ふ

広報

じ

み

No.906

3
2016

（平成 28年）

発展し続けるまち
富士見市
今月のおもな内容 … 23 ページ
富士見市役所 2049-251-2711 http://www.city.fujimi.saitama.jp/

今月の土曜開庁日 3 月 5 日・26日

国民健康保険

に加入してい
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国民健康保険制度 が大きく変わります

平成28年度から患者申出療養制度が創設されます

がんや難病など困難な病気と戦う患者の治療のニーズに迅速に対応し、治療の選択肢を増やすため、患者申
出療養制度が創設されます。
これまでは先進・高度医療は、国が保険適応を検討している医療機器や医薬品をあらかじめ定め、３〜６か
月かけて安全性や有効性の評価を行ってきました。また、定められた以外の医療機器や医薬品を用いる場合は、
保険適用の診療との混合ができないこととされていました
（混合診療の禁止）
。
患者申出療養制度では、患者の申し出により、臨床研究中核病院が申請を行うと、約６週間で安全性や有効
性が審査され、承認されると、国内未承認または適応外の医療機器や医薬品などを、保険適用の診療と同時に
受けることができます。ただし、保険適用外部分は全額自己負担となります。

富士見市国保財政の現状
国民健康保険は、国民皆保険を支える医療保険のひとつで、病気やけがをしたときに、安心して病院に
かかることができるよう、普段からお金を出し合い、お互いに助け合っていこうという制度です。

平成26年度決算状況
平成26年度富士見市国民健康保険特別会計決算では、歳入総額116億549万9,125円のうち、保険税収入が
21％、国・県からの支出金交付金や負担金等で約70％、自主財源不足となっている不足金については、一
般会計から国保特別会計へ毎年繰入をして運営しています。
歳出では、保険給付費だけで約75億5千万円と歳出の65％を占め、保険税や国・県の支出金等だけでは賄
いきれず、一般会計からの繰り入れが無ければ、必要な医療費などの支払ができない厳しい現状です。

歳入

116億549万9,125円

共同事業交付金
12%

繰入金
10%

繰越金・その他
1%

歳出

前期高齢者交付金
28%
県支出金
5%

平成27年５月27日、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する
法律」が成立し、国民健康保険制度が大きく変わることになりました。
今回は主な改正点についてお知らせします。
その
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平成30年度から国保の財政運営が各市町村から都道府県単位へ
移行します

現在、国保の財政運営は各市町村で行っていますが、平成30年度からは都道府県が国保の財政運営の責任
主体となります。国保は、「退職者が多く加入するため、高齢者が多く医療費が高い」「低所得者が多い」「小
さな町村は財政運営が成り立たない」などの課題があります。この課題に対して、都道府県単位での財政運営
を行うことで、運営の合理化、効率化、安定化を図っていきます。また、都道府県が市町村ごとの標準的な保
険税率を公表することで、市民負担の「見える化」が図られるようになります。
なお、保険税の賦課・徴収や保健事業などの市民に身近な業務は引き続き市町村が行います。

現在

各市町村が国保財政運営
の責任主体

平成30年度〜

都道府県が国保財政運営の責任主体

都道府県
国保運営方針
（県内の統一的方針）

都道府県が
給付費に必要な
費用を市町村に
全額支払う

保健事業費 1%
その他 1%

都道府県で決定した納付金を
市町村が納付する

総務費 1%

保険給付費
65%

後期高齢者支援金等
14%

市町村
資格管理（被保険者証等発行）
保険税率、額の決定、賦課・徴収
保険給付
保健事業

市町村
資格管理（被保険者証等発行）
保険税率、額の決定、賦課・徴収
保険給付
保健事業

国保税
21%
国庫支出金
20%

内 316・320
問合せ／保険年金課 2○

115億4,456万1,611円

介護納付金
6%
共同事業拠出金
12%

る方へ

その
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療養給付費交付金 3%

平成28年度から入院時食事（生活）療養費標準負担額が見直されます

一人あたりの医療費と保険税額の推移

増え続ける医療費

350,000

一人あたりの医療費は増え続けており、平成26
年度は初めて一人あたり30万円を超えました。一
方、一人あたりの保険税は伸び悩んでおり厳しい
財政状況が続いています。
保険税納付は、納期内納付にご協力をお願いし
ます。

300,000

円

一人あたり医療費
250,000
200,000
150,000
一人あたり保険税

100,000

入院時の食事費用は、
入院と在宅療養の負担の公
平を図る観点から、入院時に負担している食事費
用260円に、新たに調理費相当額が追加されます。
※社会保険、後期高齢者医療制度の被保険者も同様
の負担となります。

低所得Ⅰ（住民税非課税

H27年度

H28年度〜

H30年度〜

一般所得

260円

360円

460円

低所得Ⅱ（住民税非課税）

210円

210円

210円

100円

100円

100円

で一定所得以下）

※指定難病、小児慢性特定疾病の患者は据え置きです。
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平成28年度から紹介状なしで大病院を受診すると初診料とは別に
定額負担が発生します

平成30年度からの国保制度改革に向け、市では、円滑な国保運営を行うために、
富士見市国民健康保険運営協議会で検討していきます。新たな国民健康保険制度
へのご理解とご協力をお願いいたします。
国民健康保険運営協議会に関して詳しくは、市ホームページなどをご覧ください。
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紹介状なしで大病院または特定機能病院を受診する場合、初診料とは別に５千円〜１万円の費用が必要にな
ります（救急搬送などを除く）
。また、大病院または特定機能病院からほかの病院への紹介状をもらったにもか
かわらず、再度同じ病院を受診した場合、再診料とは別に２千５百円〜１万円の費用が必要になります。
※社会保険、後期高齢者医療制度の被保険者も同様の負担となります。
広報 ふじみ 平成28年３月号
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貸借対照表（バランスシート）

左側に、市が持っている資産（施設・道路・現金・債権など）
、右側に資産を
所有するために使った財源（負債・純資産）を示しています。平成26年度まで
に1,612億円の資産を所有しています。このうちの1,186億円は支払いが終わ
っており、残りの426億円は未払いとなります。固定負債のうちの借入金は、
｢市の会計｣ が約290億円、｢市に関係する会計｣ は約22億円です。

資産の部（現在までの累積資産）
1,484.2 億円

売却が可能と判断した資産

0.1 億円

投資や出資したお金
（公社への出資金など）

借入金の残高
固定負債

公共資産

固定資産
（庁舎、保育所、学校など）

負債の部（将来の負担額）

0.2 億円

33.4 億円

その他

10.7 億円

退職手当を支払うための引当金

流動資産

43.0 億円

財政調整基金、市税などの未収金

40.4 億円

資産合計

１,612.0 億円

つの財務諸表から見た

市の財政状況（連結）

内 235
問合せ／財政課 2○

健全な財政運営に関する条例に基づき、｢市の会計｣ や ｢市に関係する会計｣ の平成 26 年度の決算について、資産や負
債の状況、また資金の収支状況などを明らかにするため、各会計を連結した財務諸表を作成しました。
平成 26 年度決算は、平成 25 年度決算に比べ、資産はピアザ☆ふじみの建設や志木地区衛生組合の粗大ごみおよびビン
処理施設の建設などにより約 2 億円増加し、負債は土地開発公社の借入金残高や退職手当引当金の減少などにより約 12
億円減少しています。

連結決算の対象一覧
市の会計

市に関係する会計

一般会計
鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計
鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計
水道事業会計
下水道事業会計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療事業特別会計

埼玉県市町村総合事務組合
彩の国さいたま人づくり広域連合
埼玉県後期高齢者医療広域連合
入間東部地区衛生組合
（火葬場の管理、し尿処理）
入間東部地区消防組合
志木地区衛生組合
（ごみ処理）
社会福祉法人 入間東部福祉会
富士見市土地開発公社
公益財団法人 キラリ財団

6.7 億円

借入金のうち翌年の支払い予定額

38.1 億円

その他

10.8 億円

負債合計
現金

４

58.1 億円

その他

流動負債

投資など

基金（緑地保全基金、退職手当組合
積立金など）

312.3 億円

市 の
財 政

426.0 億円
純資産の部（現在までの負担額）

純資産合計

平成26年度の1年間に行われた市の行政サービス活動におけるコストを示したものです（道路
や公園、学校の工事費などの資産形成を除く）
。
経常的なコストの総額は約541億円で、平成25年度と比較すると主に社会保障費の伸びなど
により約22億円の増加となっています。

１,186.0 億円

行政コスト計算書
負債および純資産合計

１,612.0 億円
経常的なコスト

資金収支計算書
（キャッシュフロー計算書）

現金の出入りを３つに区分して、それぞれの行政活動における財源や使い道を示
しています。経常的な行政活動の収支の差額は約 83 億円で、公共資産整備の収
支の不足額約 35 億円や投資などの収支の不足額約 49 億円を補っています。
この結果、平成 26 年度末の資金の残高は 43 億円となっています。

540.6 億円

人にかかるコスト

職員の給与や退職金にかかる費用

物にかかるコスト

公共施設などの維持管理にかかる経費や減価償却費などにかかる費用

106.5 億円

移転支出的なコスト

社会福祉にかかる費用や他団体への補助金などに要する費用

349.2 億円

その他のコスト

借入金の返済などにかかる費用

経常的な収入
平成 26 年度当初の資金残高

43.8 億円

【支出】人件費、社会保障給付（子育てに関する給付など）
、補助金など

82.9 億円

使用料・手数料

純経常行政コスト

25.7 億円
203.6 億円
6.8 億円

分担金・負担金
（社会福祉にかかる国の負担金など）
、保険料、上下水道料金など

経常的な行政活動に必要なお金

59.2 億円

＝

経常的なコスト

−

経常的な収入

196.8 億円
337.0 億円

【収入】市税、地方交付税、国からの補助金など

純資産変動計算書

公共の資産を整備するために必要なお金
【支出】道路、学校、保育所の整備など

△ 34.5 億円

【収入】国や県からの補助金、借入金など

平成 26 年度当初の純資産残高
純経常行政コスト
（行政コスト計算書より）

投資などに必要なお金
【支出】借入金の支払い、基金への積立額など

△ 49.2 億円

【収入】国や県からの補助金、貸付金を回収した額、基金を取崩した額など
平成 26 年度末の資金残高

5
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純資産（貸借対照表の資産から負債を差し引いた額）が、平成26年度中にどのような財源や要
因で増減したのかを示したものです。

財源の調達
（市税、地方交付税、国や県からの補助金など）
その他
（固定資産の減価償却費など）

43.0 億円

平成 26 年度末の純資産残高

1,172.1 億円
△ 337.0 億円
341.4 億円
9.5 億円
1,186.0 億円

広報 ふじみ 平成28年３月号
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4 月から

公共施設の予約システム が始まります
４月８日（金）からパソコンや携帯電話でインター
ネットを使って、公共施設の空き状況の確認や仮予約、
予約した内容の確認などを行うことができます。
仮予約開始日や仮予約のできる部屋・回数・対象月
などは施設ごとに異なります。詳しくは、各施設へお
問い合わせください。

