
Information

おしらせ
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。

９月26日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
９月12日㈭

国保年金課　995-1813
コミュニティ助成事業
　㈶自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業として、宝
くじの受託事業収入を財源に、住
民が行うコミュニティ活動を促進
するためのコミュニティ助成事業
を実施しています。
　和泉区ではこの助成事業の助成
金を活用し、区内で行われる行事
や活動に対応できる環境を整え、
効率かつ円滑な区運営につなげる
ため、椅子やテーブル、プロジェ
クター、スクリーンなどの備品を
整備しました。　
　コミュニティ助成事業によるコ
ミュニティ
活動の促進
を考えてい
る区は、市
民課地区振
興係にご相
談ください。

市民課地区振興係　995-1874

愛の献血活動
　商工会青年部では、献血活動を
行います。ご協力をお願いします。

８月21日㈬　９時30分～11時
30分、12時30分～16時
市役所駐車場
沼津血液センター　924-6611

市民無料相談
８月20日㈫　※受付▶︎終了時
刻の20分前まで
市役所４階会議室
●資格団体相談（10時～12時）
▶︎土地、家屋（マンション・空き
家含む）、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。
司法書士、行政書士、社会保険
労務士、宅地建物取引士、土地
家屋調査士、建築士、マンショ
ン管理士が応じます。

　●人権相談（10時～12時、13
時～15時）▶︎子どもの人権、
女性の人権、その他差別待遇な
どの人権問題の相談。人権擁護
委員が応じます。

　●行政相談（10時～12時、13
時～15時）▶︎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。
戦略広報課　995-1802

弁護士による法律相談
　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

９月20日㈮　10時～12時
　※１組20分以内

市役所４階401会議室
６組（先着順）
９月２日㈪　８時30分～
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合があります。

戦略広報課　995-1802

SUSONOエコマルシェ
　環境の「エコ」とフランス語で
市場を意味する「マルシェ」を組
み合わせたイベントです。

８月22日㈭　10時～14時
市民文化センター多目的ホール
古 着 シ ョ ッ プ 、 体 験 ワ ー ク
ショップ、リメイクブースなど
生活環境課　995-1816

　商工会　992-0057
国保高齢受給者証交付会
　９月１日㈰から対象となる人に、
受給者証を交付します。

８月22日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和24年８月２日～９月１日
に生まれた人
保険証、筆記用具
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

市民後見人養成講座事前説明会
　市民後見人を養成する講座を
10月から全９回開催します。受
講を希望する人は、この説明会に
必ず参加してください。

８月30日㈮　10時～11時30分、
　９月４日㈬　13時30分～15時
　※参加はいずれか１日

サンウェルぬまづ２階大会議室
（沼津市日の出町）
裾野市内に住んでいて令和元年
10月１日現在で25歳以上の人
各40人（先着順）
８月９日㈮　９時～

沼津市社会福祉協議会
　922-1500
　社会福祉課　995-1819

http://numazu-syakyo.jp
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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
水道メーターの定期交換
　水道メーターの定期交換作業を
行います。対象の水道メーター使
用者には事前にはがきを送付しま
した。市から委託された水道業者
が無料で交換に伺いますのでご協
力をお願いします。

８月20日㈫～９月３日㈫
計量法に定められた検定期間８
年が終了する家庭や事業所など
に取り付けられた水道メーター
上下水道工務課　995-1834

森の力再生事業の活用
　県では１人あたり年間400円の
森
も り

林づくり県民税」を活用し、間
伐が遅れた人工林の手入れを行う
森の力再生事業を行っています。
活用を希望する人は、県東部農林
事務所へお問い合わせください。

おおむね35°以上の急傾斜地
で、手入れがされていない林内
が暗い森林など
林内の下草を生やすため、間伐
率35～40%の強度の間伐を行
います。
東部農林事務所森林整備課

　920-2170
920-2167
tounou-shinrin@pref.shizuo
ka.lg.jp

夏のレジャーでの事故防止
夏山登山／富士山などを登山する

場合は、服装や持ち物などを
しっかり準備し、万全な体調で
登りましょう。

川遊び／雨が降った後の川は、水
量が増えて危険です。十分注意
してください。
裾野警察署　995-0110

依存相談
　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブルなどの依
存症に関する相談に応じます。秘
密は厳守します。

９月４日㈬　10時～12時
東部健康福祉センター福祉課
（沼津市高島本町）
９月３日㈫

県精神保健福祉センター
　054-286-9245
子どもの人権110番
　いじめや体罰、虐待などの悩み
相談に応じます。家族からの相談
も受け付けています。気軽に電話
してください。

８月29日㈭～９月４日㈬
受付時間／平日８時30分～19時
　土・日曜日10時～17時
相談電話番号／0120-007-110

（通話料無料）
静岡地方法務局人権擁護課

　054-254-3555

し尿・浄化槽汚泥の収集の休業
　し尿のくみ取り、浄化槽の清掃、
汚泥の収集業が休業するため、し
尿・浄化槽汚泥の収集などができ
ません。

８月10日㈯～15日㈭　
各地区の清掃業者
　●西・東・深良地区▶︎山水総業

電話992-1561
　●富岡・須山地区▶︎富士クリー

ンサービス　電話997-6100
生活環境課　995-1816

道路にはみ出した樹木や雑草は
伐採・せん定を
　個人の所有する土地から道路に
はみ出している樹木や雑草は、通
行者の支障になったり、道路の見
通しを悪くし、カーブミラーや標
識を見えにくくしたりします。樹
木や雑草を避けて通行したことが
原因で事故が起こった場合、樹木
や雑草が生えている土地の所有者
が責任を問われることがあります。
　個人の土地に生えている樹木や
雑草は、市で伐採することができ
ません。安全確保のため、道路に
はみ出している樹木や雑草は、速
やかに伐採・せん定してください。

