
Information

おしらせ
年金相談
　年金事務所の派遣相談員が、届
け出の受け付けや手続きの相談に
応じます。

８月27日㈭　10時～15時
市役所１階市民相談室
16人程度（先着順）
８月13日㈭

国保年金課　995-1813
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。
●平野設備

富士市中之郷3174-5
TEL0545-81-5032
●ハタラク㈱

静岡市葵区清閑町14-21
TEL054-266-3656

上下水道工務課　995-1834
市民無料相談

７月20日㈪　10時～12時
　※受付▶９時30分～11時40分

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
する相談に司法書士が応じます。

　●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。

　●法律相談▶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

はり・灸・マッサージ助成券
治療所の追加
　次の治療所が新たに加わりまし
た。
●コルポサーノ

桃園121
TEL070-4160-4276

社会福祉課　995-1819
野生鳥獣の密猟は犯罪です
　メジロ・オオルリ・ヤマガラな
どの野鳥の密猟は犯罪です。違反
した場合、１年以下の懲役または
100万円以下の罰金の対象となり
ます。違法に入手した野鳥の飼養
や譲り渡し、譲り受け、販売など
も鳥獣保護管理法違反になり、６
カ月以下の懲役または50万円以
下の罰金の対象となります。
　野鳥は自然の中で観て楽しみま
しょう。

県自然保護課　054-221-3332
マイナンバーの通知カード廃止
　マイナンバー（個人番号）の通
知カードは５月25日㈪で廃止さ
れました。廃止後は、通知カード
の新規発行や再交付、住所・氏名
などの記載事項の変更の手続きが
できません。
廃止後にマイナンバーを証明する
書類／マイナンバーカード、住民

票の写し・住民票記載事項証明
　書（マイナンバー記載のもの）、
　通知カード（記載された氏名・

住所が住民票の内容と同じも
の）　※通知カードは当面の間
有効です。

出生などで初めてマイナンバーが
付与される人／マイナンバーを知
　らせる個人番号通知書が届きま

す。　※マイナンバーを証明す
る書類にはなりません。
市民課　995-1812

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29日㈬
美化センター　992-3210

依存相談
　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。

８月５日㈬　10時～12時
東部総合庁舎東部健康福祉セン
ター福祉課（沼津市高島本町）
８月４日㈫

県精神保健福祉センター
　054-286-9245
県青少年の非行・被害防止
強調月間
　７月は、地域社会全体で青少年
の非行や被害の防止に取り組む県
青少年の非行・被害防止強調月間
です。
強調月間の重点課題／●SNS利

用に係る子どもの性被害などの
防止●有害環境への適切な対応
●薬物乱用対策の推進●不良行
為および初発型非行（犯罪）な
どの防止●再非行（犯罪）の防
止●いじめ・暴力行為などの問
題行動への対応●「地域の青少
年声掛け運動」の推進

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
生涯学習センター

地域の青少年声掛け運動
　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

　新型コロナウイルス感染拡大
状況によって、掲載したイベン
トや講座などを中止・延期する
場合があります。
　詳しくは、市公式ウェブサイ
トをご覧になるか、問い合わせ
先に確認してください。
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第47回すその夏まつりの中止
　新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、８月１日㈯に予定
していた本年度のすその夏まつり
は中止になりました。

（一社）観光協会　992-5005
すみれ相談
　大切な人を自死で亡くされた人
の相談に応じます。秘密は厳守し
ます。

とき ところ

８月５日
㈬

県精神保健福祉セン
ター（静岡市駿河区
有明町）

８月19日
㈬

御殿場健康福祉セン
ター（御殿場市竈

かまど
）

※いずれも13時～16時
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
三世代同居（近居）の住宅新築、
購入、改修費用の助成

新たに市内で三世代同居や近居
（500ｍ以内）を始める中学生
以下の子どもがいる世帯で、引
き続き５年間三世代同居をする
意思のある人　※５年間継続で
きない場合は、補助金の返還が
必要です。

