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お 知 ら せ

募 　 集

富士市少年少女合唱団創立40周年春のコンサート 
オペレッタ「お姫様の出発」

文化振興課　155-2874
と　き／ 3月22日a　16:30開演
ところ／ロゼシアター中ホール
内　容／かぐや姫をモチーフにした
オリジナルのオペレッタ上演
申し込み／入場には、会員券（1,000円）
が必要です。直接ロゼシアター窓口へ

献血にご協力を

福祉総務課　155-2757
3月の献血
日 場　　所 時　間
5日e 市役所駐車場

9:30～16:00
（昼休み12:00～13:15）

8日a
ジャンボエンチョー
富士店駐車場

19日e
市役所駐車場

31日c

農業委員会委員 
選挙人名簿の縦覧
選挙管理委員会　155-2879

ことしは、農業委員会委員選挙が
行われる年です。この名簿に登録さ
れていないと投票ができません。登
録の有無や記載事項の確認と異議の
申し出は、縦覧期間中に行うことが
できます。
縦覧期間／ 2月23日～ 3月 9日　
8:30～17:00
縦覧場所／選挙管理委員会（市役所
6階北側）

中央図書館　151-4946
日 場所と貸し出し開始時刻

3・17日c
ハックドラッグ川成島店第 2駐車場（14:00）
JA富士市竪堀支店駐車場（15:00）

4・18日d
駿河台団地（ 4日の14:15のみ）
富士見台市営住宅集会所前（15:00）

5・19日e
滝戸団地内（14:00）
岩本山団地集会所前（15:00）

6・20日f

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（ 6日の14:15のみ）
四丁河原南公会堂駐車場（15:00）

7日g 鈴川中町フードランド前（10:00）

12・26日e 歴史民俗資料館駐車場（15:00）

14・28日g
しらすの八幡加工センター駐車場（10:00）
ききょうの郷駐車場（14日の14:00のみ）
富士南まちづくりセンター（15:00）

25日d 青葉台まちづくりセンター（15:00）

休館日／2・9・16・23・27・30日
※都合により中止・変更する場合があります。

移動図書館車ふじ号の巡回日程3月

広報広聴課　155-2736

次の案件を策定するに当たり、皆さんの意見を募集します。
案件名／富士市公共施設マネジメント基本方針（案）
内　容／既存施設の老朽化に伴う財政負担の増大
と集中などの課題に対応するため、今後の公共
施設のあり方について定める「富士市公共施設
マネジメント基本方針」を策定します。
担　当／行政経営課 155-2719　553-6669 
 Eso-gyousei@div.city.fuji.shizuoka.jp

募集期間／ 2月27日～ 4月 1日
提出方法／直接または郵送・FAX・Eメール・市ウェブサイト
の専用フォームで、〒417-8601　富士市役所行政経営課へ
※詳しくは、募集開始日以降に、行政経営課・中央図書館
及び各地区まちづくりセンターにある資料、市ウェブサ
イトのパブリック・コメントコーナーをごらんください。

パブリック・コメント募集 ～市政への意見反映制度～

明るい選挙推進協議会委員

選挙管理委員会　155-2879
明るく正しい選挙を目指し、選挙
の啓発・宣伝活動を進める、明るい
選挙推進協議会委員を公募します。
任　期／ 2年（謝金はありません）
対　象／市内在住の20歳以上の人
定　員／10人程度（応募者多数の場合抽せん）
申し込み／ 3月31日cまでに、はが
きまたはＥメールに住所、氏

ふり

名
が な

、
年齢、職業、応募理由、電話番号
を記入し、〒417-8601　富士市選
挙管理委員会へ 
 Ein-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp

富士市スポーツリーダー 
バンク登録者

スポーツ振興課　155-2876
運動資格を持つ指導者が、市民に
スポーツやレクリエーション（ヨガ、
健康体操など）の指導を行い、市民
のスポーツ活動の普及振興を目的と
する人材バンク制度です。
任　期／ 4月 1日～平成29年 3月31日
募集期間／ 3月31日cまで
※必要な資格など、詳しくはスポー
ツ振興課へお問い合わせください。

