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Information

年金相談

年金事務所の職員が、諸届け出
の受け付けや手続きの相談に応じ
ます。

10 月 26 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
10 月 12 日㈭
国保年金課　995-1813

すみれ相談

大切な方を自死で亡くした方の
相談に応じます。秘密は厳守しま
す。

とき ところ

10月 ４日㈬
13時～16時

県精神保健福祉セ
ンター（静岡市駿
河区有明町）

10月18日㈬
13時～16時

東部健康福祉セン
ター（沼津市高島
本町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

薬物依存相談

経験豊富な専門相談員が薬物依
存に関する相談に応じます。秘密
は厳守します。

10 月３日㈫・17 日㈫
　 13 時～ 16 時（１回 45 分間）

県精神保健福祉センター〔静岡
総合庁舎別館２階〕（静岡市駿
河区有明町）
相談日の前日
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

学校開放調整会議

　11 月から 12 月までに学校体
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。

地区 とき ところ

須山 10 月  3 日㈫ 須山
コミセン

東 10 月  4 日㈬

生涯学習
センター

深良 10 月  6 日㈮

西 10 月 11 日㈬

富岡 10 月 12 日㈭

時間はいずれも 19 時～
生涯学習課　992-3800

就業構造基本調査にご協力を

総務省統計局では、就業構造基
本調査を実施しています。調査員
が対象調査区を訪問し、居住者の
氏名や住所を確認しますので、ご
協力をお願いします。この調査は、
パソコンやスマートフォンで簡単
に回答できます。
基準日／ 10 月１日㈰
調査員訪問時期／９月～ 10 月

一定方法で抽出された世帯
就業・不就業などの労働状況、
育児・介護などの生活状況を調
査します。
企画政策課　995-1804

広げよう 地域に根ざした 思いやり
～民生委員制度 100 周年～

　民生委員制度が今年で 100 周年を迎えました。
民生委員・児童委員とは

民生委員・児童委員を簡単にいうと「福祉のことを知っている近
所の人」です。委員は、法律に基づき厚生労働大臣から委嘱された
無報酬のボランティアです。地域に暮らす身近な一員として、地域
住民からの相談内容に応じ、必要な支援を受けられる各機関（行政
や社会福祉協議会、学校など）につなぎ、パイプ役として課題が解
決するよう寄り添います。
民生委員・児童委員の現状

市には現在 89 人の民生委員・児童委員と８人の主任児童委員が
活躍しています。進行する社会の高齢化や生活の多様化による課題
の複雑化に伴い、地域での委員活動がますます意義あるものとして
期待されています。
安心してご相談ください

民生委員・児童委員には、民生委員法で守秘義務が定められてい
るため、プライバシーを同意なく他人に漏らすことはありません。
住んでいる地区の委員については、社会福祉課へお問い合わせくだ
さい。
社会福祉課　995-1819
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Information

認知症を語る会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

10 月６日㈮
　 13 時 30 分～ 15 時

市民文化センター 31 会議室
認知症の方を介護している家族
の方
介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977

平成 30年度
就学児童健康診断

とき 対象校区

10 月  5 日㈭
東小、深良小、
富岡第一小、
富岡第二小

10 月 12 日㈭
西小、南小、

須山小、向田小、
千福が丘小

時間はいずれも 13 時 20 分～
市民文化センター
平成 30 年度に小学校に入学す
る児童　※対象者には事前には
がきでお知らせします。転入し
た方や通知のない方は、ご連絡
ください。
学校教育課　995-1838

環境審議会公募委員

市環境条例に基づき、総合的な
施策の方針などを定めている第２
次環境基本計画の進捗状況を点
検・評価するための委員を募集し
ます。

市内に住んでいるか通勤してい
る 20 歳以上の方
若干名（応募内容で選考）
生活環境課にある応募用紙に必
要事項を記入し、本人が直接提
出してください。　※応募用紙
は、市公式ウェブサイトからダ
ウンロードできます。
10 月５日㈭
生活環境課　995-1816