伐採・せん定した樹木や雑草は、
市のごみ出しルールに従い、ご
みステーションや美化センター
に出してください。
建設管理課　995-1855
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お知らせ

「県民の日」富士山資料館入館料
無料
　８月21日は県民の日です。こ
の日を記念して、富士山資料館の
入館料を無料にします。

８月21日㈬　９時～16時30分
富士山資料館
小・中学生が対象の夏休みクイ
ズラリーを開催しています。参
加者には、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

フードドライブ（食品寄付活動）
に協力を
　家庭や職場などで余っている品
質に問題ない食品を集め、県内で
食べるものがなくて困っている人
へ寄付します。ご協力をお願いし
ます。

８月30日㈮まで
　８時30分～17時15分
　※土・日曜日、祝日を除く

生鮮食品、酒類（アルコールの
入った飲料、食品）、保存水以
外の未開封の食品で、賞味期限
が２カ月以上先のもの

寄付の方法／社会福祉課、社会福
祉協議会に設置するボックスに
入れてください。
おかずになる保存食品（缶詰、
びん詰めなど）やレトルト食品
などが喜ばれます。
社会福祉課　995-1819

児童扶養手当の支給
　８月９日㈮は児童扶養手当の支
給日です。児童扶養手当は、18
歳になる日以後の最初の３月31
日までの児童がいる母子・父子家
庭で、認定請求書を提出し、認定
された人に支給されます。
支給月／４月、８月、11月、１

月、３月　※本年11月から奇
数月年６回払いになります。

更新手続き／８月は児童扶養手当
の更新手続きの月です。受給資
格者には８月上旬に通知します
ので、手続きしてください。
●支給日に前月までの月分を支
給します。●必要な届け出をし
ていない場合、支給が保留され
ることがあります。
子育て支援課　995-1841

長泉町裾野市合同就職面接会
　市内企業と求職者などをマッチ
ングするため、約40事業所が参
加する合同面接会を開催します。
企業ごとにブースを設け、個別に
面接します。

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
ハローワークに求職登録してい
る人　※登録は、ベルシティ裾
野店内ハローワークプラザ裾野
で行うか、面接会後に行うこと
もできます。

参加事業所／就職場所が裾野市ま
たは長泉町の約40事業所
産業振興課やハローワーク各所
で配布している案内チラシの受
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。
産業振興課　995-1857

　ハローワーク沼津　918-3711

教室・講座
運動スポーツを習慣化する講座
　普段スポーツをあまりしない人
や運動が苦手な人でも自然とス
ポーツをする習慣が身に付く講座
を開催します。主に年配の人を対
象とした内容ですが、どなたでも
参加できます。

９月３日～11月26日の火曜日
の午後　全12回
市民体育館または運動公園
主に65歳以上の人
40 人
筋力向上、ノルディックウォー
キング、ブローライフルなど
市民体育館または生涯学習課に
ある申込用紙に必要事項を記入
し、市民体育館に直接または郵
送、ファクスで提出してください。
８月25日㈰
生涯学習課　992-6900

　市民体育館　993-0303
993-8543　 稲荷24
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Information

人口 51,621人
男性 26,216人　女性 25,405人

納付期限：９月２日㈪
市県民税	 第２期分

国民健康保険税	 第２期分

介護保険料	 第２期分

水道料金 ･下水道使用料	第３期分

後期高齢者医療保険料	 第１期分

３日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

４日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

10日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

11日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

12日㈪ 鈴木住宅設備
☎993-3901

17日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

18日㈰ 山崎設備
☎997-6766

24日㈯ ㈱植松水道
☎992-4644

25日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

31日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

８月の税金・料金

８月の水道工事当番店

人口統計　７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　

教室・講座
初心者のための体操教室

９月６日㈮～12月20日㈮の内
８日間　14時～15時30分

　※１回目は13時45分～、５回
目は９時30分～13時
福祉保健会館１階健康ホール
市に住民登録のある20歳以上
の人で、過去に健康推進課主催
の運動教室に参加したことがな
い初心者や生活習慣の改善に関
心があり、全８回を通して参加
できる人
20人（先着順）
全身のストレッチや腰痛・肩こ
りを予防する体操、ボールを
使った筋力トレーニングなどを
行います。歯科衛生士によるブ
ラッシング指導や栄養士による
食事の話、ヘルシーランチの試
食も実施します。
400円　※５回目に徴収
運動できる服装、タオル、飲み
物、室内用運動靴
３人１組（２人以下も可）で健
康推進課へお申し込みください。
８月30日㈮
健康推進課　992-5711

富士山須山口登山道を歩く
　富士山の世界文化遺産構成資産
となっている須山浅間神社と須山
口登山道について、現地を訪れて
歴史を学びます。

９月14日㈯　６時30分～17時
30分　※少雨決行、荒天中止
富士山周辺
小学５年生以上で10km以上歩
ける人
40人（先着順）
富士宮口五合目から、宝永火口
第二火口縁、須山口登山道（幕
岩上～須山御胎内）を経由して
水ケ塚公園まで歩きます。富士
山裾野ガイド協会会員が、学習
用テキストを使って解説などを
行います。
2,000円（当日徴収）
弁当、飲み物、防寒着、雨具、
レジャーシート、簡易トイレ、
手袋など
生涯学習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。　※ファクス可
９月10日㈫
生涯学習課（富士山世界文化遺
産裾野市民協議会事務局）

　994-0145
992-4047
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