予約の流れ（システム利用の場合）

予約システムの対象施設

①利用登録（無料）

区分

施設名：受付・問合せ（休業休館日を除く）
鶴瀬公民館：2 049‑251‑1140
※鶴瀬コミュニティセンターの受付は鶴瀬公民館

利用したい施設へ行き、右表の施設区分ごとに
事前に利用登録をし、利用登録番号を取得
（本人確認書類必要）
※空き状況の確認のみの場合は登録不要

⬇

1

②仮予約または抽選の申込み
インターネットまたは窓口のいずれかで利用し
たい施設の仮予約または抽選の申込み
※仮予約できる内容は施設ごとに異なります。
詳しくは各施設へお問い合わせください。

⬇
③申請手続き

2

ピアザ☆ふじみ：2 049‑257‑6446

3

健康増進センター：2 049‑252‑3771

4

市民福祉活動センターぱれっと：2049‑255‑6610

5

市民文化会館キラリ☆ふじみ：2049‑268‑7788
※スタジオのみ仮予約可能。そのほかは空き状況
確認のみ

6

市民総合体育館：2 049‑251‑5555
運動公園
第２運動公園
びん沼公園
※上記公園の受付は市民総合体育館

予約が確定した施設で利用料を支払い、許可書
の受領

⬇

南畑公民館：2 049‑251‑5663
水谷公民館：2 049‑251‑1129
水谷東公民館：2 048‑473‑8717
みずほ台コミュニティセンター：2 049‑254‑2221
針ケ谷コミュニティセンター：2 049‑251‑8478
ふじみ野交流センター：2 049‑261‑5371
鶴瀬西交流センター：2 049‑251‑2791
サンライトホール：2 049‑252‑2331
南畑ふれあいプラザ
※受付は南畑公民館
（2 049‑251‑5663）
利用登録は産業振興課
（2 049‑251‑2711）

④予約日に利用

パパ・ママ応援ショップ優待カードが新しくなります
内 204
問合せ／子育て支援課 2○

広報 ふじみ 平成28年３月号

県では︑子育て家庭を応

援するため︑協賛店舗によ

る優待制度を実施していま

す︒
﹁ パ パ・ マ マ 応 援 シ ョ

ップ優待カード﹂を県内の

各協賛店舗で提示すると割

引などのサービスが受けら

れます︒

日です︒４月以降

現在のカードの有効期限

は３月

使用できる新しいカードを

配布します︒

最新の協賛店舗の情報は

﹁埼玉県結婚・妊娠・出産・

子育て応援公式サ

日㈫以降

イト﹂で検索でき

ます︒

配布日／３月

対象／中学生までのお子さ

んまたは妊娠中の方がいる

家庭

配布場所／子育て支援課︑各

出張所︑健康増進センター︑

子育て支援センター

※市内小中学校︑特別支援学
校︑みずほ学園︑保育所︵園︶
等︑幼稚園にお子さんがいる
ご家庭には施設をとおして配
布します︒
※４月から全国の協賛店舗で
順次利用できるようになりま
す︒

22

31
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年度末と年度初め

市役所の土曜開庁

3月26日（土）・4月2日（土）午前8時30分~午後5時15分
就職や転勤、就学などで異動する方が多い年度末や年度初めに合わせて、臨時土曜開庁を行います。
通常の土曜開庁に障がい福祉課・高齢者福祉課・水道課・学校教育課を追加して開庁します。
開庁場所／市役所本庁舎１階
主な取扱業務

市民課
内 306・308
2○

住民異動の届出(転入、転出、転居など)
特別永住者証明書に関する手続
戸籍に関する届出
（出生、婚姻、離婚、死亡届など）
印鑑登録
住民票、戸籍謄(抄)本、印鑑登録証明書などの発行
パスポートの交付
（申請は取り扱いできません）
※個人番号カード・住民基本台帳カード関係業務は、一部取り扱いできないものがあります。

保険年金課
内 312・317
2○

国民健康保険の届出
（取得・喪失など） 後期高齢者医療の届出
（取得・喪失など）
国民年金の届出
（加入、資格変更、免除申請など）

税務課
内 349・353
2○

課税証明書、非課税証明書、評価証明書、公課証明書などの発行
土地・家屋台帳および公図の閲覧
原付バイクなどの登録・廃車
市民税、固定資産税などの市税に関する相談

収税課
内 360・365
2○

税の納付および納税相談
（市税、国民健康保険税）
納税証明書の発行

子育て支援課
内 341
2○

こども医療費、ひとり親家庭等医療費の申請受付
児童手当、児童扶養手当の申請受付
保育所・放課後児童クラブなどの入退所の申請受付
保育料、放課後児童クラブ保護者負担金の納付および納付相談

保育課
内 324
2○

※保育所などの入所申請は、後日面談が必要な場合があります。
※富士見市ファミリー・サポート・センターに関する手続きはできません。

障がい福祉課
内 323・327
2○

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳の申請受付
特別障害者手当、在宅重度心身障害者手当の申請受付

高齢者福祉課
内 391・396
2○

介護保険
（取得・喪失の届出、要介護認定の申請受付、介護保険料の納付）
高齢者向けサービスの相談

水道課
内 503・508
2○
学校教育課
内 623・626
2○

水道料金の納付
転入時の使用開始、転出時の使用中止の受付
（分館２階の水道お客様センターで受け付けます）
転入、転居に伴う学校への手続き
（本庁舎１階の窓口で受け付けます）

市役所土曜開庁
（通常の土曜開庁）
と業務時間延長
土曜開庁／３月５日
（土）
午前８時30分〜午後０時30分
業務時間延長／毎週木曜
（祝日を除く）
午後７時まで

事務所
移

転

鶴瀬駅西口整備事務所が移転します
問合せ／鶴瀬駅西口整備事務所 2049‑252‑2171

鶴瀬駅西口整備事務所は４
月１日から鶴瀬駅東口整備事
務所内に移転します。
移転先／
富士見市鶴瀬東１‑６‑39
（鶴瀬駅東口整備事務所内）
※電話番号は変更ありません。

7

※ほかの市区町村などへの確認が必要な場合︑手続きできないことがあります︒
詳しくは事前に担当課へお問い合わせください︒

開庁課

広報 ふじみ 平成28年３月号

鶴瀬駅東口
市立自転車
駐車場

銀行

鶴瀬駅東口

開庁課／市民課・保険年金課・税務課・収税課
子育て支援課・保育課
※開庁課の主な取扱業務など、詳しくは市ホームペー
ジをご覧になるか、各担当課へお問い合わせください。

西出張所

西出張所の業務時間延長
問合せ／西出張所 2 049‑252‑2331

西出張所（鶴瀬駅西口サンライトマンション
１階）では、毎月最終木曜（祝日を除く）に窓口
業務時間を延長しています。
実施日時／３月31日
（木）
午後８時まで
※主な取扱業務など、詳しくは市ホームページ
をご覧になるか、お問い合わせください。

A 行政情報

dministation Information

ンバー

委任状が必要です︒

※代理人が手続きする場合は

却などにより所有しなくなっ
手続き場所／税務課
富士見市ナンバー以外の廃車

①徴収の猶予

猶予制度の概要

となります︒

者などの申請によっても可能

った﹁換価の猶予﹂が︑納税

ださい︒

詳しくは︑お問い合わせく

納税者や生計を一にする親族

が災害︑盗難︑病気などによ

り税金を納付できないときに

納税者などの申請により納税

夜間︑土曜開庁の納税・相談

夜間納税・相談／

を一定期間猶予する制度
事業の継続

毎 週 木 曜 午 後７ 時 ま で︵ 祝 日

︵場所 収税課︶
のお知らせ

難にする恐れがある場合など

を除く︶

換価の猶予
②︵職権による︶

に職権により猶予する制度

土曜納税・相談／

生活の維持を困

③
︵申請による︶
換価の猶予

分

原則毎月第１土曜午前８時

分〜午後０時

地方税法の改正により４月１

日から開始される制度です︒

これまで職権でしか行えなか

8

広報 ふじみ 平成28年３月号

原付バイクなどを処分・売
たときは︑廃車手続きが必要
１日の所有者に課税されます
手続きについての問合せ

です︒軽自動車税は毎年４月
ので︑忘れずに手続きしてく
普通自動車

● ㏄ を超えるバイクおよび

原付バイクなど
埼玉運輸支局所沢自動車検

ださい︒
富士見市ナンバーの廃車手続
査登録事務所
５５４０ ︱２０２９

︱

内 362〜365
徴収処分グループ 2○

問合せ／収税課

内 348
諸税係 2○

問合せ／税務課
内 306・307
問合せ／市民課 2○

きに必要なもの
①ナンバープレート
●軽自動車

軽自動車検査協会埼玉事務

②標識交付証明書
③印鑑
所所沢支所

３８１６ ︱３１１１

個人番号カードを申請された

︱

④免許証

１月から個人番号制度が始

個人番号カードの交付準備

方のカード交付について

や税関係の手続きで個人番号

ができた方には︑順次﹁交付

受取方法など

30

が３か月を超える場合は、原則担保が必要です。

まりました︒今後︑社会保障
が必要となります︒個人番号

通知書﹂と受取方法のご案内
通知が届きましたら︑交付

をお知らせする
﹁通知カード﹂
付されていますが︑郵便局の

通知書に記載されている交付

を郵送しています︒

保管期限を過ぎたものは市役

期限までに市民課へお越しく

は書留郵便で世帯主あてに送

所で保管しています︒
すので︑まだ受け取られてい

詳 し く は︑ 同 封

ださい︒
ない方は︑早めに市民課まで

のご案内をご覧

保管期間は３か月となりま

お問い合わせください︒

ください︒

※富士見市税条例では、税額が 100 万円を超え、かつ猶予期間

30

【平成 28 年 4 月新設】
③申請による換価の猶予
（納税者などの申請）
申請期限／
納付期限から 6 か月

次のいずれかに該当し、納税につい
て誠実な意思を有するとき
財産の換価を直ちにすることによ
り、事業の継続・生活の維持を困
難にするおそれがあるとき
財産の換価を猶予することが直ち
にその換価をすることに比べて、
徴収上有利であるとき
※ほかに滞納がある場合は、申請を
却下する場合があります。

②職権による換価の猶予
（市長の権限）

次のいずれかに該当するとき
災害、盗難、病気などにより、一
時に納付することができないとき
事業の休廃止、事業上の損失など
により、一時に納付することがで
きないとき
賦課決定などの処分の遅延のため
に、納税を一時にすることができ
ないとき

