Information

おしらせ

事業所・企業が対象の各種統計

責任技術者試験
県下水道協会では、下水道排水

調査のもととなる情報を整備する

認定請求をした月の翌月分から

設備工事責任技術者試験を行いま

ための調査を実施します。調査員

支給事由の消滅した月分まで支給

す。県内で公共下水道に接続する

証を携行した調査員が訪問した際

されます。

排水設備工事を行う工事店は、県

は、調査にご協力をお願いします。

支 給 額（ 月 額 ）／●３歳 未 満▶

下水道協会に登録している下水道

第１期▶６月～７月

15,0 0 0円●３歳～小学生（第

排水設備工事責任技術者の専属が

８月～９月 第３期▶10月～11月

1・2子）▶10,000円（第３子

義務付けられています。

企画政策課

児童手当の支給

第２期▶

995-1804

以降）▶15,0 0 0円●中学生▶

10月16日㈬

富士山世界遺産登録６周年記念

10,000円●所得が制限額を超

静岡商工会議所静岡事務所会館

「富士山資料館入館無料」

えている人の児童▶5,000円

（静岡市葵区黒金町）

※４カ月分がまとめて支給され

20歳以上で学歴に応じた実務

ます。

経験を有する人

富士山世界遺産登録６周年を記
念し、入館料を無料にします。
当日、来館した先着100人に、

支給日／６月、10月、２月の10

７月１日㈪から上下水道工務課

富士山世界文化遺産裾野市民協議

日（土・日曜日、祝日の場合は

で配布する受験願書に必要事項

会が作成したブックカバーをプレ

その直前の平日）

を記入し、提出してください。

ゼントします。

支給方法／指定口座に振込
６月は児童手当の更新手続きの

７月16日㈫～７月31日㈬

６月26日㈬

上下水道工務課

富士山資料館

995-1834

９時～16時30分
998-1325

月です。受給資格者の人には６

駿東支部消防操法大会・

労働保険の概算・確定保険料など

月上旬に現況届をお送りします。

SUSONO消防防災マルシェ

の申告・納付

忘れずに手続きを行ってくださ
い。
子育て支援課

995-1841

引きこもり個別相談
家族の対応を主とした生活相談

駿東支部の各消防団の代表によ

労働保険の概算・確定保険料お

る消防操法競技大会を開催します。

よび石綿健康被害救済法の一般拠

同じ会場では消防防災マルシェも

出金の申告や納付をしてください。

開催します。

最寄りの金融機関または静岡労

30分（消防マルシェは10時～

働局（静岡市葵区追手町）、労

14時）

働基準監督署

東部総合庁舎４階相談室（沼津

トヨタ自動車東日本㈱東富士工

●申告書のみを提出する場合は

市高島本町）

場Ｇ駐車場

７月10日㈬までに静岡労働局

７月４日㈭

10時～14時

東部健康福祉センター福祉課
920-2087

６月23日㈰

６月３日㈪～７月10日㈬
８時30分～13時

を行います。

危機管理課

労働保険徴収課または労働基準

995-1817

監督署へ提出してください。

認知症を語る会
申し込みは不要です。直接会場

依存相談
経験豊富な専門相談員が薬物や

●電子申請による申告・納付も
できます。労働保険料などの納

へお越しください。

付に便利な口座振替納付をご利

アルコール、ギャンブル依存に関

６月14日㈮・７月５日㈮

する相談に応じます。秘密は厳守

時30分～15時

用ください。

します。

市民文化センター31会議室

コールセンター

認知症の人を介護している家族

0120-008-715

東部健康福祉センター（沼津市

など

７月12日㈮まで土・日曜日を

高島本町）

家族介護の会（杉山）

除く９時～17時

090-1984-9977

静岡労働局労働保険徴収課

７月３日㈬

10時～12時

県精神保健福祉センター
054-286-9245
12
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県下水道排水設備工事
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社会福祉協議会

