川橋橋梁架設工事のお知らせ
�  県富士土木事務所工事課　165-2240

県富士土木事務所では、富士川に架かる新設橋梁の東側半分の架設工
事を開始します。
そのため、下図のルート（点線）を新設橋梁の橋桁を運搬する大型ト
レーラーが通過します。工事中は、大変ご迷惑をおかけしますがご理解
とご協力をお願いします。
大型トレーラー通行時期・時間 
12月〜令和3年1月末（予定） 
搬入　3:00〜6:00　搬出　9:00〜14:00

工事会社（問合せ先）
¶高田・JFE・横河特定建設工事共同企業体　130-6301( 平日 9:00 〜 17:00)

不動産相談会
市民安全課　155-2750

±12月9日㈬　13:30〜15:00
￠富士市交流センター会議室1
￡当日直接会場へ
¶(公社）全日本不動産協会静岡県本
部� 1054-285-1208

暮らしなんでも相談
消費生活、家庭・労働・年金問題、

法律関係、多重債務など、暮らしの
中の悩みごと相談を受け付けます。
±平日　9:00〜17:00
¶相談受付ダイヤル
ライフサポートセンター
しずおか東部事務所

151-3715
※原則無料です。紹介先の専門家
に相談する場合は、別途料金が
かかることがあります。

富士川橋

岩松小学校

新々富士川
橋架設現場
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市民安全課　155-2831
±12月15〜31日
スローガン　安全を　つなげて広げて　事故ゼロへ
運動の重点　�・歩行者の安全確保と自転車の安全利用　・高齢運転者等の安全運転の励行�

・飲酒運転等の危険運転の防止　・交差点の交通事故防止〜「止まる・見る・待つ」の実践〜

と　き（12月） 行　事 と こ ろ日 時　間

15日㈫
運動初日広報街頭指導の日

7:00〜 8:00 初日街頭指導及び広報 各地区、市役所駐車場

16日㈬ 15:30〜16:30 交通安全協会女性部
ゆく年来る年交通安全啓発広報

MEGAドン・キホーテUNY富士吉原店
イオンタウン富士南

17日㈭ 19:00〜20:00 大月線主要交差点街頭指導 大月線沿い

18日㈮
飲酒運転等危険運転防止の日

7:40〜 8:15 高校生サイクルマナーアップ街頭指導 市内各高校付近交差点
15:00〜16:00 飲酒運転根絶キャンペーン ロゼシアター西側交差点

21日㈪ 9:30〜11:30 シルバー人材センターKYT講習 教育プラザ会議室

22日㈫
安全運転対策強化の日

16:00〜17:00 夕暮れ時のライトオン作戦 ロゼシアター西側及び中央公園東側交差点

25日㈮ 18:00〜19:30
（うち1時間） 主要交差点街頭指導 各地区

年末の交通安全県民運動
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イベントなどに参加する場合は、必要に応じてマスクの着用をお願いします。
イベント当日に体温を測定し、風邪などの症状がある場合は参加を控えてください。

≪ 富士市臨時的任用職員 
（保育士・幼稚園教諭）

人事課　155-2711
市内の保育園・幼稚園等における
正規職員のうち、年度途中での退職
などの欠員が生じた場合、保育業務
に従事する人の登録を受け付けます。
§保育士証または幼稚園教諭の免許
を有する人（令和3年3月31日ま
でに取得見込みの人も含む）

￠市内の保育園や認定こども園、幼
稚園など

任期／令和3年4月1日〜令和4年
3月31日までの最長1年間
※正規職員の欠員が生じた場合に、
登録された人の中から選考により
採用します。

⊕月額20万5,897円（地域手当含む）
￡12月25日㈮（消印有効）までに、
申込書類（市役所8階人事課で配
布または市ウェブサイトでダウン
ロード可）に必要事項を記入し、
直接または郵送（書留）で、〒417-
8601　富士市役所人事課へ

個人参加公共施設 
見学参加者

シティプロモーション課　155-2872
コース
市役所→新環境クリーンセンター
（見学・昼食）→富士市社会福祉協
議会→ロゼシアター→市役所
±12月23日㈬　9:30〜14:15
§市内在住・在勤の人／14人（応募
者多数の場合、初めての人を優先
し、抽せん）

￤筆記用具、昼食代、雨具、水筒など
￡12月4日㈮18:00（必着）までに、
電話またはFAXに、参加する人の
住所、氏

ふり

名
がな

、年齢、電話番号、携
帯電話番号（1回につき2人まで
申込み可）、今までの参加有無、「12
月23日見学希望」を記入し、おし
えてコールふじ「公共施設見学」
係へ�� 153-1111　551-0623