①徴収の猶予
（納税者などの申請）

要件
猶予制度

が変わります

地方税の猶予制度
平成28年4月1日から

納 税

2
2

原付バイクなどの廃車手続き
のお知らせ
軽自動車

個人番号をお知らせする
通知カードは届いていますか
マイナ

内 433
問合せ／交通・管理課 2○

意 見

パブリックコメント
（市民意見提出手続）
を実施します
募 集

富士見市自転車の安全な利用の促進に関する条例（案）について

年中 人で全

県内では自転車乗車中の死
者数が︑平成

意見の提出先／
郵送・持参
〒

8511︵所在地は記載

国 ワ ー ス ト３ 位 と な る な ど︑
不要︶

︱

自転車が関係する交通事故が
０２１０

℻
︱

惨な自転車事故を減らし︑条
ームをご利用ください︒

市ホームページの応募フォ

の推進を図るため﹁富士見市
注意点
意見提出の際は︑住所・氏
所・氏名などは公表しません

名などの記載が必要です︒住

この条例
︵案︶
について︑市

見に個別の回答は行いません

せん︒また︑いただいたご意

が匿名での意見は受け付けま

ます︒
募集期間／

意見の内容とそれに対する市

が︑検討を終えたときは︑ご

意見の提出方法／

の検討結果と理由を公表しま

３月１日㈫〜
パブリックコメント記入用紙

す︒

☆ふじみ︑中央図書館︑図書

ミュニティセンター︑ピアザ

各公民館・交流センター・コ

コ ー ナ ー﹂
︑ 交 通･管 理 課︑

市役所本庁舎１階﹁市政情報

条例
︵案︶
の閲覧と用紙の配布／

す︒

の入手や意見の提出ができま

※市ホームページからも用紙

または直接提出してください︒

に記入し︑郵送・ファックス

日㈭

民の皆さんから意見を募集し

した︒

関する条例
︵案︶
﹂を作成しま

自転車の安全な利用の促進に

例制定により自転車安全利用

︱

富士見市役所交通・管理課

42

多発しています︒市では︑悲

27

31

館鶴瀬西分館︑市ホームペー
ジ

談
相

交通ルールを守り
安全運転を心がけ
ましょう

借主に返還するものと考えら

原 状 回 復 費 用 を 差 し 引 い て︑

敷金は︑退去時に家賃滞納や

賃貸住宅の入居時に納める

していない場合︶など

鍵 の 交 換︵ 鍵 を 破 損 や 紛 失

行っていた場合︶

ン グ︵ 借 主 が 通 常 の 掃 除 を

専門業者のハウスクリーニ

通省ホームページをご覧くだ
さい︒

的 な 強 制 力 は あ り ま せ ん が︑
原状回復の考え方などが参考
になります︒詳しくは国土交

※国土交通省では﹁原状回復を
めぐるトラブルとガイドライ
ン﹂を作成しています︒法律

れています︒

借主は退去する際に原状回

復義務がありますが︑通常使

用で生じた損耗や経年劣化は︑

貸主に修繕する義務があると

されています︒しかし︑退去

時に敷金を超える原状回復費

用を請求されたなどのトラブ

ルが発生しています︒

︻消費者へのアドバイス︼

４年間住んでいた賃貸マン

返還条件﹂などで不利な条

﹁ 修 復 の 範 囲 ﹂ や﹁ 敷 金 の

①契 約 す る と き に 退 去 時 の

ションを先日退去した︒入居

項や特約がないか確認しま

︻相談事例︼

時に敷金１か月分を預けてい

しょう︒

②入居時と退去時に当事者が

るが︑クリーニング費用︑ク

ロスやクッションフロアの張

認しましょう︒

立ち会って室内の現状を確

万円かかると言われ︑敷

り替えなど原状回復費用とし
て

③原状回復費用の内訳を出し

てもらい︑説明を求めまし

ょう︒
のか︒

主に依頼しましょう︒

から見積もりを取るよう貸

感じた場合は︑複数の業者

④修繕に係る費用が高額だと

借主が負担しなくてよい例

のへこみ

訟などの手続きもあります︒

い場合︑民事調停や小額訴

⑤話し合いによる解決が難し

日焼けによる畳・フローリ

家具による床やカーペット

︵国のガイドラインによる︶

が︑支払わなければならない

はなく︑普通に使用していた

壁や床など破損させたもの

金との差額を請求された︒

24

ング・クロスの変色

広報 ふじみ 平成28年３月号

9

賃貸住宅の退去時の原状回復トラブルが増えています
困ったきは、すぐにご相談ください！ 問合せ／消費生活相談 2049‑252‑7181
消費生活

富士見市役所 2049‑251‑2711 ℻ 049‑254‑2000

市役所からのお知らせ
Fujimi City Information

A 行政情報

dministation Information

上

下

水

道

上下水道に異常があるときに
３月の当番店

下水道課からのお知らせ

下水道

内 525 下水道課 2○
内 427
問合せ／水道課 2○

正しい下水道の使い方にご協

変更後

方に限られます︒そこで︑公共

変更前
㈲平成開発工業

使用できる区域で公共下水道へ

変更後

年度に公共下水道が使用

変更前
協栄設備㈱

平成

新規

力ください

㈱日武設備

下水道の整備により直接利益を

新規

の接続が済んでいない方は︑早

㈱福田設備工業

できるようになる区域

新規

下水道に油やごみを流すと︑

㈲武蔵野設備工業

受ける方に建設費用の一部を負

新規

残り︑天ぷら油などの食用廃

三菱電機システムサービス㈱
川越サービスステーション

28

油を流さないようにしましょ

新規

住所・電話番号
大阪府豊中市庄内栄町4‑5‑7
206‑6335‑1211
ふじみ野市鶴ヶ岡1‑23‑2
2049‑263‑9955
ふじみ野市駒西1‑6‑5
2049‑266‑6743
加須市中種足1529
20480‑73‑2848
川越市大字古谷本郷604‑1
2049‑235‑0065
富士見市羽沢3‑13‑6
富士見市大字鶴馬2002‑1
2049‑255‑8076
富士見市大字水子1896‑1
富士見市大字水子2855‑1
2049‑255‑0355

めに清掃しましょう︒

㈱アクアサービス

急に接続工事をお願いします︒

㈲高野水道工業所 049‑251‑3937

内 525
問合せ／水道課 2○

区分

大字勝瀬・水子・上南畑・下

㈲松崎工業所 049‑251‑3961

市指定給水装置工事事業者（新規・変更）

給水装置工事事業者

下水道管が詰まる原因となり

㈲秋山設備 049‑251‑5794

対象となる方には︑４月に申

事 業 者

担していただくのが﹁受益者負

㈱藤島工業所 049‑262‑2928

管工事業協同組合事務所
2 049‑255‑5611（月〜金曜午前９時〜午後４時）

給水工事

※市指定下水道工事店は︑市ホ

木

南畑・南畑新田・鶴瀬西２丁目

31

ます︒

水

担金﹂です︒この受益者負担金

30

ームページをご覧になるかお問

月
火

の 各 一 部 で す︒ 対 象 の 方 に は︑

28
29

台所は⁝野菜くずやごはんの

火

日

は︑都市計画法や条例に基づき

15

㈲篠田設備 049‑252‑0858

27

い合わせください︒

月

土

公共下水道供用開始通知を郵送

14

㈲武井設備 049‑258‑3525

26

㈲中川建設 049‑261‑0574

実施しています︒

土
日

金

します︒

12
13

25

㈲三枝鉄工所 049‑254‑2036

下水道事業受益者負担金

金

木

う︒

11

㈲神保水道 049‑253‑3515

24

告書や資料をお送りしますので

木

水

28

㈲吉見水道 049‑251‑8387

公 共 下 水 道 が 整 備 さ れ る と︑

10

23

排水設備
︵水洗化︶
工事のお願い

水

火

洗濯は⁝洗剤はできるだけ天

9

㈲細谷管工 049‑251‑1479

22

ご協力をお願いします︒

火

振

快適で住みよい生活環境となり

8

21

公共下水道が使用できるよう

月

祝

然のものを使い︑多量に使わ

7

㈲富田設備工業所 049‑251‑1046

20

年度の対象地域／

日

土

平成

6

金

19

ますが︑こうした恩恵を受けら

土

18

㈱三栄工業 049‑251‑0719

になった区域の方は︑早めに市

5

岩田工業所 048‑472‑1026

木

電話番号

ないようにしましょう︒

金

17

工事店名

大字水子・上南畑・下南畑・南

4

㈲斉藤水道工業所 049‑251‑1363

水

れるのは︑不特定多数の方が利

水
木

16

指定下水道工事店に依頼し︑公

2
3

協和工業㈱ 049‑252‑2188

日 曜日

飲食店は⁝油脂阻集器をこま

火

電話番号

畑新田・鶴瀬西２丁目の各一部

1

工事店名

用 で き る 道 路 や 公 園 と 違 っ て︑

日 曜日

共下水道への接続をお願いしま

3月 当番予定表

公共下水道が整備された区域の

※工事店の都合により、当番店が変更することがあります。
※マンション・アパートなどは管理者へ連絡してください。

す︒また︑すでに公共下水道が

宅地内で突発的な漏水や下水管のつまりなどが発生した
ときは、市が指定する下記の当番店または管工事業協同組
合事務所に修理を依頼してください
（修理代自己負担）
。

内 427
問合せ／下水道課 2○

広報 ふじみ 平成28年３月号
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市役所からのお知らせ

富士見市役所 2049‑251‑2711 ℻ 049‑254‑2000

Fujimi City Information

募 集
Invitation

募 集

富士見市健康づくり審議会委員

ご
案
内

健康づくりに関する施策につい
て審議を行います。
募集人数／2人以内
応募資格／18歳以上の市内在住、
在勤、在学の方
任期／6月20日から2年間
会議／年2〜3回程度（平日昼間）
報酬／市の条例に基づき支給
応募方法／応募の動機（400字程度･
様式自由）
・住所・氏名（ふりがな）
・
年齢・性別・職業・電話番号を記
入し、郵送、ファックスまたは直接

打越市民農園利用者の追加募集

防災行政無線の工事のお知らせ

市民農園は野菜づくりを通じて
農業に対する理解を深め、土と親
しんでいただけるよう開設してい
ます。
募集区画数／25区画程度（2月4日

3月19日（土）〜21日（振）に、防
災行政無線デジタル化工事を行い
ます。工事に伴い、
防災行政無線の放送
を一時的に停止する
場合がありますので、
ご理解とご協力をお
願いします。
内 446
問合せ／安心安全課 2○

現在）

申込資格／市内在住の方
（1世帯1区画）

場所／鶴馬3丁目地内
（山崎公園の西側）

面積／1区画30㎡
利用期間／4月〜
平成29年1月末日
利用料／5,000円（月額500円）
※後日契約のため市役所にお越しい
ただきます。

※市ホームページからも応募可。応

※農園に水道、駐車場などの設備は

募書類はお返しできません。

ありません。

応募期間／3月1日
（火）
〜18日（金）

内 244
申込み・問合せ／産業振興課 2○

（消印有効）

応募先／〒354‑0021 鶴馬3351‑2
富士見市立健康増進センター
℻049‑255‑3321
問合せ／健康増進センター
2049‑252‑3771

ふじみ青年学級
学級生＆ボランティア募集
ふじみ青年学級では、障がいの
ある方の生活の充実を目指し、学
習・スポーツ・文化活動支援と地
域交流など、年間を通して行って
います。バスハイキング、土器づ
くり、合唱など、みんなで楽しく
過ごしませんか。
学級活動をサポートしてくれる
ボランティアの方も募集していま
す。詳しくはお問い合わせください。
活動日／月1回日曜午前9時〜午
後3時
活動場所／鶴瀬公民館など
対象／市内在住、在勤、在学の15
歳以上の方
参加費／無料
（食事・材料代な
どは実費負担）
※送迎はありません。

