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※通称名で宣誓することもできます。
③宣誓書受領証を受け取る

るか、電話またはEメールに
ふりがな
二人の氏名・生年月日・住所、
代表者の電話番号・Eメール

アドレスを記入し多文化・男
女共同参画課へ
※３月 日（月）までに市役所に
お越しいただき、事前に書類
を確認します。
※宣誓
 番号は抽せんにより決定
します。

ソジ（ソギ）

SOGI

性はグラデーション

性はグラデーション

宣誓書受領証を持っていると
受けられるサービス

•市営
 住宅への入居申込みが可能とな
る
•中央
 病院で手術・検査などの同意代
行者（本人が同意能力を喪失した場
合、本人に代わって同意する者）と
して認められる など
※今後サービスを増やしていきます。

と き／４月１日（木）
～ 時
申込み ／ ３ 月 日（ 月 ）ま で に、
市ウェブサイトで電子申請す

制度開始日に
パートナーシップの宣誓を
しませんか
市では、４月１日の制度開始
日に市役所で交付式を開催しま
す。宣誓した人には、市長から
パートナーシップ宣誓書受領証
をお渡しします。

LGBT

手続の流れ
①事前予約する
宣誓したい日の 日前までに、市
ウェブサイトから電子申請するか、
ふりがな
電話またはメールに二人の氏名・生
年月日・住所、代表者の電話番号・
Eメールアドレス、宣誓希望日時（平
日 ～ 時）、通称名使用の有無、手
続時の個室希望の有無を記入し、多
文化・男女共同参画課へ連絡してく
ださい。
14

宣誓書の提出後、「パートナーシッ
プ宣誓書受領証」等を受け取ります。
※受領証は 週間以内に交付します。

エルジービーティー

パートナーシップ宣誓制度とは？
二人がお互いを人生のパートナーと
して認め合い、相互に責任を持ち協力
し合って共同生活を行うことを約束し
た関係であることを市に対して宣誓す
る制度です。市役所に宣誓書を提出す
ることで宣誓でき、市は受領証を交付
し、二人が宣誓したことを公的に証明
します。
セクシュアル・マイノリティ（性的
少数者）の人に限らず、様々な事情に
より、婚姻の意思はあっても、現行の
婚姻制度を利用できず（または利用せ
ず）、悩みや生きづらさを抱えている
事実婚の人も宣誓できます。
16

②宣誓する
宣誓する二人で多文化・男女共同
参画課に来庁してください。宣誓書
に記入し、以下の必要書類とともに
提出してください。
必要書類／
•住民票の写しまたは住民票記載事
項証明書
•戸籍
 抄本
•本人確認できる書類（マイナンバ
ーカードや運転免許証など）

9

詳しくはパートナーシップ宣誓制度
ガイドブック（多文化・男女共同参画
課で配布、市ウェブサイト

22

宣誓要件
•成年
 に達していること（満 歳以上
の人）
•少な
 くともどちらか一人が富士市民
であること
•戸籍
 上の配偶者がいないこと
•宣誓
 者以外の人とパートナーシップ
の関係にないこと
•宣誓
 者同士が近親者でないこと

交付される書類
•パー
 トナーシッ
プ宣誓書受領証
（A4サイズ）
•パー
 トナーシッ
プ宣誓書受領カ
ード（運転免許
証サイズ）

15

LGBT

でダウンロード可）をご覧
ください。

ソジ（ソギ）
ソジ（ソギ）

SOGISOGI

LGBT

16
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ソジ（ソギ）

性はグラデーシ

SOGI
性はグラデーション

性はグラデーション
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LGBT
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誰もが輝く虹色 の世界へ

4月1日から
「パートナーシップ宣誓制度」スタート！
多様性を認め合い、誰もが自分らしく生きることができる富士市を
目指し、4月1日からパートナーシップ宣誓制度がスタートします。
問合せ／多文化・男女共同参画課（市役所3階）

Asi-danjo@div.city.fuji.shizuoka.jp
155-2724 555-2864
性はグラデーション

エルジービーティー

LGBT

性はグラデーション

あなたの思いを教えてください

この言葉、聞いたことは
ありますか？

LGBT

パートナーシップ宣誓制度への思いを、当事者の方に聞きました。
あなたも、私も一人じゃない

エルジービーティー

LGBT

LGBTは、レズビアン、ゲイ、バイセ
クシュアル、トランスジェンダーの頭
文字をとったもので、セクシュアル・
マイノリティの総称として用いられる
ことがあります。ほかにも、自分自身
の性認識や性的指向を決められないク

エスチョニング（Q）や、性別が定まり
きらないエックスジェンダー
（X）
など、
様々な人がいます。
民間の調査によると5～8％（13人
性はグラデーション
に1人程度）がセクシュアル・マイノ
リティに該当するという結果が出てい
ます。
レズビアン Lesbian
Ｌ （女性同性愛者）

T

Ｇ

ゲイ Gay
（男性同性愛者）

Ｂ

バイセクシュアル
（両性愛者）

Ｔ

トランスジェンダー
Transgender
（心と体の性の不一致）

Bisexual

SOGI

SOGIは、
性的指向
（Sexual Orientation）
と性自認（Gender Identity）の頭文
字から取った言葉です。
「どんな性別の
エルジービーティー
人を好きになるか」
、
「自分がどんな性
LGBT
エルジービーティー

だと認識しているか」など全ての人の
LGBT
性的アイデンティティを指します。
体の性
身体的特徴で
分けられる性

体の性、心の性、好きになる性は、

はっきりと区分できるわけではなく、
変化することもあります。性はグラデ

LGBT
ーションです。多様な性について考え
てみませんか。
3

か後ろめたさを感じています。私たちはお互いの家族にも、まだ
パートナーのことを伝えられていません。仲がいいからこそ、
「軽
蔑されたらどうしよう…」と考えてしまいます。ただ、この制度
ができたおかげで、私たちが公的に認められると思うとうれしく
感じると同時に、少し背中を押してもらえた気がしています。

LGBT

私たちのように身近な人に
も話せず孤独に感じている人
ソジ
（ソギ）
もいるかもしれません。でも
SOGI
知らないだけで、同じように
感じている人は近くにいるの
で「一人じゃない」ことに気