中央図書館　151-4946
日 場所と貸し出し開始時刻

1・15日㈫ ウエルシア川成島店第2駐車場（14:00）
JA富士市竪堀支店駐車場（15:00）

2・16日㈬ 駿河台団地（2日の14:15のみ）
富士見台団地第一集会所前（15:00）

3・17日㈭ 滝戸団地内（14:00）
岩本山団地集会所前（15:00）

4・18日㈮
セブン-イレブン中里店駐車場（10:00）
マックスバリュ富士江尾店駐車場（11:00）
加島の郷（4日の14:15のみ）
四丁河原南公会堂駐車場（15:00）

5・19日㈯ 元吉原まちづくりセンター（10:00）
松野まちづくりセンター（19日の14:00のみ）

10・24日㈭ 歴史民俗資料館駐車場（15:00）

12・26日㈯
しらすの八幡加工センター駐車場（10:00）
ききょうの郷（12日の14:00のみ）
富士南まちづくりセンター（15:00）

23日㈬ 青葉台まちづくりセンター（15:00）

※都合により中止・変更する場合が
あります。

移動図書館ふじ号の巡回日程12月

児童文学講演会 
読んで、おすすめ！子どもの本

中央図書館　151-4946
±令和3年1月23日㈯　13:00〜14:30
￠中央図書館2階視聴覚室
¨最近出版された児童書の中から、
小学3・4年生くらいが楽しめる
本を中心に紹介

講師／宮崎久子さん（JPIC読書アド
バイザー）、大村教

のり

子
こ

さん（読み聞
かせボランティア）

§子どもの読書活動に関わる大人�
20人程度（先着順）
※託児はありません。
※子どもは参加できません。
￡12月23日㈬9:00から受け付けます。
直接または電話で中央図書館へ

≪ 　献血にご協力を
福祉総務課　155-2757

12月の献血
日 場　　所 時　間
3日㈭ 市役所駐車場 9:30〜16:00

（昼休み12:00〜13:15）

13日㈰ イオンタウン富士南
駐車場

10:00〜16:00
（昼休み12:00〜13:15）

17日㈭ 市役所駐車場 9:30〜16:00
（昼休み12:00〜13:15）28日㈪

※市役所での献血はウェブ予約が可
能です。詳しくは、日本赤十字社
ウェブサイトをご覧ください。

建物を取り壊した場合は届出を
資産税課　155-2744

固定資産税の課税対象になってい
る建物を取り壊した場合は、現地を
確認しますので、資産税課家屋担当
へご連絡ください。
ただし、法務局へ不動産登記法に
よる滅失登記の申請をした場合は、
連絡の必要はありません。

≪ 富士市会計年度任用職員
人事課　155-2711

①ふじやま学園　指導員
§1人
￠ふじやま学園（大淵）
¨障害児生活支援業務
±ローテーション表による（宿直業
務あり）

⊕月額18万3,900円
※通勤手当支給。
¶ふじやま学園　� 135-0313
②こども療育センター　パート保育士
§1人
￠こども療育センター
¨障害児の給食介助、バス添乗業務
±週5日、4時間勤務（12:00〜16:00）
⊕時給1,059円
※通勤手当支給。
¶こども療育センター　�121-9480

・・・・①②とも・・・・
￡12月10日㈭（必着）までに、会計年
度任用職員登録票（市役所8階人事
課で配布または市ウェブサイトでダ
ウンロード可）に希望職種と必要事
項を記入し、写真を貼って、直接ま
たは郵送で、〒417-8601　富士市役
所人事課へ

11

募　集

12月の市役所休日開庁日
±12月6日㈰　9:00〜16:00
開庁窓口／
★市民課（155-2747）
★国保年金課（155-2751）
★こども家庭課（155-2738）
★こども未来課（155-2896）
★収納課（155-2730）
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暮らしのたより