問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140
11 広報 ふじみ 平成28年３月号

福祉施設の送迎車運転手
送迎車（ハイエース15人乗り）の
運転手を募集します。
募集人数／1人
応募資格／大型自動車運転免許を
お持ちの方
勤務時間／午前8時30分〜9時30分、
午後3時〜5時
雇用期間／4月1日〜平成29年3月
31日
賃金／時給1,000円
問合せ／ふじの木作業所
2049‑254‑0683（東大久保3655）

ご案内
Guidance

海外旅行登録｢たびレジ｣
海外旅行や海外出張などをする
とき、旅行日程・滞在先・連絡先
などを登録すると滞在先の最新の
海外安全情報やいざという時、在
外公館などから緊急時の情報提供
を受けられるシステムです。
海外へ出かけるときは、
ぜひご登録ください。
問合せ／外務省領事局政策課
203‑5501‑8152

夕焼け放送の
時刻と曲目が変わります
3月1日（火）〜10月31日（月）の
放送時刻は午後5時、曲目は ｢夕
焼け小焼け｣ です。
問合せ／
安心安全課
内 446
2○

つきいち〜臨時農産物直売所〜
富士見市産の米・新鮮野菜・み
そなどを販売します（毎月第3火曜
に開設）。
※レジ袋削減のため、
買い物袋をお持ちく
ださい。

とき／3月15日
（火）
午前10時〜午後0時30分
場所／市役所1階ロビー
販売者／富士見市農業研究団体連
絡協議会
内 243
問合せ／産業振興課 2○

し尿処理手数料の改定
4月1日からし尿処理手数料が
改定されます。なお、当組合が実
施していた利用者負担軽減は廃止
されます。皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
改定前

改定後

1世帯につき
月額

区 分

918円

900円

世帯員1人につき
月額

324円

300円

負担軽減
計
（1人世帯の場合）

▲259円
983円

廃止
1,200円

問合せ／入間東部地区衛生組合
2049‑261‑4891

I

情報ステーション

nformation station

親子サロン

埋蔵文化財発掘協力員登録者

「春のお楽しみ会」
とき／3月12日
（土）
午前11時〜正午
場所／諏訪児童館
対象／未就学児と保護者
定員／60組
出演／人形劇「あゆ」
申込み／3月1日（火）午前10時か
ら直接または電話で
問合せ／諏訪児童館
2049‑255‑6671

（水〜土曜、隔週で
火曜と日曜）午前8
時30分〜午後5時
（昼休憩含む）
ふわっぴー
※祝日は勤務日で翌日が休み

雇用期間／原則として1年間
賃金／日額7,440円（H27年度実績）
問合せ／難波田城資料館
2049‑253‑4664

公園清掃員
公園などの清掃、草刈り、樹木
せん定作業などを行います。
募集人数／3人程度
応募資格／健康で体力に自信があ
り意欲のある方
勤務時間／週3日シフト制（平日）
午前9時〜午後5時（昼休憩含む）
賃金／時給920円（H27年度実績）

募集人数／1人
勤務時間／月〜金曜午前9時30分
〜午後2時30分（水曜のみ午前9時30
分〜11時30分）

雇用期間／4月1日〜平成29年3月
31日（更新による継続雇用あり）
賃金／時給910円（H27年度実績）
問合せ／みずほ学園 2049‑252‑3237

※性別不問、未経験者可
内 443
問合せ／まちづくり推進課 2○

問合せ／健康増進センター 2049‑252‑3771 ℻ 049‑255‑3321

子育て健康ガイド

※聴覚障がいの方はファックスでお申し込みください。

…要予約
…主催

予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

登録要件／18歳以上の健康な方
勤務地／市内の発掘調査現場（屋外）
勤務日／発掘調査現場
作業がある時（平日）
雇用期間／4月1日〜
平成29年3月31日
賃金／時給920円（H27年度実績）
申込み／生涯学習課にある履歴書
に記入し直接
内 637
問合せ／生涯学習課 2○

みずほ学園 給食調理補助員

（兄弟の参加もできます）

事業名

を雇用します。

古民家や公園の日常管理の補助、
簡易な修繕などを行います。
募集人員／1人
勤務時間／週5日

と

…受付時間
他 …そのほか

き

…対象
…場所
…内容
…定員
水 …バス水谷コース ■
鶴 …バス鶴瀬コース
■

詳

細

対 5か月児〜3歳児の保護者 ■
内 食事についての相談
場 健康増進センター ■
3月22日㈫ ■
他 1人30分程度
9:00〜15:00 ■

3月 1日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年10月1日〜10月15日に生まれた子
■

3月16日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年10月16日〜10月31日に生まれた子
■

12か月健診

3月 8日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年3月11日〜3月31日に生まれた子
■

１歳６か月健診

3月 9日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成26年6月9日〜6月30日に生まれた子
■

３歳健診

3月15日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成24年9月生まれの子
■

４か月健診

予 乳児・母乳相談
■

…持ち物

場 ふじみ野
3月 2日㈬ ■
10:00〜11:30
交流センター
場 みずほ台
3月14日㈪ ■
10:00〜11:30
コミュニティセンター

携帯版乳幼児
健診専用バス運行表
鶴瀬コース

水谷コース

受 9:40〜10:00 ■
対 １歳までのお子さん
■
（第一子）
とお母さん
内 ワンポイント保健情報、
■
育児相談、グループトーク、母乳相談

※母乳相談のみ経産婦も可。助産師・管理栄養士・保健師の
相談もあります。

広報 ふじみ 平成28年３月号
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集

小学校入学前までのお友だち集まれ

※登録者の中から必要に応じた人数

募

場所／鶴瀬西交流センター
対象／出生体重が2,000g未満、養
育医療や育成医療を利用、出生後
にさまざまな事情で定期的な医療
が必要なお子さんとそのご家族
持ち物／母子健康手帳
申込み・問合せ／健康増進センター
2049‑252‑3771

難波田城公園作業補助員

て

（受付：9時45分〜10時）

遺跡の発掘調査現場での作業に
携わる調査協力員（パート）の登録
を受け付けます。

Invitation

子 育

家族同士や保健師との交流・相
談を行います。
とき／3月18日
（金）
午前10時〜11時30分

募集

市役所からのお知らせ

富士見市役所 2049‑251‑2711 ℻ 049‑254‑2000

Fujimi City Information

普通救命講習Ⅰ

学 ぶ
Learning

学 ぶ

エコドライブ講習会
（エコトレーニング）

子
育

エコドライブは、環境にやさし
く交通事故防止にもつながる運転
方法です。エコドライブの正しい
運転技術を、実車を使って個別指
導します。
とき／3月14日
（月）
午後1時〜5時
場所／ところざわ自動車学校
（西武池袋線狭山ヶ丘駅徒歩2分）

て

対象／普通自動車運転免許をお持
ちの方で運転歴１年以上の方（失
効・免停中の方は除く）

参加費／
県内在住、在勤の方、JAF会員の
方 1,028円
定員／15人（抽選）
申込み／3月7日（月）までに住所・
氏名（ふりがな）・年齢・電話番号
を記入し、FAX、メールまたは電
話で
問合せ／日本自動車連盟（JAF）埼
玉支部
2048‑840‑0025 ℻048‑840‑0030
▽ saitama-jigyo@jaf.or.jp
□
平和学習会

被爆体験から平和を考える
平和を願う心
を次世代につな
ぐため、13歳の
時に長崎で被爆
し、平和の尊さ
と戦争の悲惨さ
を伝え続ける田中氏に講演してい
ただきます(無料､ 申込不要)。

とき／3月26日
（土）
午前9時〜正午
場所／消防本部大講堂
対象／市内在住、在勤、在学の方
定員／30人（申込順）
申込み／3月7日（月）〜11日（金）
午前8時30分〜午後5時に電話で
問合せ／消防本部救急課
2049‑261‑6673

子育て
Child-rearing

パパと遊ぼう ワクワク創作工作

場所／鶴瀬西交流センター
対象／小学生とお父さん
定員／12組
申込み／3月1日（火）午前10時から
直接または電話で
問合せ／関沢児童館
2049‑251‑9786

さんさん子育て講演会
子どもが自らの命や体を守る力
を養うにはどうしたらよいか、先
生と一緒に探りましょう。
とき／3月2日
（水）
午前10時30分〜正午
場所／ふじみ野児童館
※公共交通機関をご利用ください。

「みんなでつくろう！想像生き
物動物園」

対象／子育て中の保護者
※保育なし。保護者の方と同席はで
きます。

親子で想像
上の生き物を
考え、段ボー
ルなどを使っ
て自由に工作
します。みん
なでわくわくする動物園を作りま
しょう（無料）。
とき／3月27日
（日）
午前9時45分〜11時45分

内容／子どもを犯罪から守る0歳
からの安全教育
講師／宮田美恵子氏
（日本こどもの安全教育総合研究所
理事長）

申込み・問合せ／
ふじみ野児童館（2049‑257‑6996)
に直接または電話で

中央図書館 2049 252 5825
鶴瀬西分館 2049 252 5945
ふじみ野分館 2049 256 8860

水 谷 東 公 民 館 図書 室
( 開室時間 火〜日曜午後 1 時〜 5 時 )
お問い合わせは中央図書館へ

開館時間 午前9時30分〜午後7時
休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）
※ふじみ野交流センター、水谷東公民館が休館の場合は分館・図書室も休館し、翌日開館します。

３月のおはなしかい＆映画会
内 容
こども映画会
中
央
図 書 館 名作映画会

日

時

12日
（土）午後2時「おじゃる丸」「花さき山」
19日
（土）午後2時「ねずみくんのチョッキ」
「ドナルドダックと森の子リス」
６日
（日）
午後2時「卓球温泉」
20日
（祝）午後2時「スタンド・バイ・ミー」

※アニメ映画「つるにのって」の上

おはなしかい（乳幼児）

映もあります。

おはなしかい（幼児・小学生） ５日
（土）
・26日
（土）
午後２時

とき／3月13日
（日）
午前10時〜正午
場所／鶴瀬コミュニティセンター
講師／田中煕巳氏
（埼玉県原爆被害者協議会会長）

問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140
13 広報 ふじみ 平成28年３月号

２日
（水）
・16日
（水）
午前11時

一般映画会
５日（土）
午前10時・午後2時「おくりびと」
鶴瀬西
おはなしかい（乳幼児）
９日
（水）
・20日
（祝）
午前11時
分
館
おはなしかい（幼児・小学生） ９日（水）午後3時30分、20日（祝）午後2時30分
こども映画会
26日（土）午後2時「ぼくのじしんえにっき」
ふじみ野
おはなしかい（乳幼児）
11日
（金）午前11時
分
館
おはなしかい（幼児・小学生） 12日
（土）午後２時
※映画会の上映作品は予告なく変更する場合があります。

