
Information

おしらせ
美化センターへのごみの持ち込み
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。

７月31日㈬
美化センター　992-3210

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。

７月25日㈭　10時〜13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
７月11日㈭

国保年金課　995-1813
国保高齢受給者証交付会
　８月１日㈭から対象となる人に、
受給者証を交付します。

７月25日㈭
　10時20分〜11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和24年７月２日〜８月１日
に生まれた人
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

バスの車内事故防止キャンペーン
　走行中のバスの車内での事故を
防止するため、車内事故防止キャ
ンペーンを実施しています。

７月31日㈬まで
バス乗車時の注意／●走行中に席

を離れると転倒するなどして、
けがをする場合があります。バ
スから降りる際は、停留所に着
いて、扉が開いてから席を立っ
てください。●やむを得ず急ブ
レーキをかける場合があります。
満席のため、立って乗車する場

合は、つり革や握り棒にしっか
りとつかまってください。
中部運輸局静岡運輸支局

　県バス協会　054-255-9281
鹿やイノシシなどの被害防護柵設
置費用の助成

市農地基本台帳に登録されてい
る土地を耕作する人で、農家資
格のある人

補助金額／設置費用の２分の１で、
上限45,000円
設置前に申請が必要です。詳し
くは、市公式ウェブサイトをご
覧ください。
農林振興課　995-1823

成年後見制度講演会
　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

８月１日㈭　13時30分〜16時
サンウェルぬまづ大会議室（沼
津市日の出町）
80人
成年後見制度に関する講演や専
門職によるシンポジウムなど
静岡家庭裁判所沼津支部、（公
社）成年後見センター・リーガ
ルサポート静岡支部、市民後見
人他
沼津市社会福祉協議会

　922-1500
　社会福祉課　995-1819
スクールコーディネーター
　スクールコーディネーターは、
スクールボランティア推進のため、
学校などのニーズに応じた地域の
人材や施設などの発掘、協力依頼、
調整などを行っています。本年度
のスクールコーディネーターを紹
介します。
東小学校・いずみ幼稚園区▶︎鈴木
健夫さん 向田小学校区▶︎荒木よ
しゑさん 東中学校区▶︎芹澤隆伸

さん 深良小学校・深良幼稚園区
▶︎勝又俊博さん 深良中学校区▶︎
大庭満治さん 須山地区▶︎土屋幸
子さん 西小学校・西幼稚園区▶︎
古地剛さん 南小学校区▶︎三ツ石
純子さん 西中学校区▶︎杉山あつ
子さん 富岡第一小学校・富岡第
一幼稚園区▶︎西川厚さん・横山清
美さん 富岡第二小学校・富岡第
二幼稚園区▶︎武藤末生さん・眞田
鈴代さん 千福が丘小学校区▶︎田
中保夫さん 富岡中学校区▶︎勝又
俊明さん

学校教育課　995-1838
外国人相談

毎週水曜日　９時〜12時
　※祝日、年末年始を除く

市役所１階市民相談室
スペイン語やポルトガル語で、
日本での生活に関する相談など
を受け付けています。
シビックプライド推進室

　995-1803

春の褒章
黄
綬
褒
章

中川 精二さん
㈱中川商店取締役会長

　昭和38年に中川米店の２
代目として店を継ぎ、米や燃
料以外にLPガスや住宅設備
機器の販売を始めました。ま
た、県LPガス協会副会長や
県プロパンガス商工組合理事
長を務め、事業者への保安教
育や市内のガス放出防止器な
どの普及に尽力しました。
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Information

おしらせ
市指定給水装置工事
事業者の指定
　次の業者を新たに指定しました。
●株式会社N.I.C

広島市中区舟入幸町21-23 １F
TEL082-275-5227

上下水道工務課　995-1834
ハンセン病企画展
　ハンセン病に関する啓発パネル
や回復者の写真作品などを展示し
ます。

７月４日㈭〜18日㈭
市役所市民ホール
生きた証を知ってほしい「『する
が』〜富士のすそ野に生きて〜」
動物介在活動ぷらす代表

　伊東郁乃　080-5154-5109
　社会福祉課　995-1819
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。

７月16日㈫　10時〜12時
須山研修センター
未就園児とその保護者
歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、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
温水プール利用助成券
自由遊泳時間の変更
　スソノスイミングスクールの温
水プールで、半額を助成する利用
券の利用できる自由遊泳時間が増
えました。
　これまで一般利用できるのは日
曜日の10時〜17時のみでしたが、
平日もコースの一部が利用できる

