
おしらせ
電話相談「こども・家庭110番」
　県では、保護者が抱える悩みな
どの相談に応じる「こども・家庭
110番」を設置しています。電話
で、子どもや子育てに関する悩み
を相談に応じます。秘密は堅く守
り、匿名での相談も受け付けます。
受付時間／平日▶９時～20時
　土・日曜日▶９時～17時
※祝日と年末年始を除く
相談電話番号／ 924-4152

子育て支援課　995-1841
市民無料相談

５月20日㈪　10時～12時
　※受付▶11時40分まで

市役所４階401会議室
●司法書士相談▶相続、各種登
記、会社の設立、増資、成年後
見業務、社会保険労務などに関
する相談に専門家が応じます。

　●行政相談▶行政に対する苦
情・要望・問い合わせなどの相
談に行政相談委員が応じます。

　●弁護士相談▶各種法律の相談
に弁護士が応じます。戦略広報
課へ電話で予約してください。
戦略広報課　995-1802

人権擁護特設相談
　６月１日は人権擁護委員の日で
す。この日にちなみ、特設相談を
開催します。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。

６月３日㈪　10時～12時、13
時～15時
市役所４階401会議室
隣人とのもめ事、いじめ、差別、
ドメスティックバイオレンスな
どの相談に、人権擁護委員が応
じます。
戦略広報課　995-1802

国際博物館の日記念事業
　５月18日は国際博物館の日で
す。この日を記念して、富士山資
料館来館者にオリジナル缶バッジ
と富士山世界文化遺産裾野市民協
議会提供のブックカバーをプレゼ
ントします。缶バッジは、希望す
れば自分で作ることができます。

５月18日㈯　９時～16時30分
富士山資料館

入館料／大人210円、小・中学生
100円
富士山資料館　998-1325

夏の野鳥観察会
 申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

６月９日㈰　９時30分～12時
富士山資料館と富士山遊歩道
滝道雄さん、大西晃さん（裾野
野鳥を守る会）
300円
飲み物、双眼鏡または望遠カメ
ラなど
●駐車場は、第２駐車場をご利
用ください。●雨天の場合は、
９時30分から11時まで学習会
を行います。
富士山資料館　998-1325

学校開放調整会議
　７月から８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 ６月４日㈫
須 山 地 区 コ
ミュニティセ
ンター

東 ６月５日㈬
生涯学習セン
ター

深良 ６月７日㈮
西 ６月12日㈬

富岡 ６月13日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

2019年工業統計調査
　製造業に属する全ての事業所を
対象に、全国一斉に工業統計調査
が実施されます。この調査で、日
本の工業の実態を明らかにします。
回答へのご協力をお願いします。
基準日／2019年６月１日㈯
　※５月～６月にかけて、調査員

が訪問します。
製造業に属する事業所
企画政策課　995-1804

わたしの主張裾野市大会
　市内の小・中学校、高校の代表
者が、日常生活の中で考えている
ことを主張の形で発表します。入
場は自由です。気軽にお越しくだ
さい。

６月２日㈰　９時30分～12時
30分
市民文化センター多目的ホール
生涯学習課　994-0145

しずおか市町対抗駅伝
合同強化練習
　しずおか市町対抗駅伝に向けて、
陸上長距離の合同練習会を開催し
ます。申し込みは不要です。直接
会場へお越しください。

５月19日㈰　９時～11時
　６月22日㈯、７月13日㈯、８

月17日㈯、９月15日㈰　17時
～19時
運動公園陸上競技場
市内に住んでいるか通勤・通学
している小学生以上の人、市内
の中学校出身の人　※保護者が
市内に住んでいる小・中学生、
高校生も可
裾野市チームのコーチが、陸上
競技（中・長距離）の指導をし
ます。
10月以降も開催します。
生涯学習課　992-6900
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Information

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!