I
アンガ−マネジメント入門講座

ー協会、精神保健福祉士）

申込み・問合せ／障がい福祉課
内 335)に直接または電話で
（2○
3月は自殺予防月間です
自殺はさまざまな要因によりま
すが、その要因の一つとして、子
育てに悩み誰にも相談できず、精
神的な不安定などを引き起こして
しまう方もいるようです。
市では、自殺予防対策のため、
上記講座を行います。
ぜひ、ご参加ください。

シルバードライバードック
参加・体験型の
講習を通じて自分
の運動能力につい
て学ぶ安全運転教
室です。
とき／4月17日
（日）
午前9時〜正午
場所／セイコーモータースクール
対象／東入間警察署管内に居住す
る65歳以上の方
定員／60人（無料、申込順）
申込み・問合せ／東入間警察署交
内 411
通課 2049‑269‑0110 ○

nformation station

太巻き祭りずし

はじめてのキャラクター弁当

房総地方でお祝い事の時などに
つくられる「太巻き祭りずし」を
作ります。

子育て中の方に向けた料理講習
会です。子どもが喜ぶキャラ弁づ
くりに挑戦します。

とき／3月17日
（木）
午前10時〜午後0時30分
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住、在勤の方
定員／16人(申込順)
講師／地域活動栄養士PFCの会
参加費／800円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、さ
らしふきん、巻きす、ラップ、持
ち帰り用の入れもの
申込み／3月3日（木）午前9時から
直接または電話で
問合せ／ふじみ野交流センター
2049‑261‑5371

とき／3月10日
（木）
午前10時〜午後0時30分
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住、在勤の方
定員／16人（申込順）
講師／地域活動栄養士PFCの会
参加費／700円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、弁
当箱（子ども用）

学 ぶ

子どもに対して、怒りっぽい、
上手に怒れないと思うことはあり
ませんか。不必要にイライラしな
くなったり、上手に怒れるコツを
学びます。また、子どもが怒りの
コントロールができないとお悩み
の方もその対処法が学べます。
とき・場所／
3月８日
（火）
・鶴瀬西交流センター
3月18日
（金）
・ピアザ☆ふじみ
いずれも午後6時30分〜8時
対象／小学校高学年〜高校生の保
護者・支援者
内容／「怒り」という感情の基本
を学び、どうコントロール・マネ
ジメントするかを学ぶ
定員／30人（無料、申込順）
講師／南幸恵氏（メンタルレスキュ

食文化講座

情報ステーション

※保育あり（2歳以上、定員12人、要
予約）

申込み／3月1日（火）午前9時から
直接または電話で
問合せ／ふじみ野交流センター
2049‑261‑5371

周年

創立10

第10期富士見市コミュニティ大学
高齢者のさらなる生きがいを追
求する生涯学習と、親睦交流を深
める富士見市コミュニティ大学で
は、自主運営で創立してから今年
度で10周年となります。
春・秋のウォーキング大会や秋
の修学旅行、作品展示会、課外活
動などの活動をしています。
第10期の受講生を募集しますの
で、たくさんの応募お待ちしてい
ます。
開校期間／4月15日〜平成29年2月
17日の第１･３金曜（全17回）
場所／老人福祉センター「びん沼
荘」（送迎バスあり）

ウォーキングのようす

対象／市内在住で満60歳以上の方
内容／
午前 一般教養講座（健康・福祉や
安心・安全など、日々の暮らしと生
活・地域社会に密着した内容や、文芸・
歴史・政治・環境などの学習）

午後 クラブ活動（民謡・俳句・社交
ダンス・美術・書道・ゲートボール・
歌謡教室・心身太極健康・健康ウォー
キング・折紙教室）

定員／原則130人
参加費／受講運営協力金2,500円、
自治会費500円
申込み／3月21日（振）までに老人
福祉センター、各公民館・交流セ
ンター・コミュニティセンター、
高齢者福祉課（土・日曜、祝日を除く）
にある申込書を直接
問合せ／富士見市コミュニティ大
学事務局
角谷 2090‑4373‑9253
白井 2090‑4719‑4261
広報 ふじみ 平成28年３月号
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イベント
Event

70年 父母の証言』
※3月19日（土）〜27日（日）には戦争

イベント

に関する資料のミニ展示も行います。

ピースサロン設立記念

『戦後70年平和への祈り』

問合せ／水谷公民館
2049‑251‑1129

春休み卓球教室（全3回）

学
ぶ

戦後70年を機に、戦争の記憶が
風化されないように昨年４月に結
成された、さいたま市の市民劇団
「れんこん座」の朗読劇などを通し
（無料）
。
て、平和への想いを伝えます
とき／3月26日（土）午後1時30分〜
3時30分（1時開場）
場所／水谷公民館
内容／ 第１部 アニメ映画上映『最
後の空襲くまがや』
第２部 れんこん座朗読劇『戦後

卓球台の設置やラケットの握り
方など基礎から始めます
とき／3月28日（月）
・30日（水）
・31
日（木）
小1〜3：午前９時〜10時30分
小4〜6：午前10時45分〜午後0時
15分
場所／市民総合体育館剣道場
定員／20人（申込順）
参加費／1,500円
主催／（公財）キラリ財団
申込み／3月1日（火）から午前８時
30分〜午後9時30分に直接または
電話で
問合せ／市民総合体育館
2049‑251‑5555

第11回針ケ谷・みずほ台コミュニティセンター合同文化祭
場所・問合せ／針ケ谷コミュニティセンター 2049‑251‑8478
とき／3月12日
（土）
・13日
（日）
午前10時〜午後5時（13日は4時まで）
オープニングセレモニー
（12日
（土）
午前10時15分〜45分）

喫茶コーナー（両日 午前10時〜午後
4時）

コーヒー、パン、健康スープ、山
菜おこわ、焼きそば、お餅など（餅

富士見太鼓の会による演奏

つき体験もできます）

主な内容／
作品展示（両日）

体験コーナー
①筋力バランスアップ体操
とき／12日
（土）
午後1時〜1時40分
協力／楊名時気功太極拳椿会
②気功・太極拳
とき／12日
（土）
午後2時〜2時40分
協力／パワーアップ針ケ谷青空
③ストレッチ体操
とき／12日
（土）
午後3時〜3時40分
協力／イージーストレッチング真
向法愛好会

※

は体験、 は販売もしています。

書、水墨 、絵、七宝 、篆刻
、
連句、俳句、和小物 、リメイク 、
手芸 、編物 、フラワーアレンジ
メント 、パソコン作品、写真、絵
手紙、能面、昔あそび
舞台発表
（13日
（日）
午前10時〜午後3時45分）

楽器演奏、コーラス、舞踊、詩吟、
フラダンス、朗読、銭太鼓、ハン
ドベル、キッズギター、ゴスペル

15 広報 ふじみ 平成28年３月号

【共通事項】
定員／20人
参加費／無料
持ち物／
動きやすい服装と底の低い靴
申込み／3月10日
（木）
まで

ふじみ野じゅく公開公演
うた

人情劇「あしたの詩」
早春のひと時を心温まる演劇で
お過ごしください（無料）。
とき／3月18日
（金）
午前10時〜正午
場所／ふじみ野交流センター
出演／さかどシニア劇団「極楽と
（原作：山本周五郎、脚本・演
んぼ」
出：唐沢民賢）

問合せ／ふじみ野交流センター
2049‑261‑5371

学ぶ
Learning

教育講演会
『生きてるだけですごいんだ』
〜不登校・引きこもり支援の現場から〜

子育てにつまず
いて自信がなくな
った、このままで
いいのか迷った時
「きっとだいじょ
西野博之氏
うぶ」そんな思い
になれたら…。
学校や家庭・地域で「居場所」
を見いだせない子どもや若者たち
が集う「フリースペースえん」の
取組みからヒントを探ります（無
料、申込不要）
。
とき／3月12日（土）午後1時30分
〜3時30分（1時開場）
※講演後、講師との意見交換、相談
の時間を設けます（自由参加・1時間
程度）

場所／水谷公民館
講師／西野博之氏（NPO法人フリ
ースペースたまりば理事長、フリー
スペースえん代表）

共催／不登校・引きこもりを考え
る親の会 ｢まわりみち｣
問合せ／水谷公民館
2049‑251‑1129

I
水子貝塚資料館のお知らせ
問合せ

2049‑251‑9686

ふじみ考古学教室
とき／3月26日
（土）
午後1時30分〜4時30分
場所／資料館体験学習室
内容／縄文海進はじまりの頃の貝
塚−三浦半島の貝塚−
講師／野内秀明氏（横須賀市教育委

nformation station

オレンジカフェむさしの
「びん沼茶房」
介護の日々の悩みなど、お茶を
飲みながら相談できる顔馴染みを
地域でつくりませんか。
※入退室自由、申込不要。

とき／3月23日
（水）
午後1時〜2時
場所／老人福祉センター「びん沼
荘」
対象／認知症の方やご家族、介護
の息抜きをしたい方、介護経験を
活かしたい方、認知症に関心のあ
る方
参加費／100円（飲み物代ほか）
問合せ／高齢者あんしん相談セン
ターむさしの 2049‑255‑6320

第5回
3.11を忘れないコンサート

イベント

企画展「海と貝塚〜関東地方の貝
塚を探る〜」
縄文海進に伴う海岸線の変化な
ど、環境や地形の変化によって違
いのある関東地方の貝塚から出土
した土器や骨角器などの遺物を展
示します（無料）。
期間／3月26日
（土）
〜5月29日
（日）
場所／資料館展示室

情報ステーション
とき／3月6日
（日）
午後1時30分開演（1時開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／みずほ台小学校（歌い隊と音
楽クラブ）
、コーラス歌音、富士見
高校吹奏楽部、音楽ボランティア
しゃぼん玉
※入場無料。整理券は各公民館・交
流センターで配布中
（当日券あり）

主催／3.11を忘れないコンサート
実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

員会）

日本海側最大級の貝塚−富山市小
竹貝塚の調査−
講師／町田賢一氏（富山県文化振興

難波田城資料館のお知らせ

財団）

【共通事項】
定員／各30人（無料、申込順）
申込み／直接または電話で
土曜おもしろミューズランド
どんぐりクラフト
とき／3月5日
（土）
午前10時、午後1時30分
（いずれも30分前から受付）

春季企画展「ほうきと竹かご」
古くから私たちは身近な自然素
材を利用して道具を作り、使って
きました。今回の展示では、地場
産業として盛んだった座敷ほうき
とさまざまな場面で使われた竹か
ごを紹介します（無料）。
とき／3月12日
（土）
〜6月12日
（日）
場所／資料館特別展示室

（未就学児は保護者同伴で可）

※申込不要。直接お越しください。

第30回南畑ふるさとまつり
とき／3月12日
（土）
午後1時〜5時
13日
（日）
午前9時〜午後3時30分
場所／南畑公民館
内容／舞台発表、作品展示、模擬
店、子どもみこし、お楽しみ抽選
会など
主催／南畑公民館利用者の会
問合せ／南畑公民館
2049‑251‑5663