エルジービーティー
づいてほしいです。皆がもっ
LGBT
ともっと、オープンに生きて
いけるようになり、最終的に
SNSを通じて知り合ったお二人。

はLGBTという言葉がなくな
ればいいなと思います。

お付き合いをし始めて1年ほど
になるそうです。

富士市がパートナーシップ宣誓制度をスタートさせると聞いた
ときは、私たちのことを認めてもらえると思い、本当にうれしかっ
たです。しかし、その反面「ここからだ」とも思っています。パ
ートナーシップ宣誓制度は結婚ではないので、家族にはなれませ
性はグラデーション
ん。また、夫婦であれば利用できる補助制度なども利用できませ
ん。私たちもある補助制度を利用しようと試みましたが、婚姻関
係の夫婦でなければ利用できないと言われ、私たちの関係を否定
されてしまったように感じ、悔しい思いをしました。男女のカッ
プルだったら、苗字を同じにでき家族になれて、様々なことがス

LGBT

好きになる性
性的指向

性はグラデーション
性はグラデーション

T

とても魅力を感じたから。自分をどう思うか、どんな人を好きに
なるかは人それぞれで、答えがはっきりと決まっているわけでは
ないと思います。実際、私たちもはっきりと分かりません。悪い
性はグラデーション
ことをしているわけではないのに、何となく周りに言えず、どこ

最初の一歩を未来につなげるように

ソジ（ソギ）

心の性
性自認

私たちがお互いのことを好きになったのは「一人の人」として
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友梨佳さん ひとみさん
お付き合いをして10年以上、同
棲して7年以上たっているお二
人。11月には結婚式を挙げる予
定です。

ムーズに進みます。とても羨
ましく思います。
同性だから一緒に過ごした
いわけではなく、ただ一緒に

生きたいと思った人が同性だっ
ただけで、男女のカップルと

ほかに違いはありません。
この宣誓制度を最初の一歩と
して、私たちのような人たち
が誰からも「家族」と認めら
れるようになればうれしいで
す。

大切な命だから考えよう

「犬」「猫」
との暮らし方

問合せ／環境総務課 ☎55-2768 551-0522 Aka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

鑑札・注射済票を紛失・破損した場合

愛犬手帳を持参し、環境総務課で再
交付申請をしてください。
再交付手数料／
鑑札1600円 注射済票340円
狂犬病予防注射
令和３年度は新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、集合注射を中止し
ます。市内の動物病院で、各自で接種
させてください。

検索

静岡県迷い犬

との暮らし方
か ん さ つ

飼い犬には、登録と鑑札の着用、毎年の
狂犬病予防注射が法律（狂犬病予防法）
で定められています
飼い犬の登録をするには
生後 日以上の犬は、犬を飼い始め
た日から 日以内に登録が必要となり、
登録時に交付される鑑札や、狂犬病予
防注射済票は、犬に着けなければなり
ません。
登録場所／
環境
 総務課（市役所 階）または市
内の動物病院
登録手数料／１頭3000円

住所変更時や、飼い犬が死亡した場合は
届け出が必要です
市内で飼い犬の居場所が変
わったときや、飼い犬が死亡
したときは、環境総務課へ届
け出てください。

補助対象／
富士市の住民基本台帳に記載され、市
内に生息する所有者の判明しない猫に
手術（耳先カット含む）をした人
※詳しくは、環境総務課にお問い合わせ
ください。なお、補助金は予算の範囲
内で交付するため、予算が終了次第、
申請受付を終了します。
所有者の判明しない猫に餌をあげている
人は注意してください
餌をあげてかわいがるだけが「愛護」
ではありません。猫が周辺環境を汚した
り、近隣住民に迷惑をかけたりする場合
もあります。餌を与える時は
地域の理解を得られるよう努
力し、去勢・避妊手術をしま
しょう。

ッチとニャンチの愛の伝言板」をご利用ください。

◎富士保健所衛生薬務課（県）
☎65-2154
◎富士警察署会計課
☎51-0110
県ウェブサイトの「迷い犬情報」では、保健所で保

飼い犬や飼い猫などの小動物は、新環境クリーンセ
ンターの動物専用炉で火葬できます。料金は、新環境
クリーンセンター（☎35-0081）にお問い合わせくだ

迷い犬情報はこちらからも確認できます▶︎

さい。
※火葬の立会い、焼骨のお返しはできません。

との暮らし方

室内飼養を徹底しましょう
猫を屋外に出すと、近隣住民の迷惑に
なるだけでなく、
交通事故や感染症など、
猫への危険もいっぱいです。次のマナー
を守り、室内飼養を徹底しましょう。
首輪や迷子札を着ける
去勢・避妊手術をする

1

護している犬の情報を公開しています。

飼い犬・飼い猫が行方不明に
なってしまった場合は連絡を

死亡した犬・猫などの小動物の火葬

10

所有者の判明しない猫の「 去勢・避妊手
術補助制度」
をご活用ください
所有者の判明しない猫の去勢・避妊手
術をした場合は、その年度内（ 月 日
〜翌年 月 日）に申請すると、補助金
が交付されます。
※飼い猫については飼い主の責任におい
て管理してください。
4

飼い犬や飼い猫が行方不明になってしまった場合は
環境総務課及び次の連絡先にご連絡ください。
【連絡先】

小さな命を大切に
犬や猫を虐待したり捨てたりすることは犯罪です。

どうしても飼うことができなくなったときは、大切に
飼ってくれる人を探しましょう。
新しい飼い主がいないときは、市役所１階北口の
「ポ

30

31

飼い主の皆さんへ

わんちゃん、ねこちゃん

91

犬
猫
3

4

広報ふじ 2021 年3月 5 日号

が

今年は3年に一度の評価替え！

固定資産の評価を見直します
固定資産税は、１月１日現在、固定資産（土地・家屋・償却資産）を所有している人に、資産価値に応じて納めてい
ただく税金です。税額は、固定資産の適正な時価「評価額」を、国が示す固定資産評価基準に基づいて算出します。

