
Information

おしらせ
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１日㈫ 須山コミセン

東 10月２日㈬

生涯学習
センター

深良 10月４日㈮

西 10月９日㈬

富岡 10月10日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

事業者は消費税の軽減税率制度へ
の対応が必要
　10月１日㈫から、消費税・地
方消費税の税率が８％から10％
に引き上げられるのと同時に、消
費税の軽減税率制度が実施されま
す。軽減税率制度の実施に伴い、
消費税の税率は、軽減税率（８％）
と標準税率（10％）の複数税率に
なります。事業者の皆さんは早め
の準備をお願いします。

沼津税務署　922-1560
浄化槽パトロール実施
　市は、家庭からの生活雑排水に
よる河川への負荷を軽減するため、
合併浄化槽の整備・普及を進めて
います。
　浄化槽の適切な維持管理がされ
ているか確認するため、浄化槽パ
トロールを行います。身分証明書
を携帯した浄化槽協会会員または、
市長許可清掃業者が住宅を訪問し
ます。在宅である必要はありませ
んが、敷地内に立ち入る場合があ
りますのでご協力をお願いします。

生活環境課　995-1816

ひきこもりに関する相談
　ひきこもりに関する相談に電
話で応じます。

月曜日～金曜日　10時～12時、
13時～15時（祝日・年末年始
を除く）
県ひきこもり支援センター

　054-286-9219　　
依存相談
　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブル依存に関
する相談に応じます。秘密は厳守
します。

10月２日㈬　10時～12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
停電情報を確認するには
　災害や設備事故などで停電が発
生したときは、東京電力パワーグ
リッドのホームページ、または
TEPCO公式スマートフォンアプ
リ「TEPCO速報」で、停電地域
や復旧時間の見込みなどをお知ら
せしています。

東京電力パワーグリッド
　0120-995-007

http：//teideninfo.tepco.co.
jp

9/10は「下水道の日」
　９月10日㈫の「下水道の日」
にちなみ、啓発キャンペーンを実
施します。

９月10日㈫　16時～17時
マックスバリュベルシティ裾野
店
下水道に関する啓発グッズなど
の配布
市内で下水道が使用できる区域
に住んでいる人で下水道への接
続が完了していない人は、早急

に下水道への切り替えをお願い
します。接続工事は各家庭で市
が指定した排水設備指定工事店
に依頼してください。
上下水道経営課　995-1836

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。
●㈱朝倉工業

沼津市大岡2391-34　
TEL963-3888
●㈱水宝

御殿場市川島田600-2　
TEL0550-77-4695

上下水道工務課　995-1834
2019年全国家計構造調査
　全国家計構造調査は、家計の実
態を明らかにすることを目的にす
る調査です。家計における収支や
貯蓄・負債、就業状況、住居に関
する事項などを調査します。調査
員証を携行した調査員が訪問した
際は回答にご協力をお願いします。

佐野・深良の一部地区
10月～11月
企画政策課　995-1804

未婚の児童扶養手当受給者臨時給
付金
　令和元年度臨時・特別の措置と
して、児童扶養手当の受給者で
未婚のひとり親の人に対し、給付
金を支給します。
支給額／17,500円

令和元年度11月分の児童扶養
手当の支給を受ける父または母
の内、令和元年10月31日まで
に婚姻（法律婚）をしたことが
ない人
申請書に必要事項を記入し、戸
籍謄本（抄本）を添えて子育て
支援課に提出してください。
12月２日㈪
子育て支援課　995-1841
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お知らせ

にこにこキャラバン
“深良地区の巻”
　民生児童委員（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。

９月17日㈫　10時～12時
町震地区コミュニティセンター
未就園児とその保護者
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
国保高齢受給者証交付会
　10月１日㈫から対象となる人
に、受給者証を交付します。

９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９月２日～10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

令和元年度
就学児童健康診断

とき ところ

10月３日㈭
東小・深良小・富
岡第一小・富岡第
二小

10月10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
令和２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。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
学校教育課　995-1838

市民無料相談
９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、社会保険労務などの相
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

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。

10月24日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
10月10日㈭

国保年金課　995-1813
児童生徒アイデア展
　市内小・中学校の児童生徒が
作った想像力豊かなアイデア作品
を展示します。

発明くふう部門／９月27日㈮
～10月７日㈪

　自由研究部門／10月９日㈬～
20日㈰　※15日㈫は休館日
生涯学習センター
生涯学習課　994-0145

北駿公立高校合同説明会
　裾野高校、御殿場高校、御殿場
南高校、小山高校の４校が、教育
内容や入試などについて合同説明
会を行います。個別説明会も開催
します。事前申し込みは不要です。