≪はじめよう！国際交流ボランティア 
～国際交流協力特殊部隊養成講座～

多文化・男女共同参画課国際交流室　155-2704
±令和3年1月12〜26日の毎週火曜日　
19:00〜20:00　計3回

￠富士市民活動センター
¨「やさしい日本語」と「富士市の
多文化共生の今」について学ぶ

§市民活動に興味がある人、外国人
との交流に興味がある人など／15
人（応募者多数の場合抽せん）

￡11月20日〜12月10日までに、直接
または電話・FAX・Eメールで富
士市民活動センターへ

¶富士市民活動センター
� 157-1221　557-1091
※必ずマスクを着用してください。

≪富士発・女
ひ と

と男
ひ と

のフォーラム 
富士市男女共同参画キャンペーンソング大解剖！！

多文化・男女共同参画課　155-2724
富士市男女共同参画キャンペーン
ソング「おたがいに　認めあって　
女
ひと

と男
ひと

」について、感想などをざっ
くばらんにおしゃべりしませんか。
±12月5日㈯　19:00〜21:00
※参加にはウェブ会議ツール（Z

ズ ー ム

oom)
が使用できる環境が必要です。

ナビゲーター／村瀬きょうこさん（キ
ャンペーンソング作者）

￡12月4日㈮までに、Eメールで氏
ふり

名
がな

、
住所、電話番号を記入し、シエスタ　
村瀬　方へ�

点字入門講座
障害福祉課　155-2911

±令和3年1月9日〜2月27日の毎
週土曜日　9:30〜12:00　計8回

￠フィランセ東館2階ふくし学習室
￡点字の手打ち（3回）、パソコンを
使った点訳（5回）

§市内在住・在勤で、全ての回に参
加できる人／8人（応募者多数の
場合選考）

￡12月11日㈮まで（土・日曜日、祝休
日を除く）に、電話で障害福祉課へ

≪ 男女共同参画学級　男の子も女の子も 
苦手克服！親子でドッジボールを楽しもう！

多文化・男女共同参画課　155-2724
男の子も女の子も苦手を克服して、
みんなでドッジボールを楽しみなが
ら男女共同参画の視点も考えてみま
しょう。
±12月13日㈰　9:30〜11:30
￠吉永第一小学校体育館（駐車場あり）
§年長〜小学4年生と保護者／15組
(応募者多数の場合抽せん）

￡12月4日㈮までに、Eメールに住
所、参加者全員の氏

ふり

名
が な

、電話番号、
子どもの年齢、性別を記入し、
FUJIミラクルキッズへ

富士商工会議所 
「実践型  創業セミナー」

産業政策課　155-2952
±12月12・19日　各土曜日　10:00〜
17:00　計2回

￠富士商工会議所3階会議室
¨経営者になるために必要なこと、創業
時・創業後に活用できる販促・集客術、
創業のための事業計画書作成など

講師／㈱エイプラスワイ講師ほか
§市内で創業を目指す人、創業5年
以内の人／20人

⊕1,000円
￡12月7日㈪まで（土・日曜日、祝休
日を除く）に、電話で富士商工会議
所　経営相談課へ　� 152-0995

≪ロゼシアター公募展「新進アーティスト作品展
vol.19」作品募集!! ～A

アート

rt G
ジェネレーション

eneration 2021～
ロゼシアター　160-2510

§①県内出身・在住・在学・在勤の
18〜35歳（令和2年4月1日時点）
の人②県内高校生で20歳未満（令
和2年4月1日時点）の人

募集作品／平面・立体・映像作品、
インスタレーション

⊕①1,000円　②無料
￡令和3年2月14日㈰（必着）までに、
応募用紙（ロゼシアターで配布、ロ
ゼシアターウェブサイトでダウンロ
ード可）に必要事項を記入し、直接
または郵送で、〒416-0953　蓼原町
1750　ロゼシアター「新進アーティ
スト作品展」係へ

●作品展
±令和3年3月6〜14日　10:00〜18:00�
(最終日は17:00まで）

￠ロゼシアター展示室

12�月��の��納��期��限
±12月25日㈮まで�
固定資産税・都市計画税　第4期
国民健康保険税　第6期

収納課　155-2730
　介護保険料　第6期

介護保険課　155-2766
±令和3年1月4日㈪まで�
後期高齢者医療保険料　第5期

国保年金課　155-2754

市営住宅入居者を募集します
静岡県住宅供給公社富士出張所　155-2817
募集は、毎月抽せんで入居者を
決める定期募集のほか、随時、募
集している住宅もあります。詳し
くは静岡県住宅供給公社富士出張
所（市役所5階南側）へお問い合
わせください。
《12月の定期募集のご案内》

募集期間／12月10〜18日（土・日
曜日を除く）

●シルバーハウジング
募集団地：�上堀団地1戸�

(2階：2DK・単身可）
家賃：1万8,300円〜3万5,900円
●ユニバーサルデザイン化対応住宅
募集団地：田子浦団地　E棟　1戸�
　　　（5階：3LDK・単身不可）

家賃：3万4,600円〜6万7,900円
募集団地：雲

ひばり

雀ヶ丘団地（厚原地区）1戸�
　　　（3階：3LDK・単身不可）

家賃：3万1,100円〜6万1,100円
※ユニバーサルデザイン化対応住
宅は一般世帯・高齢者等世帯と
もに入居可能です。

※その他の住宅情報は、12月10日㈭
に公表します。

≪T
ツ イ ッ タ ー

witterアカウントを開設しました
市営住宅の空き部屋情報や各団

地の魅力を発信していきますので、
ぜひフォローをお願いします。
アカウント名／@fuji_juutaku
¶住宅政策課　� 155-2843

≪ 丸火★星座教室
少年自然の家　135-1697

本物の望遠鏡で夜空を観察！友達
と思い切り森で遊ぼう！
※雨天の場合は代わりのプログラム
を実施します。

±令和3年1月30〜31日　1泊2日
￠少年自然の家、丸火自然公園
§市内在住・在学の小学4〜6年生
50人（先着順）

⊕1人当たり2,400円（食事つき）
※当日受付で徴収。
￡12月4日㈮から受け付けます。少
年自然の家ウェブサイトで電子申
請するか、8:30〜17:00に直接また
は電話で少年自然の家へ
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イベントなどに参加する場合は、必要に応じてマスクの着用をお願いします。
イベント当日に体温を測定し、風邪などの症状がある場合は参加を控えてください。