土地・家屋は、3 年ごとに評価額を見直します。この作業を「固定資産の評価替え」といい、令和3年度に行います。

土地の評価替え

年度の評価替え

3

土地のうち、宅地などの評価額は、
地価公示価格の７割をめどに算定し
ています。固定資産税・都市計画税
は、この評価額を基に利用状況に応
じた算出をします。

◆令和

地価の動向や土地利用状況の変化
を受けて、状況類似地域、標準宅地、
路線価、市街化区域農地の評価方法
などの見直しを行います。その結果、
評価額や税額に変動が生じます。
※地価の下落による評価額の見直し
は毎年行っています。

家屋の評価替え

既存の家屋の評価額は、建築物価
の水準（令和元年７月の東京都の物

価水準により算定）
により再評価し、
建築後の経過年数を反映した減価を
行って算出します。なお、算出され
た評価額が前年度の評価額を超える

年度の評価替え

場合、前年度の評価額に据え置かれ
ます。

◆令和

近年、建築物価が上昇傾向にある
ため、建築後の経過年数による減価
を反映しても、評価額が下がりにく
い状況となっています。

3

固定資産税の課税内容が分かる
縦覧制度・閲覧制度をご利用ください
新しい評価額・課税標準額は、縦覧制度・閲覧制度（下表参照）で確認できます。
また、4月中旬に発送予定の「令和3年度固定資産税・都市計画税納税通知書」に同封される課税明細書でも確認で
きます。
【縦覧制度とは】
…納税者が、ほかの土地・家屋の価格と比較して、自分の土地や家屋の価格が適正かどうか判断でき
るように、市内の全ての土地・家屋価格等縦覧帳簿を見ることができます。
【閲覧制度とは】
…納税義務者や借地人・借家人などが関係する固定資産（土地・家屋・償却資産）の課税台帳を閲覧で
きます。

項

目

と

き

縦

覧

閲

4月1日㈭～ 30日㈮
8:30～17:15（閉庁日を除く）

覧

4月1日㈭～令和4年3月31日㈭
8:30〜17:15（閉庁日を除く）

ところ

資産税課
※5月6日㈭以降の閲覧は、収納課（市役所 3 階）で行います。

対

象

納税者（同一世帯の人、代理人、納税管理人を含む）

納税義務者（代理人・同一世帯の人）
、借地人・借家人など

内

容

土地・家屋価格等縦覧帳簿
土地…所在、地番、地目、地積、価格
家屋…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

固定資産課税台帳
土地・家屋・償却資産の価格、課税標準額など

手数料

無料

4月1日㈭～30日㈮は無料（借地人・借家人などが閲覧する場
合は、1件300円）
※5月6日㈭以降は、1件300円。

持ち物

納税通知書またはマイナンバーカード・運転免許証など本人確認ができるもの
※代理人は委任状、借地人・借家人などは賃貸借契約書など権利関係及び物件の確認ができる書類が必要です。

土地担当

155-2743

家屋担当

155-2744

償却資産担当

問合せ
551-0445 Aza-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
資産税課
（市役所3階）

155-2745

※問合せの際は、納税通知書に記載されている納税通知書番号をお伝えください。

5
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事業者の皆さんへ

第二次富士市持続化プラス給付金を
ご利用ください！

新型コロナウイルス感染症拡大の深刻化により大
きな影響を受けた事業者に対して、「第二次富士市
持続化プラス給付金」（第二次富士市新型コロナウ
イルス対策事業持続化支援給付金）を支給します。
この給付金は、
「富士市持続化プラス給付金」同様、
事業全般に活用できます。
【給付対象】
市内の中小法人、個人事業者等

【給付要件】
◦令 和2年12月1日以前から事業収入を得てい
て、今後も事業を継続する意思があること

◦令和3年1～3月に平成31年（2019年）同月比
等で事業収入が30％以上減少した月があること
◦市税の滞納がないこと

【給付額（複数の事業を営む場合も同額）】

減少率30％以上50％未満1事業者当たり10万円
減少率50％以上70％未満1事業者当たり20万円
減少率70％以上
1事業者当たり30万円
【申請方法】

3月15日b 〜5月17日b（予定）に、必要書類（市
ウェブサイトでダウンロード可）に必要事項を記
入し、
郵送で、
〒417-8601 富士市役所商業労政課
第二次富士市持続化プラス給付金事務処理会場へ
制度について詳しくは申請要項をご覧

ください。申請要項は、商業労政課（市役
所5階）で配布するほか、市ウェブサイ ▲詳しくは
トからダウンロードできます。
こちら

問合せ／3月12日（金）まで 商業労政課 155-2907（土・日曜日を除く8:30〜17:15）
3月15日（月）以降 第二次富士市持続化プラス給付金コールセンター 155–2953
（土・日曜日、祝休日を除く9:00〜17:15）

まちかどネットワーク
士市オープンガーデンに所属する
齋藤玉子さんが、令和 年度ふじ
のくに花の都しずおか・花緑コンクー
ルのオープンガーデン及び個人の庭部
門で最優秀賞を受賞しました。齋藤さ
んは 年ほど前からガーデニングを始
め、今では100種類以上の草花を育
てています。「受賞の知らせを聞いたと
きは驚きましたが、オープンガーデン
などを通じて知り合った“花仲間”や周
りの人が喜んでくれてうれしかったで
す。今まで多くの方の庭を見せていた

学路でもあるので、散歩や通学で歩く
人がいます。そんな人たちを庭へ誘う
ように入り口には鉢植えを置き、気軽

育てるには土が肝心。庭の落ち葉や生
ごみなどをリサイクルし、赤玉土や牛
ふん、有機肥料を混ぜて 年かけて土
を作っています。 つ目は景観づくり
です。庭の高低差を生かし、傾斜に緑、
低いところには高さのない花を植えて
います。見どころは、毎年 月中旬に
なると紫色と白色の花が咲く藤の花で
す。手作りのデッキから見る富士山と
まるで白糸の滝のような藤は絶景です。
また、自宅前の道路は旧東海道で、通