自衛隊幹部候補生

市民課　155-2746
募集種目／❶一般・歯科薬剤科 
　　　　❷医科・歯科幹部

受付期間／ ❶ 3月 1日～ 5月 1日  
❷ 4月24日fまで

問い合わせ／自衛隊富士地域事務所 
 151-1719

広報ふじ1月20日号の13ページ「暮
らしのたより」に掲載の予備自衛官
補の受付期間が変更になりました。
（変更前） 4月 2 日Eまで
→（変更後） 3月24日Cまで

らしのたより暮

富士駅北まちづくり 
センターが移転します

まちづくり課　155-2705
現在の施設を閉館し、新施設に
移転します。
移転先／平垣本町6-13（富士市交
流プラザ北側）
新施設の業務開始日／ 4月 1日d
移転に伴う閉館期間／ 3月17～31日
※閉館期間中、市民サービスコー
ナーも休止します。詳しくは、
富士駅北まちづくりセンター
（163-5211）にお問い合わせ
ください。

3月15日aに開催予定の「富士
の茶娘クイーンコンテスト」の
会場が変更になりました。
（変更前）ラ・ホール富士

→（変更後）ホワイトパレス
問い合わせ／農政課　155-2781

     統一地方選挙の投票日
 ◆静岡県議会議員選挙／ 4月12日a
 ◆富士市議会議員選挙／ 4月26日a
 ※期日前投票もご利用できます。詳
　しくは、選挙管理委員会（155-
　 2879）へお問い合わせください。
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募 　 集児童手当など各種通知用の 
封筒に広告を掲載してみませんか

子育て支援課　155-2738
封筒規格／長形 3号
作成枚数／ 3万4,800枚
掲載料／ 1枠 3万円　掲載枠数／ 3枠
使用期間／ 6月ごろから、印刷した
封筒が終了するまでの 1年間程度

申し込み／3月20日fの17:00（必着）
までに、申込書（子育て支援課で配布、
市ウェブサイトでダウンロード可）に
必要事項を記入し、広告原稿の電子デ
ータ、紙原稿、事業の概要がわかる資
料を添えて、直接または郵送で、〒417-
8601　富士市役所子育て支援課へ

【狭
きょう

あい道路拡幅整備事業】 
みんなの力で安全で快適なまちづくり
狭い道路は救急車や消防車が入りにくく、住環境や
防災上の問題を抱えています。
安全で快適なまちづくりのために、皆さんのご協力
をお願いします。

狭あい道路拡幅整備事業とは
狭あい道路とは、一般の通行に使用されていて建物
が立ち並んでいる幅1.8メートル以上 4メートル未満
の道路のことです。
この事業は、道路の幅を 4メートル以上確保できる
よう、狭い道路に面した敷地を持っている人に、門や
塀などを移設していただき、それによって生じた土地
（後退用地）を市が整備し、道路の幅を広げていくも
のです。
■事業の状況
期　間／平成16年10月 1日～平成26年12月末現在
事前協議件数／1,808件
拡幅整備した道路／約23キロメートル
★市内には、幅が 4メートルに満たない狭い道路が
まだ多くあります。

こんなときは事業を行います
◎狭あい道路に接する敷地で、 
建物の新築や増改築をする
場合
建築確認申請を提出する
前に、建築主と市が、拡幅
整備の方法や用地の管理方
法・助成内容について事前
協議を行います。
◎狭あい道路に接する敷地の
地権者が、新築や増改築は
しないが、道路拡幅を希望
する場合
道路を拡幅する前までに、地権者と市が事前協議
を行います。
◎狭あい道路の連続した区間（交差点から交差点まで） 
を一体的に拡幅整備することに地域の皆さんの協力
が得られた場合
地権者代表と市が事前協議を行います。