ようになりました。曜日によって
利用できる時間帯、コース数が異
なりますので、詳しくはお問い合
わせください。

９月30日㈪
利用助成券の発行は市民体育館
で行っています。三島市民温水
プールおよび清水町温水プール
の利用については変更ありません。
スソノスイミングスクール（利
用時間について）　993-4200

　生涯学習課（利用券について）
　992-6900
学校開放調整会議
　９月から10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

深良 ８月２日㈮ 生涯学習セン
ター

須山 ８月６日㈫ 須山コミセン
東 ８月７日㈬

生涯学習セン
ター富岡 ８月８日㈭

西 ８月14日㈬

時間はいずれも19時〜
生涯学習課　992-6900

勤労者利子補給制度
勤労者住宅建設資金利子補給制度

市内に自らが居住する住宅の新
築や増改築、土地や中古住宅を
購入する勤労者

利子補給対象限度額／１人1,000
万円

補給期間／最長10年
利子補給率／0.5％
勤労者教育資金利子補給制度

市内に住んでいる勤労者で、本
人またはその子どもの高校・大
学などの教育費用を借り入れた
い人

利子補給対象限度額／１人300万
円

補給期間／最長5年（在学期間中
の据え置き可能）

利子補給率／1.0％
※利子補給率は、令和2年3月31日

までに貸し付けを受ける場合の
率です。
予算がなくなり次第、受け付けを
終了します。
労働金庫裾野支店　993-8111

　産業振興課　995-1857
市民水泳大会の中止
　市立水泳場の本年度の運営中止
に伴い、８月３日㈯に予定してい
た市民水泳大会は中止になりまし
た。

生涯学習課　992-6900
後期高齢者医療制度の保険証
８月１日㈭更新
　後期高齢者医療制度は、75歳
以上の人などが加入する制度です。
保険証は１年ごとの更新で、８月
１日㈭から新しい保険証になりま
す。
　新しい保険証の色はオレンジ色
です。７月末までに市から対象者
に郵送します。有効期限を過ぎた
緑色の保険証は、自身で確実に処
分するか、市役所または近くの支
所に返却してください。

国保年金課　995-1813
敬老記念品の贈呈対象の変更
　敬老記念品（ヘルシーパーク裾
野利用券・裾野サービスカード商
品券）の贈呈対象を変更します。
対象者には、敬老会のお知らせに
敬老記念品を同封し、7月中旬か
ら下旬までに郵送します。
変更前▶︎市内に住んでいる71歳以

上の人
変更後▶︎市内に住んでいる本年度

77歳および88歳になる人
社会福祉課　995-1819
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お知らせ

夏休み、いろんな体験に出かけよう！
～市立小・中学校の夏休みは7/24 ㈬から～

夏休み手話教室
　どなたでも参加できます。親子
での参加も大歓迎です。

７月13日㈯・14日㈰
　10時〜12時

福祉保健会館３階研修室
30人
指文字やあいさつ、自己紹介、
手話の歌、手話ゲームなど
７月10日㈬

社会福祉協議会
　992-5750

993-5909

富士山資料館
夏休みクイズラリー
　館内クイズラリーを行います。
参加を希望する人は、受付に声を
掛けてください。

７月20日㈯〜９月１日㈰
期間中の休館日／７月22日㈪・

29日㈪、８月５日㈪・13日
㈫・19日㈪・26日㈪

開館時間／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　※８月21日㈬は、県
民の日のため無料です。
参加者には、富士山資料館オリ
ジナル缶バッジをプレゼントし
ます。
富士山資料館　998-1325

夏休み将棋教室
７月25日㈭・30日㈫・31日
㈬・８月21日㈬・22日㈭

　10時〜11時30分
東西公民館会議室
市内に住んでいるか、通勤・通
学している人で、全５回の受講
が可能な人
20人（先着順）
小学生〜高校生500円、大学生
以上1,000円
東西公民館にある申込用紙必要
事項を記入し、受講料を添えて
お申込みください。
７月７日㈰
東西公民館　992-6677

富士山資料館
夏の野草観察会
　富士山資料館周辺で見られる夏
の野草を観察します。申し込みは
不要です。直接会場へお越しくだ
さい。

７月28日㈰
　９時30分〜12時 

富士山資料館周辺
小学４年生以上の人
大森紀行さん 
飲み物、カメラなど
300円
第２駐車場をご利用ください。
富士山資料館　998-1325

なつやすみ
こども１日図書館員
　図書館内と図書館の仕事の見学、
本の貸し出しなどの体験をします。

①８月１日㈭▶︎午前の部：９時
30分〜11時30分、午後の部：
14時〜16時

　②８月７日㈬▶︎午前の部：９時
30分〜11時30分、午後の部：
14時〜16時
鈴木図書館
市内に住んでいる小学生
各部12人
筆記用具、水筒
鈴木図書館２階展示室で受け付
け時に配布する申込書に必要事
項を記入し、提出してください。
７月６日㈯　９時〜
鈴木図書館　992-2342