10月４日㈮　18時45分～
市民文化センター３階会議室

中学生、保護者、教育関係者
御殿場高校　0550-82-0111

教室・講座
市民まちづくり講座　まち新聞発
発行編

９月28日㈯　10時～
福祉保健会館
50人（先着順）
「生きる」を支える地域の情報
～ひとりで始めた情報発信　岩
手県大槌新聞～
菊池由貴子さん（大槌新聞社代
表・記者）
市民活動センターへ氏名・住
所・電話番号・メールアドレス
またはファクス番号をお知らせ
ください。
市民活動センター　950-8875
scenter@machitera.jp

認知症予防講演会
「認知症耳より情報」

９月28日㈯
　①②13時15分～14時15分、③

14時45分～16時
生涯学習センター
①認知症疾患医療センター相談
員による相談会　②スクリーン
を用いて行う脳の健康チェック
（ファイブコグ検査）　③認知
症予防講演会（講師／淺野理恵
さん〔わかばやし耳鼻咽喉科ク
リニック医師〕）
①③どなたでも　②65歳～84
歳の市民
①数人　②③各100人
電話で介護保険課にお申し込み
ください。
①②はどちらかの選択となりま
す。
介護保険課　995-1821
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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 !!

教室・講座
あすなろ囲碁教室（後期）
　子どもから大人までみんなで囲
碁を楽しみましょう。初心者の人
も気軽に参加してください。

10月５日～令和２年１月25日
までの毎週土曜日（11月23日、
12月28日を除く）　全15回　
10時～11時30分
東西公民館
市内に住んでいるか通勤してい
る５歳以上の人
25人（先着順）
大人▶︎3,000円

　高校生以下▶︎1,500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。
９月７日㈯～22日㈰　17時
東西公民館　992-6677

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24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
の人

30人
歯科医師による歯・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18日㈮

健康推進課　992-5711
第１回陶芸講座

９月28日㈯・29日㈰　２日間
　９時30分～11時30分

東西公民館
市内に住んでいるか通勤してい
る人で２日間受講できる人
10人（先着順）
食器や小物などを作ります。
受講料400円、材料費3,000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。
９月５日㈭～16日㈪　17時
東西公民館　992-6677

ゲートキーパー養成講座
　身近な人の心の不調を示すサイ
ンに気づき、声を掛けたり話を傾
聴することができる人「ゲート
キーパー」を養成します。

９月26日㈭　13時30分～15時
30分
福祉保健会館３階研修室
市に住民登録がある人
40人
●精神科医師によるうつ・自殺

予防についての講話
　●保健師による声のかけ方や聞

き方のポイントの講話、傾聴の
実践を含めたロールプレイ
寺田誠史さん（てらだ医院院長）
９月13日㈮

健康推進課　992-5711

募　集
市壮年男女混合バレーボール大会
出場チーム

11月３日㈰　９時30分～
市民体育館他
市内に住んでいる次の要件を満
たす人で構成した行政区単位の
チーム

　●男性▶︎35歳以上（昭和60年
４月１日以前生まれ）の人

　●女性▶︎年齢に関わらず社会人
の人（学生は不可）
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。
９月20日㈮～10月20日㈰
10月25日㈮19時から市民体育
館多目的ルームで抽選会、大会
の注意事項を説明します。
市スポーツ祭運営委員会　

　993-0303
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お知らせ

ベネフィ駿東会員拡大キャンペー
ン（～11/30）
　ベネフィ駿東は、裾野市、御殿
場市、長泉町、小山町で働く人に
福利厚生を提供する公益財団法人
です。
　11月30日㈯までは会員拡大
キャンペーン中のため、入会金が
半額になります。

●事業所入会▶︎２市２町の中小
企業、医療機関、自営業の事業
主の人●個人入会▶︎２市2町に
居住し、中小企業に勤務する人
（企業の所在地は２市２町内外
を問いません）
●提携施設サービス▶︎商店や遊
園地など約170施設の利用料金
の割引、補助券の発行●イベン
ト事業▶︎日帰りバスツアーやゴ
ルフ大会などのイベントへの会
員料金での参加●給付事業▶︎慶
弔金支給や人間ドック費用の助
成
入会金▶︎１人につき500円（キャ
ンペーン期間以降は1,000円）