おしらせ
J-ALERTの全国一斉情報伝達試験
　地震や武力攻撃などの発生時に
備 え 、 全 国 瞬 時 警 報 シ ス テ ム
（J-ALERT）を用いた情報伝達
試験を全国で行います。

５月15日㈬　11時～
広報無線と屋外スピーカーから
チャイム音と試験音声を放送し
ます。
危機管理課　995-1817

蚊とハエ用薬剤の無料配布
　蚊とハエをなくす実践運動とし
て、防疫用薬剤を無料配布します。
配布期間／８月30日㈮まで

生活環境課、各支所
配布薬剤／蚊とハエ用発泡薬剤
　※幼虫の成長を抑

え、成虫にさせな
いための薬剤

配布個数／１世帯２袋まで（１袋
２錠入り）
生活環境課　995-1816

年金相談
　年金事務所の派遣相談員が、諸
届け出の受け付けや手続きの相談
に応じます。

６月27日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
６月13日㈭

国保年金課　995-1813

にこにこキャラバン“西地区の巻”
　民生委員児童委員（主任児童委
員）と楽しいひとときを過ごして
みませんか。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。

５月21日㈫　10時～12時
南児童館
未就園児とその保護者
歌、手遊び、リズム遊び、親子
で工作、主任児童委員を交えた
フリートークなど
民生委員児童委員協議会（土屋）

　997-2031
議会報告会
　住んでいる地区に関わらず、い
ずれの会場でも参加できます。申
し込みは不要です。直接会場へお
越しください。

とき ところ
６月５日㈬
19:00～

富岡地区コミュニ
ティセンター

６月６日㈭
19:00～

須山地区研修セン
ター

６月７日㈮
19:00～

市役所地下多目的
ルーム

６月９日㈰
９:00～

市民文化センター
３階会議室

６月14日㈮
19:00～

東地区コミュニティ
センター

※実施時間は２時間程度
●３月定例会での予算審査の内
容報告●市民の皆さんと意見交
換
議会事務局　995-1839

美化センターへのごみの直接持ち
込み休止
　施設の点検・整備のため、ごみ
の直接持ち込みができません。

５月29日㈬
美化センター　992-3210

すみれ相談
　大切な人を自死で亡くした人の
相談に応じます。秘密は厳守しま
す。

とき ところ

６月５日㈬
県精神保健福祉セ
ンター（静岡市駿
河区有明町）

６月19日㈬
富士健康福祉セン
ター（富士市本市
場）

時間はいずれも13時～16時
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
児童福祉週間「その気持ち　誰か
を笑顔にさせる種」
　児童福祉週間は、子どもや家庭、
子どもの健やかな成長について国
民全体で考える週間です。
　期間中、県内各地で児童福祉週
間関連イベントや啓発事業が実施
されます。詳しくは県ホームペー
ジの「ふじさんっこ☆子育てナ
ビ」をご覧ください。

５月５日㈰～11日㈯　
県健康福祉部こども未来課

　054-221-3546
http://www.fujisancco.pref.
shizuoka.jp

12
2019.5
広報すその



お知らせ

国保高齢受給者証交付会
　６月１日㈯から対象となる人に、
受給者証を交付します。

５月24日㈮
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和24年５月２日～６月１日
に生まれた方
保険証、筆記用具など
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
国保年金課　995-1814

春の農作業安全運動「一人一人の
安全意識の向上で事故防止」
　春は、茶の摘採から工場での荒
茶製造、田植えなどがあり、農業
機械の利用が多い時期です。県内
全域で、春の農作業安全運動が行
われています。平成29年の全国
の農作業中の死亡事故は、前年よ
り８件減少し304件で、内９件が
県内で発生しています。
　農作業事故の多くが、単純ミス
によるものです。十分注意するこ
とで防ぐことができます。基本的
な注意事項を確認し、事故の原因
を一つ一つ取り除き、農作業事故
ゼロを目指しましょう。