ちょこっと体験
「昔の着物を着てみよう」
野良着や羽織などを着て、ちょ
っと昔の気分を味わってみません
か。子ども用もあります（無料、予
約不要）。
とき／3月26日
（土）
・27日
（日）
午後1時〜3時
（受付終了：2時30分）

場所／資料館講座室
協力／和道文化着装協会

場所／資料館体験学習室
対象／小学生以上
定員／各40人（先着順）
参加費／100円（材料代）

問合せ 2049‑253‑4664
休館日：月曜(祝日の場合は翌日)

昭和25年頃の
ほうき職人
（提供：榊原一資氏）

企画展関連講演会
「竹かごの生産と流通」
江戸・東京の近郊で作られた（開
発された）竹かごを中心にお話いた
だきます。
とき／3月19日
（土）
午後1時30分〜3時
場所／資料館講座室
定員／30人（無料、申込順）
講師／服部 武 氏
（県立歴史と民俗の博物館）

申込み／直接または電話で

※混雑状況により順番待ちをしてい
ただく場合もあります。

３月のちょこっと体験
子どもから大人まで気軽にでき
る昔体験です（無料、予約不要）。
とき・内容／午後1時〜3時
５日（土） わたくり
６日（日） ブンブンごま
12日（土） はたおり
13日（日） パッチンなんばった
19日（土） いろりの日
20日（祝） トントン紙相撲
21日（振） 新聞紙グローブ
26日（土） はたおり、昔の着物
27日（日） 昔の着物を着てみよう
広報 ふじみ 平成28年３月号
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無料 かまど炊きご飯・けんちん
汁の試食、お抹茶・お花の体験（な
くなり次第終了）・リラクゼーショ
ンの体験
イベント 玉入れ、富士見太鼓の
会演舞
販売 地元野菜、お米、手づくり
加工品など

イベント
Event

イベント

菜の花まつり
〜消費者と生産者の交流会〜
とき／3月27日
（日）
午前10時〜午後2時（雨天決行）
場所／南畑直売センター周辺

※雨天の場合は内容を変更します。

主催／富士見有機生産者集団
後援／富士見市農業研究団体連絡

（難波田城公園東側）

内容／

市民伝言板

市民伝言板

※菜の花は、環境にやさしい米作り
の肥料にするために栽培しています。

菜の花摘み（無料）
難波田城公園周辺：3月27日（日）
〜4月3日
（日）
東大久保地区：3月20日（祝）〜4
月3日
（日）
問合せ／産業振興課
内 243
2○

このコーナーは市民の方から寄せられた情報を掲載しています。参加する時は、内容の確認を。
内 240
掲載方法の問合せ／秘書広報課 2○

くらしのリユース

富士見市日中友好協会
中国文化交流講座…月3回火曜①14:00〜
17:00②19:00〜21:00／鶴 瀬駅 西口サン
ライトホール／初級中国語、中国文化など
の学習／講師侯 紅 葉 ／入会金2,500円／
月会費4,000円／田口 2090‑2327‑4760
太極拳 教室…毎週金曜19:00〜21:00／
鶴瀬西交流センター／月会費2,000円／
中島 2049‑251‑5604

イベント
ヤングスター社交ダンスパーティー
3月6日㈰13:30〜16:00／鶴瀬西交流セン
ター／会員によるデモンストレーションや
抽選会もあります／参加費1,000円（おや
つ･飲み物付）
／星野 2049‑251‑1008
ミュージカル公演
チャーリーとチョコレート工場
3月26日㈯18:30・27日㈰13:00、17:00／
鶴瀬コミュニティセンター／定員各250人
／主催子どもミュージカルＳＫＹ／無料／
中澤 2049‑254‑0093

イージーストレッチング真向法体操愛好会
第2･4土曜10:00〜12:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／1日3分間の4つの動作で足
腰の動きを柔軟にし、健康な体づくりを
しましょう／年会費9,000円／
星野 2049‑253‑1698

募 集
鶴瀬空手道同好会
月4回日曜9:00〜11:00／鶴瀬西交流セン
ター／幼児〜大人／入会金3,000円／月会
費2,500円／無料体験あり
（申込不要）／
渡辺 2080‑3153‑4357

ヨガサークル チャクラ
第2･4火曜13:30〜15:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／心も体もリフレッシュして毎
日楽しい生活をしましょう／入会金1,000
円／月会費2,000円／無料体験1回あり／
男性歓迎／黒田 2049‑255‑3995

つるせ台バトテニスクラブ
毎週土曜19:00〜21:00／つるせ台小学校
体育館／入会金1,000円／月会費100円／
根岸 2090‑4078‑7573

バレエサークル くるみ割人形
月4回金曜16:00〜20:45／鶴瀬公民館／
幼児〜大人／入会金3,000円／月会費
4,550円／尾﨑 2090‑2014‑9452

●

ゆずります
桐 タ ン ス（162×94×42㎝、72×70×36
㎝）／学習机（上置き･イス付）／本棚
（175×88㎝）／石油ファンヒーター／エ
レクトーン／スキーウェア（男性用M）／
靴
（女性用黒23㎝）

韓国語サークル トッキバン
月3回 土 曜 ①16:00〜17:30②18:30〜20:
00／ピアザ☆ふじみ／韓国語を楽しく学
びましょう／月会費6,000円／
大代 2049‑269‑6039
気功太極拳金曜サークル
第1･3金曜10:30〜12:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／健康太極拳で心も身体も丈
夫にしましょう／入会金1,000円／月会費
1,500円／小林 2090‑6040‑4220
ふじみ篆刻協会
鶴瀬西交流センター 第2・4金曜10:00〜12:00
水谷公民館
第1・3土曜10:00〜12:00
ふじみ野交流センター 第2・4土曜10:00〜12:00
針ケ谷コミュニティセンター 第2・4水曜10:00〜12:00
／楽しい印づくり／いずれも月会費700円
／中島 2049‑251‑5604
富士見ライオンズクラブ眼鏡リサイクル活動
使用していない眼鏡を発展途上国に送り、
再び役立ててもらう活動です／回収ボッ
クスは、富士見市社会福祉協議会、富士
見ライオンズクラブにあります。ご協力を
お願いします／富士見ライオンズクラブ
2049‑253‑4501
（鶴瀬東2‑14‑3 MSビル5F）

ご利用ガイド

2 月 10 日現在●

内 246
問合せ／環境課 2○
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協議会・難波田城公園地域環境保
全協議会

このコーナーは、不用になった品物のリユースを希望する方の橋渡しを
する場です
（無料のみ）
。登録は3か月です。交渉結果はご連絡ください。

ゆずってください
洗濯機（二槽式）／オーブンレンジ／卓上ミシン／シルバーカー／車いす（手動
式）／ドライヤー／ギター／音楽の教科書（小中学校用）／ネズミ捕り器／すわ
幼稚園制服（女児用サイズ不問）／谷津幼稚園冬用制服（女児用110㎝以上）／つ
るせ台小夏・冬用体操着一式（110〜130㎝）／東中夏･冬用制服（女子用165㎝以
上）／富士見台中冬用制服（男子用上着180㎝以上）／勝瀬中体操着（S）･ジャー
ジ
（M）
（青）

市民文化会館キラリ☆ふじみ
休館日：3月7日(月)〜9日(水) ､ 4月18日(月)･19日(火)
2049‑268‑7788 ℻049‑268‑7780 URL: http://www.kirari-fujimi.com/
ピース

公演

アット

エニー

コスト

東京デスロック『Peace（at any cost?）
』

人類史上「戦争」が無かった時代はありません。私たちの生活の中にも「争い」は常にあります。日々を「平和」に過ごし
たいという私たちの願いはどこに向かうのか。
現在を生きる私たちにとって「平和」とは何かを問いかけます。
（木）
・25日
（金）
午後7時
とき／3月24日
26日
（土）
・27日
（日）
午後2時
演出／多田淳之介
料金／ 日時指定・全席自由・整理番号付
一般

前売り3,000円､ 当日3,500円

学生 前売り2,500円､ 当日3,000円
高校生以下 前売り・当日500円

©井上 嘉和

『Peace（at any cost？）
』
保育あり 26日
（土）
（1歳〜未就学児、500円、定員5人（申込順）、3月19日
（土）までに要予約） 《70 YEARS PAST FROM 1945.8 VER.》

公演 キラリ☆かげき団

第10回公演 宮澤賢治キラリ☆歌劇場

オペラ『注文の多い料理店』オペラ『賢かった三人』
市民公募により結成されたキラリ☆かげき団が、宮澤賢治

公演 キラリふじみ・レパートリー新作

『Mother-river Homing Ⅱ』
（仮）

熊本の家族をめぐる悲喜こもごもの物語。
とき／6月9日(木)･10日(金)午後7時
11日(土)･12日(日)午後2時

の名作を歌と芝居でお届けします。

作・演出／田上豊

とき／3月19日(土)午後 6時
20日(祝)午前11時､ 午後3時30分

料金／ 日時指定・全席自由・整理番号付

料金／ 全席自由 一般2,000円、高校生以下1,000円

一般2,800円、高校生以下1,000円

※3歳以下のお子さんの入場はご遠慮ください。

保育あり 11(土)(1歳〜未就学児､ 500円､ 定員5人(申込順)､ 6
月4日(土)までに要予約)

保育あり 20日
（祝）午前11時（1歳〜未就学児、500円、定員5人（申
込順）、3月12日（土）までに要予約）

チケット発売日／
4月23日(土)から

作品 ドキュメンタリー映画『街のフロッタ
発表 ージュ −ふじみのかたち−』上映会
©吉岡 茂

平成27年8月から平成28年1月にかけて行ったドキュメンタリ

「Mother-river Homing」
（2015）

ー映画制作ワークショップ。参加者が記録してきた映像をま
とめ、
1本の映画として上映します（無料、各上演後にトークあり）。

募集

とき・場所／

こどもステーション☆キラリ
当館芸術監督の多田淳之介と遊ぼう。

キラリ☆ふじみ

とき／3月26日(土)午前10時〜正午

3月5日(土)午後 2時､ ★午後4時30分､ 午後7時

集合場所／市民ラウンジ

6日(日)午前11時､ ●午後1時30分､ 午後3時30分

対象／小学生

※★●川口市メディアセブンの映像制作ワークショップで創ら

定員／20人(無料､ 申込順)

れた映画の特別上映あり

申込み／当館ホームページ、

★「隣ざかいの街―川口と出逢う―」 ●「うつろいの木」

直接または電話で

鶴瀬コミュニティセンター
3月12日
（土）
午後2時
申込み／当館ホームページ、直接または電話で

展示

第14回キラリ☆ふじみ写真展
市内で写真の活動をしている6団体による合同写真

展です。
とき／3月20日(祝)〜27日(日)
午前10時〜午後5時
（初日は正午から）

チケット取扱い
※購入枚数を制限する場合があります。

㭽 窓口 午前9時〜午後9時
㭽 オンライン予約 24時間予約可能(発売初日は、午前10時から予約開始)
㭽 電話予約 発売2日目以降の午前9時〜午後10時
広報 ふじみ 平成28年３月号
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フォト
ニュース