■拡幅整備への助成をします
後退用地を市に寄附していただける場合には、後
退用地内にある門や塀などを取り除く費用や、新設
費用の一部を助成します。

問い合わせ／建築指導課  155-2903  　553-2773

拡幅前

拡幅後

岩手県雫石町との交流事業「岩手山ろくファミリー 
マラソンに招待！みんなで、雫石に行こう！」

スポーツ振興課　155-2722
と　き／ 5月17日a

ところ／雫
しずく

石
い し

町
ちょう

総合運動公園陸上競
技場
競技種目／ハーフマラソンの部（高
校生以上）・10キロメートルの部
（高校生以上）・4キロメートルの
部（小学校高学年以上）・3キロメ
ートルの部（小学校低学年、小学
生以下の親子、夫婦）
募集人数／合計10人（応募者多数の
場合抽せん。グループでの応募も
可）
参加費／無料（宿泊費・交通費など
は自己負担）
申し込み／ 3月18日d（必着）まで
に、はがきまたはＥメールに住所、
氏
ふり

名
が な

、生年月日、電話番号、Ｅメ
ールアドレス、希望する競技種目、
応募人数（グループでの応募の場
合は代表者名）を記入し、〒417-
8601　富士市教育委員会スポーツ
振興課へ 
 Eky-sports@div.city.fuji.shizuoka.jp

特定疾患患者の皆さんへ　療養扶助費（一律支給分）の申請をお願いします
保健医療課　155-2739

対　象／市内在住で、県から発行された「特定医療費（指定難病）受給者
証」または「小児慢性特定疾病医療受給者証」を持っている人

区　分 支給金額
一律支給 1万円（受給者証の有効期間内 1回）

入院15日以上 1万円／月
入院14日以下 5,000円／月

★今まで市に療養扶助費の申請をしたことがある人のうち、支給対象者に
は 1月下旬に申請書を発送しましたので、申請手続をお願いします。新
規に受給者証が交付された人など、市に療養扶助費の申請をしたことが
ない人は、保健医療課にご連絡ください。なお、対象疾患に係る入院治
療を行った場合には、療養扶助費（入院支給分）の対象になります。

※申請方法など詳しくは、電話で保健医療課に問い合わせるか、市ウェブ
サイトをごらんください。

富士ふれあいウォーク参加者

りぷす富士（温水プール）　136-2131
と　き／ 5月10日a　受付　7:00～
スタート　8:20　※雨天決行。
集合場所／富士総合運動公園陸上競技場
コース／Ａ10キロメートル（茶畑コ
ース）Ｂ20キロメートル（丸火自
然公園コース）
対　象／ Ａ 4時間以内で歩ける人　

Ｂ 6時間以内で歩ける人
定　員／ＡＢ合計700人（先着順）
参加費／1,000円（小学生以下は無料）
申込期間／ 3月 6日～ 4月 5日
※申込方法など詳しくは、温水プールへ。
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富士警察署管内事件・事故
空き巣、忍び込みの被害を防止するた

め、外出時、就寝時には、必ず戸締りを確
認し、補助ロックなどを活用しましょう。
事件情報 〈平成26年12月末現在暫定値〉

年間累計 昨年比
全刑法犯罪 1,902件 - 302件
忍び込み 45件 - 62件
空き巣 46件 - 25件
オートバイ盗 154件 + 34件
自転車盗 285件 - 156件
事故情報 〈1月末現在〉

年間累計 昨年比
件　数 224件 + 21件
死　者 2人 + 1人
負傷者 279人 + 4人
安全を つなげて広げて 事故ゼロへ

講座・教室

県道76号富士富士宮由比線

県道397号富士根停車場線

県道414号富士富士宮線

市役所

JR身延線

富士根駅

入山瀬駅 富士 I.C.
西富士道路

東名高速道路

新東名高速道路
至東京→

新富士 I.C.