　会費▶︎１人につき月額1,000円
　※入会金の全額、会費の半額以

上が事業主負担です。事業主が
負担した入会金・会費は、税法
上損金または必要経費として処
理できます。
ベネフィ駿東　0550-87-7575

なんすんレディ
　JAなんすんの顔として２年間
各種イベントに参加し、地元農畜
産物をＰＲしてくれる女性を募集
します。
任期／令和２年１月１日㈬～令和

３年12月31日㈮
次の要件を全て満たしている人

　●農業・JA事業に関心があり、
原則として県東部地区に住んで
いるか勤務・通学する平成31
年４月１日現在で18歳以上の
明朗な女性（高校生不可）●普
通自動車免許がある人●髪の色
や身だしなみなどJAの基準に
沿える人●勤務している場合、
勤務先の承諾が得られる人
若干名

待遇／制服や活動報酬のほか、１
年間につき10万円を支給
履歴書に「ＪＡの印象・農業へ
の思い」を併記し、６か月以内
に撮影した全身写真と顔写真を
添付して、JAなんすん総合企
画部企画課へ郵送するか直接提
出してください。
11月１日㈮
紹介者には、採用された場合に
限り３万円の謝礼があります。
ＪＡなんすん総合企画部企画課
なんすんレディ係　931-4977
〒410-0822　沼津市下香貫上
障子415-1

市環境審議会の公募委員
　市では、市環境基本条例に基づ
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、
公募委員を募集します。

市内に住んでいるか通勤してい
る20歳以上の人
若干名
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。
９月３日㈫～27日㈮
応募用紙の内容で選考します。
生活環境課　995-1816

市民ソフトボール大会
参加チーム

10月13日㈰　８時30分～
市総合グラウンド他
市内の１行政区単位の一般男女
のチーム（学生を除く）　※同
じ地区体育委員会内の複数行政
区でチーム編成可
１チーム2,000円
市民体育館にある所定の申込書
に必要事項を記入し、参加費を
添えて提出してください。
９月29日㈰
10月４日㈮19時から市民体育
館多目的ルームで抽選会、大会
の注意事項説明を行います。
市スポーツ祭運営委員会

　993-0303
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人口 51,688人
男性 26,261人　女性 25,427人

納付期限：９月30日㈪
国民健康保険税	 第３期分

介護保険料	 第３期分

後期高齢者医療保険料	 第２期分

１日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

７日㈯ 工管設
☎993-1603

８日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

14日㈯ 髙橋設備
☎993-1336

15日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

16日㈪ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

21日㈯ パイピング横山
☎992-3329

22日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

23日㈪ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

28日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

29日㈰ 杉山産業
☎992-1131

９月の税金・料金

９月の水道工事当番店

人口統計　８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
2020農林業センサス調査員
　農林業などに関する基礎資料の
整備を目的に、５年に１度「農林
業センサス」が全国一斉に実施さ
れます。市内の各調査区を担当す
る調査員を募集します。

税務・警察・選挙・暴力団に直
接関係のない満20歳以上の人

調査員任命期間▶︎令和２年１月７
日㈫～３月６日㈮
企画政策課にある申込書に必要
事項を記入し、提出してくださ
い。申込書は市公式ウェブサイ
トからもダウンロードできます。
９月13日㈮
企画政策課　995-1804

市衛生処理料金審議会委員
　し尿汲み取り料金は３年をめど
に料金の改定を行っています。し
尿汲み取り料金をより適正化する
ため、衛生処理料金審議会委員を
募集します。
任期／諮問事項の審議終了まで

市内に住んでいる人（下水道利
用者を除く）
若干名
９月13日㈮～30日㈪
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。
応募用紙の内容で選考します。
生活環境課　995-1816

小学生チャレンジ広場
図書館謎解きクエスト
　図書館内にある謎解きポイント
を探して謎を解き、全問正解を目
指しましょう。

９月28日㈯　10時～16時
鈴木図書館
市内に住んでいる小学生
筆記用具
鈴木図書館にある申込用紙に必
要事項を記入し提出してくださ
い。当日の参加もできます。
９月７日㈯　９時～
鈴木図書館　992-2342

岡村健康フェスタ参加者
10月26日㈯　13時～15時
岡村記念病院（駿東郡清水町柿
田）
院長講演、心臓リハビリ体験、
管理栄養士が作る健康食試食、
院内ツアーなど
大公開！新しい岡村記念病院　
治し支える医療の実現に向けて
９月10日㈫　10時～
当日参加もできます。

岡村記念病院　973-3221　
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