富

だき、草花について教えてもらったの
で、今回の受賞は多くの人の支えによ
るものです」

2

と感謝を語り
ます。
「私の庭づ

つは

くりのポイン
トは主に つ

です。

土作りです。
元気な植物を

1

30

▲濃さはタイトルロゴの 20～50％ほどに落とす。カラーによって臨
機応変に変更してください。

▲植物が持つ生命力を生かした
庭を目指しているそう

2

ふじのくに花の都しずおか・
花緑コンクールで最優秀賞を
受賞した
たま こ

齋藤 玉子さん(岩淵）

にのぞき込めるように心がけています。
初めて会った人とでも、草花の話題は
会話が弾みます。花は人と人との距離

を縮めてくれるすてきなものです。草
花をきっかけにつながった縁を大切に、

いつまでもガーデニング

を続けたいですね」と思
いを話してくれました。

2

4

1

▲手前に咲くシレネが華やぎを添える
（令和2年4月5日撮影・提供写真）
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市民協働課 155-2701

第 32回 問合せ

お得な「前納」制度をご利用ください

国民年金保険料が改定されます

ます。

保険料が割引される「前納」制度

前納方法

令和 年度（令和 年 月～令和 年 月分）の国民年金保険
料は月額 万6610円 です。お得な「前納」制度を紹介し
4

前納用の納付書を使って保険料をま
とめて前払いすると、割引が適用され
ます。左表のように、前納期間が長い
ほどお得になります！

か月前納及び 年前納は、 月上
旬に日本年金機構から送付される「国
民年金保険料納付案内書」の中の前納
用納付書をご利用ください。
年前納は、事前に申込みが必要で
す。前納の申込みや納付方法について
は、富士年金事務所にお問い合わせく
ださい。
※通常
 の納付書でまとめて前払いして
も割引されません。必ず前納用の納
付書をご利用ください。
※納付
 書による前納は、 月 日（金）
（ か月前納の後期は 月 日（月）））
4

までに保険料を納付する必要があり
ます。
※１枚
 の納付書の金額が 万円を超え
る場合は、コンビニエンスストアで

日本年金機構の
ウェブサイトは
こちら
▼

の人生を意味します。このコーナーでは、セカンドラ

「セカンドライフ」は主に、定年退職後や子育て後など
第

）。音楽イ

イフを楽しんでいる還暦世代の人を紹介します。

今回紹介するのは、岩田惠子さん（富士見台

長年、子ども向けのピアノ講師として、音楽に親しんで
きました。 年ほど前に、カラオケ喫茶店をオープンさせ
てライブ演奏を企画し、多くの音楽ファンや音楽関係者に
来ていただきました。このライブがきっかけで、地元にい
る様々なジャンルの音楽家と知り合うことができました。
こうした音楽家の皆さんのご協力をいただいて、イベン
ト企画に携わるようになりました。その一つが岳南音楽祭
です。この音楽祭は、平成 年から岳南電車沿線で年１回
開催しているイベントです。昨年 月には、新型コロナウ
イルスの感染防止に努めながら開催しました。 か所のメ

音楽イベントで、地域の活性化と生きがいづくり

ーボードなど担当）として出演しています。

ベントの企画で活躍するほか、自らもバンドのメンバー（キ

4

イン会場と か所の
サテライト会場で、

人ほどの音楽家が
演奏し、約５００人

の音楽ファンが来て
くれました。自分の
手がけた音楽イベン
トが、自分が生まれ

育った吉原地区の活
性化につながり、そ
れが生きがいになっ
ています。

4

事務局／（一社）まちの遊民社

（

）

9
0
3
6

11 4

2

セカンドライフについて詳しくはセカンドライフ相談室へ

11

1
88

1

）2521
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30

3

6

2

6

は支払うことができません。金融機
関の窓口をご利用ください。

（

自宅で愛用のピアノを弾く岩田さん

5

3

毎月納付
1万6,610円 9万9,660円 19万9,320円 39万8,400円
した場合

富士年金事務所 ☎
（ ）1900
国保年金課国民年金担当 ☎
（ ）
2755

5
51

2

4

55

1万4,590円
3,540円
810円
割引額

50

1

9万8,850円 19万5,780円 38万3,810円
前納した
場合

2年分
1年分
6か月分
1か月分

1 30

3

◦令和4年度国民年金保険料は月額1万6,590円です。
◦6か月前納は、前期（4～9月分）と後期（10月～令和4年3月分）
です。
◦年度途中で国民年金第1号被保険者となった場合、申出により任意
の月から当年度末または翌年度末までの保険料を前納することがで
きます。

61

30

お知らせ
納付書
（現金）
による国民年金保険料納付額・割引額早見表

問 合 せ

暮らしのたより
ことばの相談室

～親子でコミュニケーション～
障害福祉課

155-2761

￠ことばの相談室（フィランセ東館2階）
§特別支援学校・特別支援学級に在
籍している児童・生徒（新1年生
を含む）とその保護者
¨親子で遊びながらコミュニケーショ
ン手段や学習方法を獲得する
利用回数／月1・2回（1回につき
40分程度、要予約）
￡3月19日㈮までに、電話で障害福
祉課へ

タクシー・福祉タクシー
障害者利用料金助成
障害福祉課

155-2911

①タクシー
§視覚障害・肢体不自由・内部障害
(1・2級）
、知的障害（A）、精神
障害（1級）
、
戦傷病者（甲種）の
認定を受けている人
②福祉タクシー（ストレッチャーの
まま乗車できるタクシー）
§下肢・体幹・移動機能障害（1・2
級）の認定を受けている人
‥‥①②とも‥‥
¨初乗り運賃の助成
￡3月25日㈭から受け付けます。身
体障害者手帳、療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳または戦傷病者
乗車券引換証を持参し、障害福祉
課へ
※社会福祉施設に入所している人や
自動車税・軽自動車税の減免を受
けている人は、助成対象になりま
せん。詳しくは、障害福祉課にお
問い合わせください。

お知らせ

旧藤田邸（元富士芸術村）
貸出・利用の休止
文化振興課 155-2874

大淵にある旧藤田邸（元富士芸術
村）は、文化施設としての使用を終
了し、今後の利活用について検討を
進めていくため、3月31日㈬をもっ
て施設の貸出・利用を休止します。

≪

企業就職面接会
商業労政課 155-2778

求職者と企業のマッチング機会をつ
くるため、就職面接会を開催します。
± 3月20日(土·祝) ①9:30～12:00
②13:30～16:00
￠市役所5階第2・3・4会議室
§新卒、18〜45歳の無職または非正
規雇用者
￡当日直接会場へ

安全な春山登山のために !!