夏休み子ども体験講座
８月７日㈬　14時〜16時
東西公民館会議室
市内に住んでいる小学生
20人
プリズムや偏光板、回転格子な
どを用いた実験や偏光板を用い
た工作を行います。
600円
東西公民館にある申込用紙に必
要事項を記入し、受講料を添え
てお申し込みください。
７月20日㈯〜28日㈰
東西公民館　992-6677
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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
自衛官採用制度説明会

７月26日㈮・８月11日㈰・12
日㈪　９時〜12時
市役所地下会議室A
募集項目や資格、試験日程、待
遇などの説明
自衛隊三島募集案内所

　989-9111
特殊詐欺や個人情報の搾取への注意
　本年度、低所得者や子育て世代
に対し、プレミアム付商品券事業
の実施が予定されています。自宅
や職場などに市や国の関係者をか
たる電話などがあった場合は、市
または警察署にご連絡ください。
市や国がATMの操作や手数料の
振り込みをお願いすることは絶対
にありません。

社会福祉課　995-1819
県下水道排水設備工事
責任技術者試験

10月16日㈬
静岡商工会議所静岡事務所会館
（静岡市葵区黒金町）
20歳以上で学歴に応じた実務
経験を有する人
７月１日㈪から上下水道工務課
で配布する受験願書に必要事項
を記入し、提出してください。
７月16日㈫〜31日㈬
上下水道工務課　995-1834

県青少年の非行・被害防止強調月間
　７月は、県青少年の非行・被害
防止強調月間です。市では、街頭
啓発活動や県内一斉夏季少年補導
などを行います。
市青少年補導センター
　悩みを抱える青少年やその家族
の相談を受け付けています。

㈫〜㈭　9時〜16時
生涯学習課内

「地域の青少年声掛け運動」の実施
　県教育委員会では、声掛け運動
を展開しています。参加者には実
行章（バッジ）をお渡しします。

生涯学習課　994-0145
市民無料相談

７月22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。

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

　●弁護士相談▶︎各種法律の相談。
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

公共施設の敷地内全面禁煙
　健康増進法の改正で、受動喫煙
で健康を損なうことのないように

するため、以下の施設は駐車場を
含む全ての敷地内が全面禁煙とな
ります。

市役所本庁舎、支所、水道庁舎、
福祉保健会館、生涯学習セン
ター、鈴木図書館・東西公民館、
区画整理事務所、給食センター、
中央公園、幼稚園、保育園、小
学校、中学校、放課後児童室、
児童館、消防団詰所、シルバー
人材センター、福祉センター佐
野、福祉センター石脇、いずみ
荘、すやまホーム
行政課　995-1807

募　集
長泉町・裾野市合同就職面接会
　合同就職面接会への出展企業を
募集します。

９月12日㈭　13時30分〜15時
30分
市民文化センター多目的ホール
市内または長泉町に本社か支社
がある企業（ハローワークへ求
人登録をしている企業）
約40社
産業振興課またはハローワーク
沼津にある申込書に必要事項を
記入し、提出してください。
８月23日㈮
産業振興課　995-1857

　ハローワーク沼津事業所部門
　931-0146
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お知らせ

県の男女共同参画会議委員
　県の男女共同参画の推進に関す
る施策や、重要事項を調査・審議
する役割を担う委員を募集します。

県内に住んでいる20歳以上の
人
３人程度

任期／12月１日㈰から２年間
７月31日㈬
書類、面接による選考がありま
す。

県男女共同参画課
　054-221-3122
住友理工 夢・街・人づくり助成金
in裾野・御殿場・長泉
　公益的な地域課題の解決を図る
ため、社会貢献活動を応援する地
域密着型の助成金です。
対象事業／裾野市、御殿場市、長

泉町で行われる活動で、応募団
体が主催する事業で、ダイバー
シティ・青少年の育成・まちづ
くり・市民活動・自然環境との
共生に関する事業

対象団体／営利を目的とせず、公
益的、社会的な活動を持続的に
行う（行おうとする）市・町民
の人が活動する団体で、３人以
上の構成員で組織されているな
ど、募集要項の要件にいずれに
も該当する団体　※法人格の有
無は問いません。