補助率／新築または住宅の購入費
用▶10％（最大100万円）

  リフォーム費用▶10％（最大
50万円）
事業着手前に、申請書に三世代
であることを確認する証明書な
どを添付して、産業振興課に申
請してください。　※申請書は、
市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。
住宅メーカーや施工事業者に制
限はありません。
産業振興課　995-1857

敬老会の中止
　新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、９月12日㈯に市
民文化センターで予定していた本
年度の敬老会は中止になりました。

社会福祉課　995-1819
敬老記念品の贈呈
　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）は、７月下旬までに対象者
へ郵送で贈呈します。

市内に住んでいる本年度77歳
または88歳になる人
社会福祉課　995-1819

東部わかちあいすみれの会
　大切な人を自死で亡くされた遺
族の集いです。

８月15日㈯
　13時30分～15時30分

サンウェルぬまづ（沼津市日の
出町）
匿名や仮名で参加できます。
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
成人歯周疾患検診

７月11日㈯～11月30日㈪
駿東歯科医師会裾野市支部、長
泉町支部、清水町支部に加入し
ている歯科診療所
市内に住んでいる36・38・
40・42・44・46・48・50・
55・60・65・70歳になる人
70歳の人と後期高齢者医療被
保険者証を持つ人▶︎無料

　36・38・40・42・44・46・48・
　50・55・60・65歳の人▶500円
　生活保護を受けている人、市県

民税非課税世帯の人（事前に申
請し、受診票への押印が必要）
▶無料
対象者には通知します。
健康推進課　992-5711

広報すその６月号内容の変更
　広報すその６月号９ページに掲
載した富士山南東消防組合の職員
を募集の内容に変更がありました。
　試験区分・受験資格が高校卒の
一次試験の日にちは10月18日㈰
です。

９月20日㈰→ 10月18日㈰
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。
職業紹介や求職登録、弁護士によ
る養育費などの相談、行政職員に
よる生活相談ができます。

８月４日㈫　９時30分～16時
※１人30分
沼津市民文化センター２階第４
会議室（沼津市御幸町）
母子家庭、父子家庭の人
●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。

ひとり親サポートセンター　
054-254-1191

バス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、転倒など、思わぬ
けがをする場合があります。バ
スから降りる際は、バスが停留
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。満席のため立って利用す
る場合には、つり革や握り棒に
しっかり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
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おしらせ
生活なんでも相談
　生計・家族・離婚・ＤＶ・犯罪
被害・ひきこもりなどの福祉に関
する相談に応じます。相談は窓口
または電話で受け付けます。

㈪～㈮　９時～16時
　※祝日を除く

福祉保健会館２階社会福祉協議
会
社会福祉協議会　995-1137

道路にはみ出した樹木や雑草の伐
採・剪

せんてい
定のお願い

　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
行者の支障になる他、道路の見通
しを悪くしたり、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
が原因で事故が起きた場合、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・剪

せんてい
定してください。

伐採・剪
せんてい

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

自衛官採用制度説明会
７月25日㈯、８月10日㈪・16
日㈰　※いずれも13時～17時
市役所地下会議室A
採用試験の募集項目や資格、試
験日程の説明、待遇などの案内
自衛隊三島募集案内所

　989-9111
国民健康保険証兼高齢受給者証の
郵送
　８月１日㈯から対象となる人に、
高齢受給者証が一体化した保険証
を郵送します。

７月22日㈬
昭和25年７月２日～８月１日
に生まれた人
国保年金課　995-1814

募　集
放送大学
第２学期（10月）入学生
　放送大学は、10代から90代ま
での幅広い世代、約９万人の学生
が、大学を卒業したい、学びを楽
しみたいなど、さまざまな目的で
学んでいます。テレビによる授業
だけでなく、インターネットで好
きなときに受講することもできま
す。

第１回▶８月31日㈪
　第２回▶９月１日㈫～15日㈫

放送大学静岡学習センター
　989-1253

しずおか市町対抗駅伝
合同強化練習会
　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。

７月23日㈭、８月29日㈯
　17時～19時
　９月27日㈰　９時～11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
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