≪

斎場への通行経路の変更
市民課 155-2746

4月1日から、インター周辺区画
整理事業に伴い、斎場の正門が敷地
西側に移設し、新しい通行経路に変
更されます。
西富士道路広見インターチェンジ
から斎場へ向かう場合は、西富士道
路側道を通り新しい正門から入場し
てください。
※新しい駐車場の使用開始に伴い、
敷地東側の仮駐車場は廃止します。
※経路図など詳しくは、市ウェブサ
イトをご覧ください。
はるぼり

春季河川美化運動(春堀)に
ご協力をお願いします
河川課 155-2833

春堀は、用・排水路の機能維持、
春山登山は、登山道の残雪や沢の 災害防止、河川美化のための重要な
増水、急激な気象の変化に注意が必 美化運動です。各町内会で春掘作業
要です。事故を起こさないために、 が計画されていますのでご協力をお
願いします。
次のことを心がけましょう。
○湿度、風の影響などで体感温度が 春堀実施期間／4月4～11日 富士・
著しく低下します。防寒対策など
鷹岡・丘・天間地区ほか
の装備を万全にしましょう。
水が止まる河川／鷹岡吉原用水路・
○地図・コンパス・携帯電話・予備
農振用水路・上堀・富士早川・下
食料などを忘れずに携行しましょ
堀・四ヶ郷用水路及び各支川
う。
水が止まる期間／4月1日㈭ 13:00～
○最新の気象情報を入手、分析して、
4月13日㈫ 14:00
綿密な登山計画を立てましょう。
≪
保護者向け企業説明会
○入山時には登山ポストに登山者カ
商業労政課 155-2778
ードを提出しましょう。
○春先は空気が乾燥するため、火の取
就職活動を控える高校生や大学生
を子に持つ親世代へ向けて、富士市
扱いには十分気をつけましょう。
の魅力ある企業をより知ってもらう
≪ 富士・富士宮地区合同企業ガイダンス2022～オンライン開催～
ため、対面型の企業説明会を開催し
商業労政課 155-2778
ます。学生本人や市内で就職を考え
富士・富士宮地域に就職の場を求める学生と優秀な人材の確保が必要
ている人の参加も大歓迎です。
な企業のために、オンラインの企業説明会を実施します。富士・富士宮
±3月28日㈰
地区での就職を考えている人は、ぜひご参加ください。
第1部 11:00〜13:00
±4月12～15日 各日4時間帯（1社50分）
第２部 14:00〜16:00
出展企業／46社（予定）
￠ラ・ホール富士2階多目的ホール
※企業の配信スケジュールなど、詳しくは「富士・富士宮地区合同企業
実施方法／各企業ブースにて、1回
ガイダンス2022」ウェブサイトをご覧ください。
20分を目安に企業説明を実施
§令和4年3月卒業予定の大学生･高専生･短大生･専門学校生(以下大学
等という)及び平成3年4月2日以降に生まれた大学等の既卒者
参加企業数／各部12社（第1部・第
※既卒者は原則として現在就職していない人に限ります。ただし、在職中
2部で入れ替え制）
であっても富士・富士宮地区以外からの転職希望者は対象となります。
￡当日直接会場へ
※上記に該当する子がいる保護者も視聴可能です。
¶㈱サン・プランナー
￡「富士・富士宮地区合同企業ガイダンス2022」ウェブサイトで電子申請

1055-920-5030
¶富士商工会議所 152-0995
消防本部警防課 155-2856

う わ ぼ り

ぼ り

し

か

しも

ご う
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◀≪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
公開しています。そちらもご覧ください。
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募

集

（公社）静岡県不動産鑑定士
協会不動産無料相談会
土地対策課 155-2787

児童館職員（児童厚生員補助）

±4月2日㈮ 10:00〜16:00
こども未来課 155-2731
￠ふじさんめっせ会議室兼小展示場
日曜日のいずれかに加え、 ¶(公社）静岡県不動産鑑定士協会
±土曜日、
月3～4日程度の平日9:00～17:00

1054-253-6715
※4月からの勤務となります。
≪
富士市職員オンライン
￠市内の児童館
採用説明会
§子育ての経験がある人または子育
人事課 155-2711
てに興味がある人／若干人
4月17日㈯
全体説明
9:00～9:40
±
≪
自衛官等
個別説明 10:00～15:00(全10回、
市民課 155-2746
1回30分）
募集種目／予備自衛官補（①一般② ※参加にはウェブ会議ツール(Zoom)
技能）
が使用できる環境が必要です。
受付期間／4月9日㈮まで
¨仕事内容の紹介、先輩職員とのフ
リートークなど（一般事務職、土
試験期日／4月17〜21日のうち1日
木技術職、消防職、保健師、保育
を指定
士・幼稚園教諭）
§①18歳以上34歳未満の人
②18歳以上で国家免許資格等を有 §富士市役所採用試験の受験希望者
する人（資格により年齢上限は53
200人（先着順）
歳未満〜55歳未満）
￡3月19日㈮から市ウェブサイトで
電子申請
¶自衛隊富士地域事務所 151-1719
※申込みは1人1回まで。詳しくは
夜間納税相談
市ウェブサイトをご覧ください。
±3月25日㈭ 17:15〜19:00
※採用説明会への参加は採用試験の
収納課 155-2730
合否などに影響ありません。
ズ

≪

ー

ム

中央病院正規職員

令和3年6月採用
試験の区分
看護師
助産師

病院総務課人事担当 152-1131
予定人員
3人程度

令和4年4月採用
試験の区分

予定人員

看護師
助産師

24人程度

受験資格

昭和50年4月2日以降に生まれた人で、左記職
種の免許を有している人
受験資格
昭和51年4月2日以降に生まれた人で、左記職
種の免許を有しているか、令和3年度に実施され
る左記職種の国家試験を受験し、当該免許を取
得見込みの人