992-5750

13

054-254-6316

※開設期間▶︎

お知らせ

農林振興課

市立水泳場の運営中止
毎年７月１日から９月10日ま

995-1824

７月11日㈭
国保年金課

市民無料相談

995-1813

で開場している市立水泳場は、老

６月20日㈭

朽化など施設の損傷が激しく安全

刻の20分前まで

な使用が難しいため、本年度の運

市役所４階会議室

営を行わないこととなりました。

●資格団体相談（10時～12

文学」をテーマに、古来から人々

何卒ご理解くださいますようお願

時）▶土地、家屋（空き家、マ

が富士山に対して何を感じ、どの

いします。

ンション含む）、相続、各種登

ように表現してきたかに迫ります。

なお、来年度以降の運営につい

記、会社の設立、増資、成年後

初日の13日㈯には、10時30分

ても現在目途が立っていません。

見業務、社会保険労務などに関

と14時から展示解説も行います。

する相談。司法書士、行政書士、

（各30分程度）

生涯学習課

992-6900

※受付▶終了時

富士山資料館特別展「富士山と
万葉集を中心とした文学」
「富士山と万葉集を中心とした

社会保険労務士、宅地建物取引

７月13日㈯～12月１日㈰

婦人会で古着の回収と販売を行

士、土地家屋調査士、建築士、

９時〜16時30分

います。古着は洗濯し、ひもで

マンション管理士が応じます。

大人210円、小・中学生100円

縛ってお持ちください。

●人権相談（10時～12時、13

富士山資料館

【衣料回収のみ】

時～15時）▶子どもの人権、

にこにこキャラバン

13時30分～15時

女性の人権、その他差別待遇な

“北児童館の巻”

生涯学習センター、富一小用務

どの人権問題の相談。人権擁護

員室

委員が応じます。

と楽しいひとときを過ごしてみま

●行政相談（10時〜12時、13

せんか。申し込みは不要です。直

時〜15時）▶行政に対する苦

接会場へお越しください。

婦人会衣料リサイクル回収販売

６月22日㈯

【衣類回収・販売】
６月23日㈰

10時～14時

生涯学習センター
着ることができる衣類

※ビ

ニール製品、濡れている物、布
団類不可
生涯学習課

農薬危害防止運動
６～８月は農薬の使用が増える

６月18日㈫

談。行政相談委員が応じます。

北児童館

戦略広報課

未就園児とその保護者

995-1802

弁護士が各所法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。
７月22日㈪

10時～12時

時期です。農薬を使用するときに

※１組20分以内

は、次のことを守りましょう。

市役所４階401会議室

・ラベルをよく確認し、記載事項

６組（先着順）

を守る
・有効期限の切れた農薬は、使用
しない
・無登録農薬の疑いのある資材を
使用しない
・農薬が周囲に飛散しないよう、
風向きなどに十分注意する
・住宅地などで農薬を使用する時
は、周辺住民に十分配慮する
・農薬は、安全な場所に施錠して
保管する

民生児童委員（主任児童委員）

情・要望・問い合わせなどの相

弁護士による無料法律相談
994-0145

998-1325

７月１日㈪

８時30分～

10時～12時

歌、手遊び、リズム体操、親子
で工作、主任児童委員を交えた
フリートークなど
民生児童委員協議会（土屋）
997-2031
７人制女子ラグビー大会最終戦
７人制女子ラグビー大会「太陽
生命ウィメンズセブンズシリーズ