５月31日㈮まで
農林振興課　995-1824

教室・講座
普通救命講習会

５月19日㈰　９時～12時
裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の人
30人（先着順）
AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
裾野消防署、茶畑・須山分遣所
に直接お申し込みください。
富士山南東消防本部

　裾野消防署救急係　995-0119

募　集
森林保全ボランティア
　森林を保全するボランティアを
募集します。
作業日／第２日曜日と第３・４・

５金曜日　10時～14時
集合場所／市役所駐車場
活動場所／箱根外輪山西麓

NPO法人里山公文名ファイブ
　支援グループ「木こりの会」

（新井）993-8967

消
費者相談室　　　　消費生活センター 995-1854

Q ブランドのバッグが80％オフで売ってい
るサイトをスマートフォンで見つけたので

注文した。記載されていた個人名義の銀行口座
に代金を振り込んだが、商品が送られて来ない。
電話をかけてもつながらない。返金できないか。

A 「代金を先払いしたが、商品が届かず連絡も取れない」「ブ
ランドバッグを注文したら海外から偽物が届いた」「大手

通販サイトだと思ったら違った」などの詐欺的サイトによる被害が
発生しています。これらの多くは、日本語で書かれた海外のサイト
です。
申し込む前に、信頼できるサイトか次のとおり確認してください。
●極端に値引きされていないか
●住所、会社名、電話番号などがきちんと書かれているか
●個人名義の口座への支払いではないか
●不自然な日本語ではないか
　困ったときは消費生活センターに相談してください。
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Information

人口統計　４月１日現在

人口 51,707人
男性 26,248人　女性25,459人

５月の税金・料金
納付期限：５月31日㈮

軽自動車税	 全期分

５月の水道工事当番店

１日㈬ パイピング横山
☎992-3329

２日㈭ 山崎設備
☎997-6766

３日㈮ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

４日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

５日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

６日㈪ 髙橋設備
☎993-1336

11日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

12日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

18日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

19日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

25日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

26日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

日時　 会場　 対象　 定員　 内容　 演題・テーマ　 講師　 参加費・使用料など　 持ち物
申し込み・申込方法　 申込期限・期間　 その他　 問い合わせ　 FAX　 住所　 Mail　 Web　

募　集
市スポーツ祭婦人バレーボール大
会の参加チーム
　婦人バレーボール大会の参加
チームを募集します。

７月７日㈰　９時30分～
市民体育館、向田小学校
市内に住んでいる20歳以上の
女性　※学生を除く

チーム構成／１チーム15人以内
　※原則として１行政区単位

１チーム2,000円
市民体育館にある申込書に必要
事項を記入し、参加費を添えて
提出してください。
５月23日㈭～６月23日㈰
市スポーツ祭運営委員会

　993-0303
姉妹都市フランクストン市
小・中学生短期派遣参加者
　夏休みに、姉妹都市のオースト
ラリアフランクストン市で学校訪
問やホームステイなどを体験する
小・中学生を募集します。

８月６日㈫～16日㈮
オーストラリアビクトリア州フ
ランクストン市他
市内に住んでいる小学６年生～
中学２年生

小学生４人、中学生６人
フランクストン市観光、学校訪
問、ホームステイ
約14万円　※パスポート発行
手数料や海外旅行保険など個人
の経費は含みません。
参加者は、書類選考と６月２日
㈰13時30分から生涯学習セン
ターで行う面接で決定します。
５月17日㈮

海外友好協会　993-9695
　※受付は㈪㈬㈮の13時～16時

〒410-1118　佐野921-3
2020年成人式実行委員
　2020年１月12日㈰に開催する
成人式の企画や運営をする実行委
員を募集します。

平成11年４月２日～平成13年４
月１日に生まれた人（2020～
2021年に成人式を迎える人）
で、生涯学習センターで開催す
る実行委員会に参加できる人
生涯学習課へ電話かメールでお
申し込みください。メールでは
件名を「裾野市成人式実行委員
申込み」とし、住所・氏名・電
話番号を明記してください。
生涯学習課　994-0145
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp
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