◀�≪マークまたはQRコードがついているものは詳細情報をウェブで�
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市立富士体育館　153-0900 ／市立富士川体育館　181-2111
富士総合運動公園　136-2131 ／ラ・ホール富士　153-4300
公園事業課　155-3553 ／富士川ふれあいホール　181-2333

教　室　名 申込先 受付期間

①ぴんしゃん健康体操②ズンバフィットネス③楽らくシ
ェイプ④ほのぼの健康体操⑤さわやか健康体操(水·金)⑥
美姿U

アッ プ

Pフィットネス⑦フィットネスボール体操
市立富士体育館

①②⑥⑦11月29日〜12月
5日③⑤12月2〜11日④
12月9日㈬の9:00〜11:00
に直接会場へ（先着順で
はありません）

①中高年のための筋力トレーニング②女性のためのメノ
ポーズケア③リラックスヨガ 市立富士川体育館 12月1〜7日

①ココカラママビクス②スマイルボディーフィットネス
③目覚めのヨガ④ボディーコンディショニング⑤ヨガ⑥
癒やしのアロマヨガ⑦美フレッシュビクス⑧気軽にヨガ
ビギナーズ

富士総合運動公園 12月6〜12日

①エアロ＆コンディショニング②やさしいエアロビック
③体幹筋トレ術④やさしい体幹トレーニング⑤ステキな
体つくり〜代謝UPトレーニング(月·水)⑥ワンランク上
がるためのワード基礎(火·金)⑦パワーポイントプレゼン
⑧さわやかエアロ＆ヨガ⑨ズンバ＆ピラティス⑩スキル
アップ！エクセル基礎(月·木)⑪バレトンシェイプアップ

ラ・ホール富士 12月7〜13日

ガーデニングにチャレンジ！〜ランの寄せ植え〜 公園事業課 12月9〜16日
①スタイルUPウォーキング②女性のためのヘルシーボデ
ィフィットネス③ふれあい健康体操(月·水)④美！ボディ
メイクエクササイズ

富士川ふれあいホール 12月11〜20日

※申込方法、受講料など詳しくは、りぷす富士ウェブサイトをご覧になるか、各申込先へ。

≪ りぷす富士各種事業

富士警察署管内事件・交通事故
　警察や市役所などをかたり、キ
ャッシュカードをだまし取る詐欺
が多発しています。不審な電話が
あったら、警察や市にご相談を。
事件情報� 〈9月末現在暫定値〉

年間累計 昨年比
全刑法犯罪 900件 - 201件
忍び込み 23件 + 9件
空 き 巣 13件 ± 0件
車上ねらい 78件 - 38件
自転車盗 75件 - 65件
特殊詐欺 9件 - 12件
サギ電話 202件 - 377件
交通事故情報� 〈10月29日現在〉

年間累計 昨年比
件　数 1,136件 - 363件
死　者 4人 - 8人
負傷者 1,486人 - 424人
交差点では、止まる・見る・待つ

富士山かぐや
ミュージアム月

の12
≪

121-3380
●富士山の玉手箱
　「岡田紅陽　富士山写真展」
��� 〜12月13日
●富士・沼津・三島3市博物館�
共同企画展「採る・捕る・獲る」
� 〜令和3年1月24日

※休館日�7・14〜31日（館内設備
修繕のため休館）。

※感染症対策として、イベント等を変更・中止する場合があります。最新情報はウェブサイトなどをご確認ください。
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≪ ドッヂビー教室 
当たっても痛くないドッヂビー! どなたでも気軽にできます

スポーツ振興課　155-2876
±令和3年1月15日〜2月5日の毎
週金曜日　19:00〜21:00　計4回

￠市立富士体育館2階体育室
§市内在住・在学・在勤の小学生以
上の人／50人（応募者多数の場合
抽せん）
※保護者同伴であれば幼児も参加可。
※小学生は必ず保護者が送迎してく
ださい。

⊕500円（1回目に徴収します）
￡12月11日㈮(必着)までに、市ウェ
ブサイトで電子申請するか、往復は
がきの往信裏面に住所、氏

ふり

名
がな

、年
齢、学年（在学中の人）、性別、電
話番号、教室名を記入し、〒417-
8601　富士市役所スポーツ振興課
へ
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