±4月25日㈰ ￠中央病院
必要書類／試験申込書（病院用）、自己紹介書、受験票、既に免許を有する
人はその免許証の写し
￡4月2日㈮までに、中央病院ウェブサイトで電子申請するか、必要書類
(中央病院2階病院総務課及び市役所2階総合案内、各地区まちづくりセ
ンターで配布、中央病院ウェブサイトでダウンロード可）を直接または
郵送で、〒417-8567 富士市立中央病院病院総務課へ
※詳しくは、中央病院ウェブサイトをご覧ください。

風しん抗体検査・予防接種
無料クーポンの有効期限を延長します
健康政策課 164-9023

令和元年度、令和2年度に発行し
た成人男性の風しん抗体検査・予防
接種クーポンの有効期限を、令和4
年2月まで延長します。
市内在住でクーポンをまだ使用し
ていない人は、券に記載された有効
期限にかかわらず、令和4年2月ま
で使用することができます。
※クーポンを紛失した人や転入した
人などは、健康政策課へお問い合
わせください。

通学を理由に転出する人の
こども医療費助成制度
こども家庭課 155-2738

こども医療費助成制度は富士市に
住民登録がある18歳到達後最初の3
月31日までの子どもが対象ですが、
通学のために転出する人は、手続を
することで制度を引き続き利用でき
る場合があります。
§①②の条件どちらも該当する人
①通学のために富士市に住民登録の
ある親元を離れる
②転出先の市町村に同様の制度がない
￤生徒手帳や在学証明書など学校に
在籍していることが分かるもの
￡直接こども家庭課（市役所4階）へ
※その他注意事項はこども医療費助
成制度と同様です。
※県外の医療機関を受診した場合は、
診療日から1年以内に償還払いの
申請をしてください。

≪ 3・4月の市役所休日開庁日

±3月28日㈰・4月4日㈰
各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）
★学務課（155-2868）
★収納課（155-2730）(4月4日のみ)
※市ウェブサイトから市民課窓口
の混雑状況を確認できます。

新型コロナウイルスのワクチン接種についての最新情報等は、市ウェブサイトでお知らせしています。こちらのペー
ジ上部にある QR コードからご覧ください。 富士市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 164-9001
記号の説明
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≫…託児あり（詳しくは上記 QR コードをご覧ください）
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⊕ …費用等 ￡ …申込み ¶ …問合せ
※特に記載のない場合、費用は無料。

暮らしのたより
≪レ ッ ツ び
Let's美ボディ教室（前期）
≫

講座・教室

～脂肪に効くトレーニングでカラダが引き締まる！～
スポーツ振興課

155-2722

±5月11日〜6月8日の毎週火曜日
11:00～12:00 計5回
￠市立富士体育館2階体育室
¨脂肪除去筋力トレーニングなど
§市内在住・在勤の45歳未満（令和
3年5月1日時点）の人／40人（う
ち託児希望者20人、各応募者多数
の場合、抽せん）
⊕1,000円（託児希望者は、託児1人
につき1,000円増）
￡4月5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、氏名、
年齢、電話番号、緊急連絡先、教
室名、託児の有無（希望する場合
は、子どもの氏名、月齢）を記入
し、〒417-8601 富士市役所スポ
ーツ振興課へ
ふ り が な

ふ り が な

パソコン講習会
ワード・エクセル初級講座
シルバー人材センター 153-1150

パソコンを使う上で基本のワード・
エクセルの使い方をアシスタントが
ついて丁寧に教えます。初心者歓迎
です（ラ・ホール富士にあるパソコ
ン、ウィンドウズ10を使用します）。
±4月5日～7月26日の毎週月曜日（5
月3日を除く）13:30～15:30 計16回
￠ラ・ホール富士7階OAルーム
§ローマ字入力ができる人／8人
（先着順）
⊕月額4,200円（施設利用料含む。別
途テキスト代（2,640円。テキスト
は初回に配付）
￡3月22～25日の9:00～16:00に、電
話でシルバー人材センターへ

さわやか健康体操教室（60歳以上対象）
〜ストレッチ体操、リズム体操、レクリエーション〜
と

き

曜日

5月6日〜7月8日

木

5月10日〜7月12日

月

5月11日〜7月13日

火

開講時間
① 9:30〜10:30
②10:45〜11:45
10:00〜11:00

場

定

富士見台まちづくりセンター

員

各19人

松野まちづくりセンター

20人

① 9:30〜10:30
②10:45〜11:45

天間まちづくりセンター

各20人

大淵まちづくりセンター

各20人

10:00〜11:00
① 9:30〜10:30
②10:45〜11:45

鷹岡まちづくりセンター

23人

富士北まちづくりセンター

各20人

※全て計10回。
§市内在住の60歳以上（令和3年5月1日時点）で健康な人
⊕各1,000円
￡4月2日㈮（必着）までに、往復はがきの往信裏面に住所、氏名、年齢、
性別、電話番号、本人以外の緊急連絡先、会場名・曜日・開講時間（①・
②がある会場は、第1希望、第2希望）を記入し、〒417-8601 富士市役
所スポーツ振興課へ
※申込みは1人1会場。応募者多数の場合、抽せん。同じ会場内で人数調
整を行う場合があります。
ふり がな

≪ レバンテフジ静岡2021年シーズン開幕

スポーツ振興課 155-2876

プロサイクリングチーム「レバンテフジ静岡」の2021年シーズンがスタ
ートします。レバンテフジ静岡は、2021年シーズンから新たに3人の選手
をチームに加え、2020年からの継続選手6人を含む計9人で、今期に立ち
上がったサイクルロードレースリーグ（名称：JCL）に参戦します。
ユ ー チ ュ ー ブ
シーズン初戦は、無観客での開催となりますが、YouTubeライブ等で
見ることができます。ぜひご覧いただき、みんなで応援しましょう。
も おか は が
大会／①真岡芳賀ロードレース大会 ②宇都宮清原クリテリウム
±①3月27日㈯ ②3月28日㈰
￠①栃木県真岡市・芳賀町②栃木県宇都宮市