139

国道139号（通称：大月線）が県道に変わります
変更日／ 4月 1日d
区　間／富士市伝法～富士宮市小泉（下図の赤線で示した区間）
※国道139号西富士道路に変更はありません。
4月以降の県道名／県道76号富士富士宮由比線、県道397号富士根停車
場線、県道414号富士富士宮線
4月以降の問い合わせ先／富士土木事務所企画検査課 165-2227

問い合わせ／静岡国道事務所調査課 1054-250-8904　5054-252-5739　
 Es-chousa@cbr.mlit.go.jp

ぜん息児水泳教室（無料）

保健医療課　155-2739
と　き／ 5月～平成28年 2月の水曜
日　18:30～20:00　計30回（予定）
ところ／温水プール
対　象／平成15年 4月 2日～平成22
年 4月 1日に生まれた、市内在住
の気管支ぜん息児童（主治医の意
見書と保護者の送迎・見学が必要）
定　員／90人（応募者多数の場合抽せ
ん。ただし、現在治療中の人を優先）
申し込み／ 3月27日f（必着）までに、 
電話または、はがきに住所、参加児
童の氏

ふり

名
がな

・生年月日、保護者の氏
ふり

名
がな

、
電話番号、教室名を記入し、〒417-
8601　富士市役所保健医療課へ

和紙のランプシェードづくり

市立博物館　121-3380
と　き／ 3月 8日a・15日a　 
各9:00～12:00　計 2回
ところ／市立博物館実習室
対　象／一般
定　員／15人（応募者多数の場合抽せん）
受講料／1,000円
持ち物／タオル
申し込み／ 2月21日～ 3月 6日（月
曜日は除く）の9:00～16:30に、直
接または電話で市立博物館へ

りぷす富士　各種教室

温水プール　136-2131　市立富士体育館　153-0900　富士市交流プラザ　165-5523
教　　室 申込先・会場 受付日

❶ボディーシェイプアップ❷ボディーコンディ
ショニング❸ヨガ❹エイジケアスタイルアップ
❺エアロビクス❻スマートボディーサポート❼
キッズエアロビクス❽水中エアロビクス❾親子
水泳10成人水泳11女性水泳12小学生水泳

温水プール 3月 8～14日

❶ぴんしゃん健康体操❷ズンバフィットネス❸
美姿U

アップ

Pフィットネス❹フィットネスボール体
操❺ほのぼの健康体操

市立富士体育館 
（❺は富士柔剣道場）

❶～❹ 3月 8～14日
❺ 3月18日

❶温
おん

巡
じゅん

ヨガエクササイズ❷美
び

活
かつ

コアトレエクサ
サイズ❸ファイティング・ボクササイズ❹腰痛
・肩こり解消❺お腹まわりのシェイプアップ❻
カラダ絞りま専科エクササイズ❼ベーシックヨ
ガ❽ジャズダンス❾二

に

胡
こ

富士市交流プラザ 3月 9～15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らんにな
るか、各申込先へ。 Bhttp://www.fuji-kousya.jp

小・中学生DJ 
「ラジオ番組を作ろう」

広報広聴課　155-2700
と　き／ 4月 1日d・ 2日e　 
各10:00～12:00　計 2回

ところ／市民活動センター
対　象／市内在住の小学 3年生～中
学 2年生

内　容／インタビュー番組を制作し、 
ラジオエフで放送

※放送時間は、 4～ 5月の日曜日の
　8:30～8:45。
募集人員／15人（応募者多数の場合
抽せん）

申し込み／ 3月 6日fまでに、直接
または電話で、ラジオエフ（吉原

　 2-10-20　ラクロス吉原 2階）へ 
 ☎55-1123

第18回富士市バスケットボール 
「 3

スリー

 o
オ

n
ン

 3
スリー

選手権大会」参加チーム
スポーツ振興課　155-2876

と　き／ 3月29日a　9:30～
ところ／富士総合運動公園体育館
部　門／❶一般（高校生を含む）❷中
学生男子❸中学生女子

チーム構成／ 1チーム 4人（中学生
は保護者の同意が必要）

参加費／❶4,000円　❷❸各2,000円
申し込み・問い合わせ／ 3月20日f

（必着）までに、申込用紙（温水
プール、市立富士体育館などで配
布）に必要事項を記入し、郵送ま
たはFAXで、〒417-0851　富士見
台3-3-37　富士市バスケットボー
ル協会事務局　檜

ひ

山
やま

　方へ 
 1・521-1866

3 月 の 納 期
3月15～31日

後期高齢者医療保険料　第 8期
国保年金課　155-2754

夜間納税相談
3月16日B 17:15～19:00

収納課　155-2730