活動量計を活用した運動事業

10 月３日㈫・17 日㈫９時～
９ 時 30 分、10 月 24 日 ㈫ 13
時 30 分～ 16 時、11 月７日㈫
９時～９時 30 分、11 月 14 日
㈫９時～ 10 時または 10 時 30
分～ 11 時 30 分（全５回）
福祉保健会館１階
市に住民登録がある方
20 人（先着順）
活動量計を２週間貸与し、活動
量をグラフ化して結果を返却し

ます。健康運動指導士による運
動指導も実施します。
運動できる服装、タオル、飲み
物、室内用運動靴
９月 29 日㈮
この事業は、すその健康マイ
レージの対象です。各回参加時
に１マイル加算します。
健康推進課　992-5711

歯から始まる健康ライフ講座

8020 運動を啓発・普及する
「8020 推進員」を養成する講座
です。講座終了後は、「8020 推
進員」としてボランティア活動を
お願いします。

10 月 26 日㈭　13 時 30 分～
15 時 30 分　※受付 ▼ 13 時～
13 時 20 分
福祉保健会館３階研修室
市に住民登録がある 20 歳以上
の方
30 人（先着順）
歯科医師による歯や口の基礎知
識、歯周病と全身の健康の関係
などについての講義、歯科衛生
士によるブラッシング方法、歯
間清掃用具の使い方などの実技
10 月 13 日㈮
この講座は、すその健康マイ
レージの対象です。
健康推進課　992-5711
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お知らせ

10 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈰ 植松水道
☎992-4644

７日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

８日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

９日㈪ ㈲小澤土建
☎992-1401

14日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

15日㈰ 工管設
☎993-1603

21日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

22日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

28日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

29日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

15日㈰ 市民ソフトボール大会

17日㈫ 市長表彰式

28日㈯・
29日㈰

市民のふれあいフェスタ
すその・消費生活展

10 月　カレンダー

データバンク
９月１日現在

人　口　52,524人� （+14人）
　男　　26,692人� （−４人）
　女　　25,832人� （+18人）
世　帯　21,659世帯�（+27世帯）
内、外国人� 779人�450世帯

10 月　税金・料金
納付期限：10 月 31 日㈫

市県民税 第３期分

国民健康保険税 第４期分

介護保険料 第４期分

水道料金・下水道使用料 第４期分

後期高齢者医療保険料 第３期分

小学３年生～高校生の
ための冬休み海外研修

事前研修があり、仲間作りなど
をサポートします。

12 月 24 日㈰～１月４日㈭の
内６日～ 10 日間
サイパン、フィリピン、オース
トラリア、カナダ、カンボジア
小学３年生～高校３年生
各グループ 15 人
ホームステイ・クリスマス体験、
英研修、文化研修、地域見学、
野外活動など
228,000 円～ 428,000 円

　※ 10 月 25 日㈬までに申し込
んだ方は、１万円引きになりま
す。
（公財）国際青少年研修協会に
資料請求し、申込書に必要事項
を記入の上、返送してください。
11 月１日㈬
日数や対象、費用などはコース
によって異なります。
（公財）国際青少年研修協会
　03-6417-9721

03-6417-9724
info@kskk.or.jp
〒141-0031 東京都品川区西
五反田 7-15-4 第三花田ビル４
階
http://www.kskk.or.jp

合同就職面接会

約 30 社が参加する合同面接会
です。企業ごとにブースを設け、
個別に面接します。

10 月 11 日㈬
　13 時 30 分～ 15 時 30 分

市民文化センター多目的ホール
市内または周辺市町に住んでい
る方でハローワークに求職登録

している方　※事前にハロー
ワークに求職登録をしてください。
登録は、ベルシティ裾野店内ハ
ローワークすそのでできます。
商工観光課やハローワークで配
布している受付票に必要事項を
記入し、面接会当日に会場の受
付へお持ちください。
商工観光課　995-1857
ハローワーク沼津　918-3711
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