集

≪

会計年度任用職員
（パート特定保健指導員）
健康政策課 164-8992

±4月1日～令和4年3月末 9:00～
12:00または13:00～16:00
※勤務日数は年間196日。
￠フィランセ健康政策課
¨特定保健指導業務など
§保健師または管理栄養士の資格を
有する人／1人
⊕時給1,430円
※期末・通勤手当支給。
￡3月19日㈮（必着）までに、会計年
度任用職員登録票（市役所2階総
合案内及び8階人事課で配布、市
ウェブサイトでダウンロード可）に
必要事項を記入し、写真を貼って直
接または郵送で、〒416-8558 本市
場432-1 フィランセ健康政策課へ

≪

スポーツ振興課 155-2876
会

募

男女共同参画を進めるための
講座などを実施するグループ

多文化・男女共同参画課 155-2724

下記のテーマで市民向けの講演会
や講座を企画・実施するグループを
募集します。
●令和3年度のテーマ
①次世代を担う若い世代（幼児、
小・中学生）に対する男女共同参画
の推進②男女が共に担う子育てや介
護、ワーク・ライフ・バランスの推
進 ③男女共同参画の視点を取り入
れた防災活動の啓発・推進 ④女性活
躍推進 ⑤セクシュアル・マイノリティ
への理解促進
§市内各地区まちづくりセンターや富
士市男女共同参画センターを拠点に
活動している、または今後活動した
いと考えているグループ／5グルー
プ程度（事業内容などにより選定）
※政治活動、宗教活動、営利活動を
目的とした団体は除く。
委託料／1グループ当たり上限5万円
「令和3
￡4月9日㈮（必着）までに、
年度男女共同参画学級開設委託事業
申込書」（市役所3階多文化・男女共
同参画課及び男女共同参画センター
で配布。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
または郵送で、〒417-8601 富士市
役所多文化・男女共同参画課へ
広報ふじ 2021 年3月5日号 10

◀≪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
公開しています。そちらもご覧ください。
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≪ 令和3年度富士市スポーツ協会 各種スポーツ教室①
（対象

教室名

※市内在住・在学・在勤。）

柔道（小学生以上）
空手道（小学生以上）
陸上競技（小学生）
ソフトテニス
（小学3年生以上）
陸上競技（中学生）
スポーツチャンバラ
（小学生以上）
空道（小学生以上）
ミニバスケットボール
（小学4年生以上）
なぎなた（小学生以上）
ボウリング（小学生以上）
クレー射撃（一般）

と

き

申込み・問合せ

（祝休日など、休みになる日があります）

4月1日～7月1日 毎週木曜日 
18:30～20:00 計13回
4月2日～6月25日 毎週金曜日 
18:30～19:30 計13回
4月3日～9月25日 毎週土曜日 
15:00～17:00 計13回
4月5日～7月5日 毎週月曜日
19:00～21:00 計13回
4月7日～10月27日 毎週水曜日
17:00～19:00 計30回
4月16日～7月9日 毎週金曜日
19:00〜20:45 計10回
4月18日～3月20日 主に日曜日（月
１回）　8:30～10:00 計12回
4月23日～7月16日 毎週金曜日
17:00～19:00 計13回
4月24日～7月24日 毎週土曜日
9:30～11:30 計13回
4月24日～11月27日 隔週土曜日
9:00～11:30 計13回
5月3日～10月31日 不定期
9:00～10:00 計5回

スポーツ振興課 153-6045

小笠原
井上

方
方

1090-2189-5122
1090-6084-7972

陸上競技協会
渡辺

方

望月

方

171-7826

1090-7694-4357

陸上競技協会

福良

方

1090-9336-4495

佐野

方

1090-6072-7392

高橋

方

1080-3482-7641

横田

方

1090-2776-0637

片桐

方

1090-7038-8053

深澤

方

1090-7681-8509

岩本山射撃場

山口

方

161-6808

￡各開催日の2週間前までに申込み
※申込方法、受講料など詳しくは、富士市スポーツ協会ウェブサイトをご覧になるか、各申込先へ。

3月の水道料金・下水道使用料

3月の教育委員会会議

上下水道お客様センター 167-2873

〜納入は便利で確実な口座振替で〜 ○納入期限 3月31日㈬まで
￡直接、市指定金融機関の窓口へ
（納入通知書は、3月中旬に郵送します)
￤通帳・印鑑（届印）・水栓番号（各世帯 ○口座振替日 3月29日㈪
配付の「使用水量等のお知らせ」に記載）

※傍聴する際は、マスク着用など
の感染症対策をお願いします。
±3月19日㈮ 13:30〜
￠消防防災庁舎3階研修室

教育総務課 155-2865

※納入は2か月に1度です
（地区によって納入月が異なります）
。

3月の救急当番医
と

さ ん

ふ

じ ん

か

き

産婦人科

Gynecology＆Obstetrics
Gineco-Obstetrica

8:00〜18:00

が ん

眼

か

科

Ophthalmology
Oftalmolagia

9:00〜17:00

じ

び

3月の接骨師会
休日当番

救急当番医案内

Emergency Hospitals Available on Holidays
Pronto Socorro em atendimento fim de semana e feriados

151-9999

か

耳 鼻 科

Otorhinolaryngology
Otorrinolaringologia

8:00〜17:00

じゅう ど う せ い ふ く

柔道整復

Bonesetter
Clinica de osteopatia

9:00〜17:00

7日㈰ 宮﨑クリニック 66-3731 松 岡 小森眼科クリニック 21-0333 伝 法 たかひろ耳鼻咽喉科医院 66-5100 宮 島 渡 辺 接 骨 院 61-0548 富士町
14日㈰ 池田産婦人科医院 21-2228 石 坂 な か じ ま 眼 科 72-0011 入山瀬 芹沢耳鼻咽喉科クリニック 993-8000 裾野市 よ し だ 接 骨 院 88-1190 富士見台4
（055）
20日㈯ 望月産婦人科医院 34-0445 比 奈 聖隷富士病院（眼科） 52-0780 南 町 本橋耳鼻咽喉科医院 972-1133 三島市 富士中島整骨院 38-9653 中 島
（055）