1月13日

みなさんの身近な話題を
お知らせください
内 241
秘書広報課 2 ◯

株式会社西武ライオンズと連携協力に関する基本協定を締結
この協定は、市と西武ライオンズが協働でさまざまな事業に取り組むことを通じて、地域社会の
発展、市民福祉の向上に寄与することを目的としています。

1月19日

1月26日

東中卓球部全国大会出場
女子栄養大学と共同で給食メニューを開発
学生の斬新なアイデアを十分に活かし、富士見市産の食材を
使用した献立を8品開発しました。この日のメニューはかぶと
小松菜を使用したポタージュでした。

平成27年11月に行われた県大会の女子団
体で見事に優勝し、3月に行われる全国
大会の出場権を獲得しました。全国大会
でもがんばってください。

1月29日

1月15日

人口が11万人になりました

受章おめでとうございます

11万人目の市民となったのは平成27年12月に生まれ

市内在住の横田正志さんが、本市に土地を寄附さ

た仁井田望実さん。市長から記念証と記念品が贈

れた功績により、紺綬褒章を受章されました。

られました。
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健康増進センター

健康ガイド

2 049‑252‑3771
℻ 049‑255‑3321

※聴覚障がいの方はファックスでお申し込みください。

…要予約

事業名

…対象

…場所

…内容

とき

…定員

…持ち物

詳

…費用

健康ガイドは携
帯版からもご覧
になれます。

…申込み

…主催

他 …そのほか

細

対 足腰の痛みや動きにくさをきっかけに、思うように健康管理や体力維持がで
■

3月 4日㈮
きなくなってきた方
（介護保険の認定を受けていない方）
11日㈮
場 健康増進センター(送迎あり) ■
内 作業療法士など専門職による個別相談と運
■
生活機能アップコース
18日㈮
動、心身の活動向上とより豊かな地域参加を目指したグループ活動
10:00~14:30
費 1回につき30円(保険代)
■

予 はつらつ教室
■

予 知ってナットク
■

身近な健康相談室
予 レディース
■

健康相談室

対 健康について相談のある方 ■
場 健康増進センター ■
内 生活習慣病や食事に関
3月25日㈮ ■
:
:
他 1人1時間程度
9 00~16 00 することについて保健師、管理栄養士による個別相談 ■
対 女性 ■
場 健康増進センター ■
内 更年期障害や尿もれなど女性特有のからだの
3月25日㈮ ■
:
:
他 1人1時間程度
9 00~16 00 悩みについて保健師による個別相談 ■
場 水谷東公民館
3月 3日㈭ ■
13:30~15:30 ふれあいサロン

ホッと安心健康相談

場 鶴瀬公民館
3月10日㈭ ■
13:30~15:30 いきいき活動室

対 健康や身体の状況に心配のある方
■
内 看護師や保健師による個別相談
■

場 高齢者いきいき
3月24日㈭ ■
13:30~15:30 ふれあいセンター

東入間医師会 第13回市民公開講座
3月の緊急時の産婦人科医(9:00〜17:00)
6日㈰
13日㈰
20日㈷
21日 振
27日㈰

当 番 医
恵愛病院
（富士見市）
にしじまクリニック
（富士見市）
恵愛病院
（富士見市）
上福岡総合病院
（ふじみ野市）
恵愛病院
（富士見市）

目は口ほどに物を言う

電話番号
049‑252‑2121
049‑262‑0600
049‑252‑2121
049‑266‑0111
049‑252‑2121

3月の緊急時の外科医 (9:00〜16:00)
6日㈰
13日㈰
20日㈷
21日 振
27日㈰

当 番 医
電話番号
三浦病院
（富士見市）
049‑254‑7111
栗原医院
（富士見市）
049‑255‑3700
三芳野第2病院
（ふじみ野市）
049‑261‑0502
上福岡駅前クリニック
（ふじみ野市）049‑256‑5600
イムス富士見総合病院
（富士見市） 049‑251‑3060

とき／3月12日
（土）
午後2時
場所／ふじみ野市立勤労福祉センター
（ふじみ野市福岡1‑1‑8）
内容／
『今話題の加齢黄斑変性』
講師：湯澤美都子氏（日本大学医学部視覚科学系眼
科学分野教授）
『白内障今昔物語』
講師：海谷忠良氏（海谷眼科院長）
共催／一般社団法人東入間医師会・参天製薬株式
会社
後援／富士見市・ふじみ野市・三芳町
問合せ／東入間医師会事務局 2049‑264‑9592

大人の風しん（または麻しん風しん混合）
予防接種費用の一部助成は3月末で終了します
妊婦が風しんウイルスに感染すると、赤ちゃんが心
臓の病気や難聴などになる可能性があります。妊婦や
赤ちゃんの健康を守るため、市では平成28年３月31日
まで大人の風しん予防接種費用
の一部助成を実施しています。
下記に該当する方で、予防接
種を希望する方または申請が済
んでいない方は、お早目にお願
いします。
対象／接種日現在、市内に住民登録のある方で次のい
ずれかに該当する方
妊娠を予定または希望している19〜49歳の女性
妊婦の夫
（胎児の父親）
で19歳以上の方
※これまでに風しんにかかったことのある方、風しん
や麻しん風しん混合の予防接種を2回受けたことのあ
る方は除く。
接種期間／平成25年4月1日〜平成28年3月31日
助成金額／3,000円以内
（1回限り）
申請方法／次の①〜③を健康増進センターに郵送また
は直接提出してください。
①風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書
（健康増進センターまたは市ホームページから入手可）
②風しんの予防接種を受けたことを証明する書類と領収書
③妊婦の夫は、胎児の母子健康手帳のコピー
（保護者欄）
申請期限／4月8日
（金）
（消印有効）
申請先・問合せ／健康増進センター 2049‑252‑3771
〒354‑0021 鶴馬3351‑2
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

食育推進室 inピアザ☆ふじみ
食育News

和菓子の豆知識
春の訪れを感じる和菓子のひとつに「さくら餅」があり
ます。塩漬けした桜の葉と、桜色の生地で餡を包んだ和菓
子です。関東と関西で餡を包む生地が違うのをご存じです
か。関東では主に小麦粉を水で溶いて薄く焼いた生地を使
い、関西では主に道明寺粉を蒸した生地を使います。
（関東風）
」と「いちご大福」
今回のイベントは、
「さくら餅
の和菓子を作ります。春の訪れを感じながら、自宅で作れ
る和菓子を習いませんか。
※道明寺粉…もち米を水に浸し蒸し上げたものを、乾燥させ粗く
ひいたもの
イベント

プロから学ぶ Oneday Cooking（和菓子ver.）
とき／3月27日
（日）
午後2時〜4時30分
（受付：1時45分〜） 場所／ピアザ☆ふじみ

対象／市内在住の中学生以上の方
メニュー／さくら餅、いちご大福
定員／20人
（申込順）
（ふれあい菓匠 むさし野）
講師／鈴木 勇氏
参加費／600円
（材料代ほか。当日集金）
持ち物／エプロン、三角きん、布きん、手ふき、筆記用具
申込み・問合せ／3月9日（水）午後0時30分から健康増
進センター
（2049‑252‑3771）
へ電話で
※参加するご本人がお申し込みください。
（未成年者
の場合は保護者の申込み可）

富士見市国民健康保険にご加入の皆さんへ

幸せが広がる健康活動（特定保健指導）に参加しましょう！
救急休日診療
日曜 祝日
年末年始
12/31〜1/3

東入間医師会

ふじみ野市駒林元町3 1 20

休日急患診療所 2049‑ 264‑ 9592㈹

〔昼間〕9:00〜12:00・13:00〜16:00
〔夜間〕
20:00〜22:00
東入間医師会

日曜 祝日

休日・
夜間の
医療機関
携帯版

富士見市鶴馬3351‑2

第二休日診療所 2049‑ 252‑ 4050㈹
〔昼間〕9:00〜12:00・13:00〜16:00

ふじみ野市駒林元町3‑1‑20
小児時間外 東入間医師会
2049‑264‑9592㈹
休日急患診療所
救急診療

〔診療時間〕月〜土曜（祝日を除く） 20:00〜22:00

埼玉県小児救急電話相談
月〜土曜 19:00〜翌朝7:00

2＃8000

日曜、祝日、年末年始 7:00〜翌朝7:00

埼玉県大人対象の救急電話相談

2＃7000 毎日 18:30〜22:30

埼玉県救急医療情報センター

2048‑824‑4199

受診可能な医療機関を毎日24時間案内
（年中無休）
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問合せ／健康増進センター 2049‑252‑3771

元気な骨づくりのためのコツコツ相談室
健康で丈夫な骨づくりのために、日常生活でで
きることを考えてみませんか。
とき／3月23日
（水）
午前9時〜11時
（1人30分程度）
場所／健康増進センター
対象／市内在住の18歳以上の方
（平成27年5月〜平成28年1月の相談に
参加していない方）
内容／骨密度測定、食生活・運動など骨づくりに
関する相談
定員／20人
（無料、申込順）
申込み・問合せ／3月1日（火）から健康増進センター
（2049‑252‑3771）
へ電話で
※参加するご本人がお申し込みください。

健康活動
（特定保健指導）
とは
特定健康診査・人間ドックの結果から、メタボリ
ックシンドローム（内臓脂肪症候群）やその予備群に
なった方に対して行われる生活習慣病予防と改善の
ためのプログラムです
（無料）
。
健診の結果、対象となった方には「特定保健指導
利用券」をお送りしています。
「特定保健指導利用券」が届いた方へ
まずはご予約ください。保健師・管理栄養士と個
別面談を行います。健診結果を振り返り、一緒に生
活習慣を確認し、改善につなが
る行動目標を決めていきます。
（所要時間：30分〜1時間程度）

参加している方だけに特典があります！
特定保健指導に参加している方には、さまざまなオプショ
ン講座を用意しています。お腹凹ませ運動講座やヨガ講座な
ど、健康増進にプラスにな
る講座ばかりです。
特定保健指導利用券が届
いた方は、これをチャンスと
H26年度 脂肪燃焼運動講座のようす
考えてぜひご参加ください。
個別面談に参加した方に健康グッズを差し上げます
忙しくて、オプション講座に参加できないけれど、個別面
談だけでも参加してみようという方も大歓迎です。参加した
方には、
「万歩計」または筋力アップのための「セラバンド」
を差し上げます。

広報 ふじみ 平成28年３月号

20

地域が主役のまちづくり
学校教育課

地域サポーターの紹介

○内

みんなの知りたい︑聞きたい

皆さんから︑よくある疑問質問についてお答えします︒

2

︱

３３３７

︱

どのような活動がありますか？

問合せ／富士見市ファミリー・サポート・センター
︵保育課内︶

地域の子育て応援団

富士見市ファミリー サ･ポート セ･ンター

ファミリー・サポート・センター
とは何ですか？
子どもを預けたい人︵依頼会員︶と
子どもを預かる人︵提供会員︶が会
員 に な り︑ 地 域 で 子 育 て を 支 え あ
う有償のボランティア活動です︒
会員になるには？