相談内容によっては、他の相談

2019」の最終戦が開催されます。

で対応する場合があります。

入場料は無料です。ストリートラ

戦略広報課

995-1802

グビー体験やグルメコーナー、マ
ルシェなどの催しもあります。

年金相談
年金事務所の派遣相談員が、諸

６月29日㈯

10時～16時30分、

届け出の受け付けや手続きの相談

６月30日㈰

９時20分～16時

に応じます。

30分

７月25日㈭

10時～13時

市役所１階市民相談室

運動公園
産業振興課

995-1825

14人程度（先着順）
広報すその
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13時30分～14時

大切な方を自死で亡くした人の

世界のこども劇場2019

東部健康福祉センター（沼津市

相談に応じます。秘密は厳守しま

「アナのはじめての冒険」

高島本町）

す。

６月25日㈫

大人も子どもも楽しめます。元

初めての人は電話で予約してく

７月３日㈬

気な女の子「アナ」と一緒に冒険

ださい。

県精神保健福祉センター（静岡

の旅へ出ましょう。

東部健康福祉センター福祉課

市駿河区）

920-2087

県精神保健福祉センター

８月10日㈯

①11時～

②13時30分～

富士学校・富士駐屯地

市民文化センター大ホール

開設65周年記念行事

全席自由

大人1,500円、子ど

も（1歳～中学生）500円、０
歳児無料

入場自由、事前の申し込みは不
要です。
７月７日㈰

13時～ 16時

054-286-9245
Ｊアラート緊急地震速報全国訓練
Ｊアラートを活用した「緊急地
震速報全国訓練」が行われます。

８時30分～14時

６月18日㈫

10時ごろ

30分

自動起動で広報無線の屋外ス

富士駐屯地（小山町須走）

ピーカーや戸別受信機から訓練

大ホールひとりじめ

観閲式、観閲行進、訓練展示、音

放送を流します。

スタインウェイを弾こう

楽演奏、戦車試乗、装 備品展示

気象状況などによっては、訓練

プロと同じ環境で、珠玉のピア

富士学校広報班 0550-75-2311

用の緊急地震速報発表を急きょ

ノ「スタインウェイ」を弾いてみ

防災上重要な道路沿いにある建築

中止することがあります。

ませんか。

物の耐震診断が義務化されました

危機管理課

チケット販売／６月23日㈰～
市民文化センター

993-9300

６月15日㈯、23日㈰、７月14
日㈰

県は、災害時における建築物の
倒壊による道路閉塞を防止するた

９時～21時

995-1817

男性介護者交流会
介護仲間との情報交換、介護に

市民文化センター大ホール

め、昭和56年５月31日以前に着

１区分（25分）1,000円

工された建築物のうち、特に耐震

7月27日㈯

大４区分まで

化を促進することが必要な避難路

30分

市民文化センターウェブサイト

の沿道建築物の所有者に対して耐

福祉保健会館３階研修室

で空き状況の確認・予約ができ

震診断の実施および結果の報告を

男性介護者

ます。

義務付けました。

家族を同伴する人のためのミニ

市民文化センター

※最

993-9300

引きこもり家族交流会
同じ悩みを抱えている引きこも
りの人の家族同士が知り合い、話

対象建築物の所有者には個別に
連絡しますので、ご協力をお願い
します。
まちづくり課

をすることで家族が元気になるた

自宅にいながら手軽にカット !!
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広報すその

2019.6

ついての相談などを行います。
13時30分～15時

デイサービスあり（要相談）
介護家族の会（杉山）
090-1984-9977

995-1856

社会福祉協議会

992-5750

お知らせ

国保高齢受給者証交付会

小学３年生～中学生

内容・講師／①一段上の洗いあが

50人（先着順）

りプロが教える洗濯講座・日本

1,000円

石鹸洗剤工業協会②オリンピッ

６月20日㈭

新聞紙１枚、はさみ、水筒（飲

クの選手村で使う食材（食品の

10時20分～11時30分

み物）、タオル、帽子、昼食

生産方法と栄養価）・森田満樹

福祉保健会館３階研修室

６月３日㈪～７月３日㈬

さん（消費生活コンサルタン

７月１日㈪から対象となる人に、
受給者証を交付します。

昭和24年６月２日～７月１日
に生まれた人

生涯学習センター
992-3800

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

消費生活センター

脳いきいき運動教室
認知症予防のための講話、スト

通知のない人はご連絡ください。

レッチ、筋力アップの体操、脳ト

国保年金課

レ、体力測定などを行います。

995-1814

ト）

臨時無料電話法律相談

７月～12月

※時間はいずれ

女性の権利110番

も13時30分～15時30分