21日㈰ 窪田レディースクリニック 65-7077 平 垣 海 野 眼 科 医 院 30-6260 松 岡 アミクリニック 981-3341 清水町 た な か 接 骨 院 21-3670 石 坂
（0544）
28日㈰ 中島産婦人科医院 51-4188 青島町 戸 田 眼 科 医 院 21-9666 富士宮市 しんふじ耳鼻咽喉科クリニック 65-0600 川成新町 久 保 寺 接 骨 院 85-3916 北松野
（055）

な い

か

しょう

に

か

げ

か

内科・小児科・外科

Internal Medicine/Pediatrics/Surgery
Clinica Geral/Pediatria/Cirurgias

し

歯

か

科

Dentistry
Dentistas

救急医療センター 151-0099 津田217-2 平日19:00〜翌8:00 土曜日14:00〜翌8:00 日曜日・祝休日 9:00〜翌8:00 歯科医師会館 153-5555
伝法2850-3
〈診療上の注意〉必ず保険証とお薬手帳（ある場合）を持参してください。緊急性により診察順が変わります。
日曜日・祝休日
投薬は原則1日分です。子どもが受診する場合は、早めの時間帯にお越しください。
9:00〜12:00(受付は11:30まで)
※受診の際は、建物に入る前に車から電話をするか、正面玄関のインターホンで連絡してください（発熱など
13:00〜16:00(受付は15:30まで)
の状況により、車中診療となる場合があります）。感染防止にご理解とご協力をお願いします。
共立蒲原総合病院（主に内科） 181-2211 中之郷 2500-1
診療可能な科目や時間帯は日によって異なります。受診の際は、必ず病院へ電話でお問い合わせください。
※ 4 月 4 日㈰の救急当番医・接骨師会休日当番は、3 月下旬に市ウェブサイトに掲載します。

イベントなどに参加する場合は、マスクの着用にご協力をお願いします。
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。
※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。
記号の説明
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このコーナーでは「いただきへの、はじまり」を
胸に頑張る“ 富 士 青 春 市 民 ”を紹介します！

第34回

2021/3/5
No.1233

鶴田

いつ き

慈貴 さん

（横割）

富士青春市民を随時募集中です

に

「第

受賞したのはどのような作品ですか？
ディープ ム ー サ

41

アンダー

ツイッター
ユ ー チ ュ ー ブ

「deepMusa」という作品で、楽譜の画像を
読み込むと、ＡＩ（人工知能）が、音符の高さ
や長さ、記号を物体検出し、音声ファイルとし
て出力するウェブア
プリです。独創性が
大変優れていると評
価され、アイデア部
門で最高賞の経済産
業大臣賞を受賞する
ことができました。

イ ン ス タ グ ラ ム

この広報紙は印刷用の紙にリサイクルできます。

回 U - プログラミング・コンテスト」で経済産業大臣賞を受賞！

フ ェ イ ス ブ ッ ク

ウェブサイトhttp://fujishi.jp Facebook・twitter・YouTube・Instagramでも情報発信中！
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

◀

富士南中学校２年生

22

制作しようと思ったきっかけは？
父の仕事の関係で、小学２～４年生をイギリ
スで過ごしました。学校のプログラミングの授
業でその楽しさを知り、帰国後も独学で勉強を
続けていました。現在、吹奏楽部でクラリネッ
トを演奏していますが、自分のパートの音を覚
えようとするときに、楽譜から音階やリズムを
読み取る「譜読み」だけでは音楽を想像するの
が難しく、曲のイメージが湧きません。そんな
ときに自動で音楽を演奏してくれるソフトウェ
アがあれば便利だと
考え、制作すること
に挑戦しました。
朝、早起きして学
校へ行くまでの間
や、学校から帰宅し

こちら編集室「誰もが輝く虹色の世界へ」
「男性だから、女性だからということではなく、一人の人として好き
になったんです」インタビューで聞いてからずっと心に残っている言葉
です。人を好きになる気持ちは皆同じ。そこに優劣はないのに、自分の
性に違和感があることや同性のパートナーがいることなど気兼ねなく話
せない風潮が根強くあるのだと改めて気づきました。パートナーシップ
宣誓制度をきっかけに、自分と他人の違いを理解し尊重し合えるような、
様々な色が織りなす虹色の世界になることを願っています。
（り）

てから就寝までの時間などを利用し、一日5〜
6時間、制作を行い、完成までに９か月かかり
ました。新型コロナウイルスの影響で学校が休
校になったり、部活動が制限されたりしました
が、その分、家で過ごす時間が増え、作業に集
中することができました。
今後の目標は？
「deepMusa」の精度をさらに高め、多くの
人に利用してもらえるソフトウェアにしたいと
思っています。また、将来はプログラマーとし
て人の役に立つソフトウェアを開発できるよ
う、これからも勉強を続けていきます。
「U-22プログラミング・コンテスト」とは
自らのアイデアと技術で新しい未来を
開く、次代を担う22歳以下のＩＴエンジ
ニアを対象とした作品提出型プログラミ
ング・コンテスト。41回目を迎えた昨年
は、11月29日にオンラインで最終審査が
行われ、一次審査を通過した16作品の中
から「総合」
「プロダクト」
「テクノロジー」
「アイデア」の４つの部門で経済産業大臣
賞が決定されました。
my
ふじらぶ

ふじのくに田子の浦みなと公園か
ら富士川まで友人とサイクリング。
走った後の爽快感が最高です！

【人口と世帯】2月1日現在
人口：252,158人（前月比-85）
男124,921人 女127,237人
世帯：108,256世帯（前月比+93）

富士市コールセンター

おしえて
コールふじ
☎53-1111

【編集・発行】（毎月5日・20日発行）
総務部シティプロモーション課広報広聴担当
〒417-8601 静岡県富士市永田町1-100
受付時間／8:30〜18:00
☎0545-55-2700 50545-51-1456
受付日／年末年始除く毎日
※市役所の開庁時間は平日8:30〜17:15。