保育所︑幼稚園︑学校への送迎と
その前後の預かり︑習いごとの送
迎︑保護者の急用やリフレッシュ︑
通院などの際の預かり︒

利用料金は？

月〜金曜午前７時〜午後７時

円／時間

右記以外の時間帯は︑ 円／時間
︵活

時︶

子どもが病気の時も預けられます
か？

動時間は午前６時〜午後

800

（ふじみ野東在住）

富士見市学校応援団支援本部長
ふじみ野小学校学校応援団コー
ディネーター

Q
&
A

10

2

たちの上達していくようすに︑うれし
さとやりがいを感じます︒子どもたち
には︑
﹁できるようになった﹂﹁上手に
な っ た ﹂ と い う 喜 び や 自 信 を 持 っ て︑
何事にも一生懸命取り組んでほしいと
思っています︒
学校応援団の活動が︑子どもたちの
﹁見守り﹂につながることも大切だと
考えています︒学校の外でも︑気軽に
子どもたちに声をかけられる関係づく
りを意識しながら︑いつも活動をして
います︒
学 校 応 援 団 で は︑ 保 護 者 や 地 域 の
方々のさまざまな特技や経験が︑大き
な力となっています︒興味のある方は
お近くの学校へお問い合わせくださ
い︒

入会の説明を受けていただき︑そ
の後会員登録をしていただきます︒
依 頼 会 員 市 内 在 住・ 在 勤 の 方 で
０歳から小学６年生までのお子さ
んの保護者︒

A Q

A Q

お預かりできません︒

Q

︱

助が必要な方︑気軽にご相談ください︒

子育ての応援をしたい方︑子育ての援

ターでは︑会員を募集しています︒

富士見市ファミリー・サポート・セン

︱

緊急サポートセンター埼玉
2903

センター埼玉﹂で行っ
ています︒そのような
時に備えて︑登録をお
勧めします︒

病児・病後児の預かり︑宿泊を伴
う 預 か り な ど は︑﹁ 緊 急 サ ポ ー ト

A

Q

提供会員 市内在住の心身ともに
健康な方︒資格は問いません︒講
座の受講が必要です︒

700

2

たかはし

地域の力で学校を支える

15

A

A Q

髙橋 さかえさん

市内すべての小中学校︑特別支援学
校には︑学校応援団が設置されていま
す︒保護者や地域の方が学校での学習
活動︑安全確保︑環境整備を支援する
など学校・家庭・地域が連携・協力を
して︑各学校のニーズに応じて活動を
行っています︒
私は︑子どもがふじみ野小学校に通
っていたことや︑子どもたちの健やか
な成長のためにお手伝いをしたいとい
う思いから 年間︑学校応援団を続け
ています︒
毎朝︑ふじみ野駅とふじみ野小学校
の間の信号前で登校指導をしているの
で︑低学年の児童たちからは﹁信号の
人﹂と呼ばれています︒
音楽や書道などの支援では︑子ども

学習支援のようす

学校
教育

22
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№906

今月のおもな内容
02

国民健康保険制度が大きく変わります

04 4つの財務諸表から見た市の財政状況
（連結）
06

行政情報
4月から公共施設の予約システムが始
まります／年度末と年度初め 市役所の
土曜開庁／4月から地方税の猶予制度
が変わります／パブリックコメント
（市
民意見提出手続）
を実施します ほか

11

情報ステーション

３

月 無料相談

内 272
民 ○木曜 9:00〜12:00 ◎人権・市民相談課 2○
○第1〜4水曜 13:00〜16:00
予 法
律 ※場所 鶴瀬駅西口サンライトホール
○
（弁護士） ○第1〜4金曜 13:15〜16:15 ※場所 人権･市民相談課
内 272
◎人権･市民相談課 2○
内 272
予 法律(司法書士) ○第1･3火曜 10:00〜12:00 ◎人権･市民相談課 2○
○
内 272
予 税務
（税理士） ○第4火曜 13:00〜16:00 ◎人権･市民相談課 2○
○
内 272
予 女
性 ○第1･3火曜 13:00〜17:00 ◎人権･市民相談課 2○
○

Ｄ

員／富士見市健康づくり審議会委員／
打越市民農園利用者の追加募集 ほか
【子育て】パパと遊ぼう ワクワク創作

Ｖ

楽しみ会 ほか
すごいんだ』／はじめてのキャラクタ

消 費 生 活

大学 ほか
さとまつり／3.11を忘れないコンサー
ト／春休み卓球教室／人情劇「あした
の詩」／針ケ谷･みずほ台コミュニテ
ィセンター合同文化祭 ほか

管

理 ※予約優先

キラリ☆ふじみ

19

フォトニュース

20

健康ガイド
大人の風しん予防接種費用の一部助成
は3月末で終了します／食育推進室 in
ピアザ☆ふじみ／幸せが広がる健康活
動に参加しましょう ほか

22 地域サポーターの紹介
みんなの知りたい、聞きたいＱ＆Ａ
23

無料相談

24

地元食材で！簡単レシピ・Young21

23 広報 ふじみ 平成28年３月号

内 418
◎建築指導課 2○

予 耐 震 改 修・ ○第3月曜 13:00〜16:00
○

リ フ ォ ー ム ※予約優先

内 422
◎建築指導課 2○

内
職 ○毎週水･金曜 10:00〜12:00､ 13:00〜15:00
内 264
あ っ せ ん ◎産業振興課 2○
○毎週月〜金曜

9:00〜16:00

予 中小企業経営
○
◎富士見市商工会 2049‑251‑7801

高

齢

者

○毎週月〜金曜（祝日を除く） 9:00〜17:00
※虐待通報など緊急の場合は時間外も受付
◎高齢者あんしん相談センターむさしの 2049‑255‑6320
◎高齢者あんしん相談センターふじみ苑 2049‑293‑1168
◎高齢者あんしん相談センターえぶりわん鶴瀬Nisi 2049‑293‑8330
◎高齢者あんしん相談センターみずほ苑 2049‑256‑7423
◎高齢者あんしん相談センターひだまりの庭むさしの 2049‑268‑5005
○毎週月〜金曜 8:30〜12:00､ 13:00〜17:00
内 335
◎障害者就労支援センター 2○
○第4木曜 10:00〜 ※場所 市民福祉活動センターぱれっと
内 323 ※精神科医師による相談
◎障がい福祉課 2○
○毎週月〜金曜 8:30〜17:00
内 336
◎障がい福祉課 家庭児童相談室 2○

（介護、権利擁
護などの相談）
予 障 が い 者
○

就 労 支 援

予 こ こ ろ の
○

健 康 相 談

児

童

教

○毎週月〜金曜 9:00〜17:00
育 ◎教育相談室 2049‑253‑5313
○毎週土曜 9:00〜12:00 電話相談のみ

【市民伝言板・くらしのリユース】
18

○毎週月〜金曜 10:00〜12:00、13:00〜15:30
◎人権･市民相談課 2049‑252‑7181

予 マ ン シ ョ ン ○第２月曜 (祝日の場合は翌日) 13:30〜16:30
○

ー弁当／第10期富士見市コミュニティ
【イベント】菜の花まつり／南畑ふる

9:00〜12:00

宅 ○第2火曜

工作／さんさん子育て講演会／春のお
【学ぶ】教育講演会『生きてるだけで

○第2･4月曜 (祝日の場合は翌日)
内 272
◎人権・市民相談課 2○

内 272
13:00〜16:00 ◎人権･市民相談課 2○
内 272
予 不 動 産 ○第4月曜 13:00〜16:00 ◎人権･市民相談課 2○
○
内 272
○毎週水曜 9:00〜12:00 ◎人権･市民相談課 2○
外 国 籍 市 民
○毎週月〜金曜 10:00〜16:00
生
活
◎ふじみの国際交流センター 2049‑269‑6450

住

【募集】難波田城公園作業補助員／埋
蔵文化財発掘協力員登録者／公園清掃

予 …要予約 ○…とき ◎…場所・問合せ
●

市

【ご案内】防災行政無線の工事のお知
らせ／つきいち ほか

※相談日が年末年始・祝日の場合は除きます。
市役所 2049‑251‑2711

乳 幼 児 子 育 て ○毎週月〜金曜 8:30〜17:00
（電話相談） ◎健康増進センター 2049‑252‑3771
○毎週月〜金曜 10:00〜15:00
子
育
て ◎子育て支援センター 2049‑251‑3005
（電話相談） ※各保育所（園）でも相談可。電話番号などは、市ホームペー
ジをご覧ください。面接相談は要予約。
○第1水曜 13:00〜15:00 ※場所 鶴瀬駅西口サンライトホール
◎富士見市社会福祉協議会 2049‑254‑0747
ア ル コ ー ル ○第3水曜 10:00〜15:00
※場所 市民福祉活動センターぱれっと相談室
◎富士見市社会福祉協議会 2049‑253‑6700（相談日直通）
○第2･4水曜 10:00〜12:00､ 13:00〜15:00
ボ ラ ン テ ィ ア ※場所 市民福祉活動センターぱれっと相談室
紹 介 窓 口
「 ゆ い っ こ 」 ◎富士見市社会福祉協議会 2049‑253‑6700（相談日直通）
（ボランティア連絡会が運営しています）
○第2水曜 10:00〜14:00
在宅高齢者介護
※場所 市民福祉活動センターぱれっと小会議室
（サロン｢温談｣）
◎富士見市社会福祉協議会 2049‑254‑0747

地元食材で！
簡単レシピ

いちごの
米粉クラフティ
●エネルギー：138kcal

●塩分 0.1g （1人分）

材料（2人分）
いちご…中6個
卵…1個
砂糖…20ｇ
米粉…10ｇ
（※小麦粉でも代用できます）
牛乳… 80ml

クラフティとはフランスの伝統
菓子で、タルトの生地を使用す
るものもあります。
いちごは、抗酸化作用のあるビ
タミンCや、貧血予防に効果的
な葉酸が豊富に含まれているの
が特徴です。

作り方
❶ オ ー ブ ン を 180 度 に 予 熱 し、

❸牛乳を少しずつ加えながら混

いちごは縦半分に切っておく。

ぜ合わせたら、耐熱皿に流し入

❷ボールに、卵と砂糖を入れ泡立

れ、いちごをのせてオーブンで

て器でよく混ぜ、米粉を加える。

30 分焼く。
問合せ／健康増進センター 2049-252-3771

<RXQJĻĺ
ȍȜǙĻĺ

「40周年記念合同合作」

さ

と う

しょう

「 幸せを呼ぶ花 」

た

佐藤 祥太さん

す ず

●作者から一言
富士山やにじを上手に描くの
が難しかったです。

（２月 1 日現在）

人口…109,952 人（前月比

‑93 人）

男 54,702 人（前月比
女 55,250 人（前月比

‑77 人）
‑16 人）

世帯数…49,182 世帯（前月比 ‑34 世帯）

と も

か

みずほ台小学校 ６年
●作者から一言
花びらを散らして幸せがとんでくるイメージにしました。

編集 総務部秘書広報課
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き

鈴木 朋香さん

富士見特別支援学校 中学部１年
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