事業実施期間／助成決定日（11

月９日予定）〜令和２年10月
31日

助成金額／●夢づくりスタート部
門▶︎５万円（４団体）●街・人
づくり部門▶︎10万円（２団体）
７月13日㈯〜８月10日㈯
市民活動センターにある申込書
に必要事項を記入し、提出して
ください。
市民活動センター　950-8875

防衛省採用試験
●一般曹候補生

９月20日㈮・22日㈰
18歳以上33歳未満の人

制度／陸・海・空曹自衛官を養成
●航空学生

９月16日㈪
海上自衛隊▶︎18際以上23歳未
満の高卒の人

　航空自衛隊▶︎18歳以上21歳未
満の高卒の人

制度／海上・航空自衛隊のパイ
ロットなどを養成
プラサヴェルデ（沼津市大手町）
９月６日㈮

自衛隊三島募集案内所
　989-9111
しずおか市町対抗駅伝
選手選考記録会

７月６日㈯、８月12日㈪、９
月１日㈰　19時〜

　※集合は17時40分
運動公園陸上競技場

市内に住んでいる小学生以上の
人や市内に通勤している人

種目／小学男女1,500m、中学男
子・中学･高校女子3,000m、
一般女子4,000m、高校･一般
男子5,000m
生涯学習センターまたは市民体
育館、運動公園にある申込用紙
に必要事項を記入し、提出して
ください。
生涯学習課　992-6900

ひとり親家庭のための
出張個別相談会
　生活・就業・法律の相談会です。
弁護士が親権や養育費などの相談
に応じます。職業紹介や求職登録
ができます。

①８月15日㈭②８月16日㈮
　※いずれも９時30分〜16時

①小山町役場別棟会議室A（小
山町藤曲）②清水町役場３階大
会議室（清水町堂庭）
母子家庭・父子家庭の人、離婚
を考えている人
●当日も受け付けますが、予約
した人を優先します。●託児
（無料）を希望する人は、事前
にお申し込みください。

母子家庭等就業・自立支援セ
ンター　054-254-1191
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Information

人口 51,700人
男性 26,258人　女性25,442人

納付期限：７月31日㈬
固定資産税都市計画税	 第２期分

国民健康保険税	 第１期分

介護保険料	 第１期分

６日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

７日㈰ 髙橋設備
☎993-1336

13日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

14日㈰ パイピング横山
☎992-3329

15日㈪ ㈱中川商店
☎993-1555

20日㈯ ㈱駿東管工
☎992-5728

21日㈰ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

27日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

28日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

７月の税金・料金

７月の水道工事当番店

人口統計　６月１日現在

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
迷惑電話非着信装置の設置
　悪質電話を防止するための機器
の設置を希望する人を募集します。
設置期間／８月１日㈮〜令和２年

３月31日㈫
次の全てを満たす人

　①市に住民登録がある人
　②番号表示サービスを利用して

いる家庭
　③アンケート協力できる人

23世帯（応募者多数の場合は
高齢者世帯を優先）
産業振興課または市内の金融機
関にある申込用紙に、必要事項
を記入し㈱TOKAIケーブル
ネットワークへ提出してくださ
い。　※申込用紙は各区の回覧
で配布しました。
７月31日㈬
産業振興課　995-1857

市民文芸誌『文芸すその』
掲載作品
応募部門／特集「わがまち」・「富

士山とわたし」、小説、童話、随
筆、手記、紀行文、詩、短歌、
短歌、俳句、連句、その他
文芸を生業としない人で、市内
に住んでいるか通勤している人、

市内に住んだことがある人
　※高校生以下は応募不可
応募上の注意／●各部門とも１人

１篇（詩は１人２篇以内、短歌
は５首以内、俳句は５句以内）、
２部門まで応募できます。●筆
記用具は、ボールペンまたはペ
ンを使用してください。●現代
かな使いと常用漢字の使用を基
本とし、楷書で分かりやすく書
いてください。●氏名（ペン
ネームの場合は実名を併記）・
住所・電話番号・勤務先（通学
先）を作品の終わりに明記して
ください。●応募する部門ごと
封筒に入れ、封筒に「文芸すそ
の」と「部門」を朱書きしてく
ださい。●応募作品は返却しま
せん。

応募方法／生涯学習センターにあ
る所定の原稿用紙に記入し、直
接または郵送で提出してくださ
い。パソコンで所定の規格にし
て作成しても構いません。
７月31日㈬

生涯学習課　994-0145
〒410-1123　深良435

　生涯学習センター内「文芸すそ
の係」
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