995-1854
産業振興課

995-1857

募

集

夏のわんぱくキャンプ
アウトドア料理、キャンプファ

離婚や育児に関する悩み、金銭

●ゆったりコース▶第２・第４

イヤーなどを通して「人と人とが

問題、雇用、労働環境に関する悩

金曜日（富岡コミセン）、第

ふれあう楽しさ」を感じることが

みなど、女性が生活する上で出会

１・第３木曜日（福祉センター

できる野外体験活動です。

うさまざまな法律問題について、

佐野あじさいホール）

８月３日㈯～４日㈰

幅広く相談に応じます。

●しっかりコース▶第１・第３

富士山こどもの国（富士市桑崎）

水曜日（生涯学習センター）、

市内の小学３～６年生

第１・第３火曜日（東地区コミ

60人（先着順）

県弁護士会事務局

セン）

4,000円

054-252-0008

市内に住んでいる65歳以上の

学校で配布される申込書に必要

人で、全12回を通して教室に

事項を記入し、参加料を添えて

参加できる人

下記期日に生涯学習センター１

６月26日㈬

12時～18時

相談専用電話番号／931-5136

教室・講座

介護保険課

飛び出せ宇宙へ！
コズミックカレッジ2019 in 裾野
ロケットの仕組みや打ち上げ方
法を学び、自分で作ったロケット

995-1821

消費生活講座
生活に役立つ情報をお届けしま
す。

階ロビーに設置される申込窓口
に提出してください。
７月６日㈯・７日㈰の9時30分
～13時

を大空高く打ち上げます。宇宙や

①６月14日㈮②６月22日㈯

わんぱく遊び塾（大西）

科学の不思議を体験する１日です。

13時30分～15時30分

090-3850-7982

７月13日㈯

10時～15時30分

市民文化センター多目的ホール

生涯学習センター学習室１
40人（先着順）
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募

054-221-2235

集

054-254-4032

すこやかキッズ体操無料体験会
動物のまね動作や、走る・跳
びの要素を取り入れ、楽しく身体

掲載写真募集

７月６日㈯

男性 26,244人

ka.lg.jp
令和２年市政カレンダー

市民体育館２階

納付期限：７月１日㈪
市県民税

ている写真をご応募ください。

柔道場

応募方法／市役所３階戦略広報課

20人（先着順）

または各支所、鈴木図書館、富

市民体育館

士山資料館にある応募用紙に必

993-0303

第１期分

水道料金・下水道使用料 第２期分

ふるさとから望む麗峰富士

年少～小学１年生

女性25,419人

６月の税金・料金

市内から撮影した富士山が写っ

10時～11時

５月１日現在

人口 51,663人

kenminnokoe@pref.shizuo

ぶ・投げるなどの基礎的動作に遊
を動かします。

６月の水道工事当番店
１日㈯

鈴木住宅設備
☎993-3901

知事広聴「平太さんと語ろう」

要事項を記入し、作品の裏側に

傍聴者

貼り付けてご応募ください。

２日㈰

㈱植松水道
☎992-4644

※詳細は市公式ウェブサイトを

８日㈯

㈲北住設機器
☎993-1250

９日㈰

㈲杉山設備工業
☎993-3030

川勝平太知事が地域の持つ「場
の力」について皆さんとともに考

ご確認ください。

える知事広聴「平太さんと語ろ

応募締切／９月６日㈮

う」を開催します。裾野市・清水

応募規定／応募作品は応募者本人

町・長泉町で活躍する６人の皆さ

が平成29年１月以降に撮影し

んと意見交換をします。
７月12日㈮
30分

13時30分～15時

15日㈯

㈲富士設備
☎997-1507

た２L版で、一人３点以内とし

16日㈰

工管設
☎993-1603

ます。

22日㈯

㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

応募上の注意／●応募作品の著作

※開場▶13時

県医療健康産業研究開発セン

権は、撮影者に帰属します。た

23日㈰

杉山産業
☎992-1131

ター（ファルマバレーセンター）

だし、市は採用作品を市が自由

３階（長泉町下長窪）

に使用することに同意されたこ

29日㈯

㈲井上設備工業
☎997-4578

電話またはファクス、メールで

ととみなし、ポスター、ウェブ

30日㈰

㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

氏名、住所（市町名）、電話番

サイト、刊行物展示などに使用

号をお知らせください。

する場合があります。●応募作

７月５日㈮

品は返却しません。

県知事戦略局広聴広報課

戦略広報課

日時

会場

対象

申し込み・申込方法

16

人口統計

広報すその

2019.6

定員

内容

申込期限・期間

995-1802

演題・テーマ
その他

講師

問い合わせ

参加費・使用料など
FAX

住所

Mail

持ち物
Web