第21回熟年メッセージ大会作品
　熟年世代の人が、これまで培っ
てきた経験・知識を社会に向けた
メッセージとして発信し、次世代
との絆づくりのため、作品を募集
します。

県内に住んでいて、自分を熟年
と思う人か２人～５人のグルー
プ　※年齢制限はありません。

募集テーマ／自由（「次世代に伝え
　たいこと」「私の生きがい」など）

10月20日㈫
公益財団法人しずおか健康長

寿財団　054-253-4221

14
2020.7
広報すその



お知らせ

県営住宅の入居者
　県営住宅の入居者を毎月募集し
ています。
募集発表／毎月10日

毎月10日～18日
県住宅供給公社東部支所

　920-2271
http://www.sjkk.r.jp/

浜松職業能力開発短期大学校（ポ
リテクカレッジ浜松）
秋期（10月）入校生
　電気関係に就職を考えている人
などを対象に、電気技術に必要な
技能と技術を学び、「電気工事士
（第1種・第２種」）、「電気主
任技術者（第３種）」など関連す
る資格取得を目指すカリキュラム
と企業実習による技術習得を加え
た教育訓練で、電気のスペシャリ
ストを育成します。

①８月３日㈪
　②９月11日㈮

おおむね55歳以下の人で、高
等学校を卒業している人（令和
２年９月卒業見込みの人を含
む）か高等学校卒業と同等以上
の学力を有すると認められる人

募集科／電気技術科（日本版デュ
アルシステム）
①７月20日㈪

　②８月12日㈬～９月４日㈮
浜松職業能力開発短期大学校

　053-441-4444

防衛省採用試験
●一般曹候補生

９月18日㈮・20日㈰
プラサヴェルデ（沼津市大手町）
18歳以上33歳未満の人　※32
歳の人は、採用予定月の末日時
点で33歳に達していない人

制度／陸・海・空曹自衛官を養成
●航空学生

９月22日㈫
沼津法務局（沼津市杉崎町）
海上自衛隊▶18歳以上23歳未
満の人

　航空自衛隊▶18歳以上21歳未
満の人

制度／海上・航空自衛隊のパイ
ロットなどを養成
９月10日㈭

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

迷惑電話非着信装置（トビラフォ
ン）の設置希望者
　悪質電話を防止するための機器
の設置希望者を募集します。

次のすべてを満たす世帯
　●市内に住んでいる人●番号表

示サービスを利用できる家庭●
アンケートに協力できる人

設置期間／８月１日㈯～令和３年
３月31日㈬
15世帯（応募者多数の場合は、
高齢者世帯を優先した上で、抽
選）
各区回覧または産業振興課にあ
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。
７月31日㈮

　※定員になり次第終了
産業振興課　995-1857

　消費者相談室 消費生活センター 995-1854

Q 宛先に私の名前と住所が書かれた身に覚えのない荷物がポストに
入っていた。送り主は海外の業者のようだが、どうすればいいか？

A 突然海外から荷物が届いても慌てずに、本当に心あたりのない荷物
なのか確認してください。開封していない場合は、配送業者に受け取

りを拒否できるのか相談しましょう。
　関税法上の問題になる可能性や後日商品の返還を求められる可能性もあ
りますので、海外から届いた商品を受け取ってしまった場合は、安易に返送
することは避け、一定期間保管しておきましょう。代金を請求されても、身に
覚えのない荷物であれば支払う必要はありません。また、クレジットカード
などの利用明細に覚えのない代金請求がないか確認しましょう。
　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

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　

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

７月の税金・料金

受付時間：8時30分〜17時

４日㈯ ㈱富士設備
☎997-1507

５日㈰ 杉山産業
☎992-1131

11日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

12日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

18日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

19日㈰ 髙橋設備
☎993-1336

23日㈭ パイピング横山
☎992-3329

24日㈮ ㈱駿東管工
☎992-5728

25日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

26日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

※工事・修理は有料

７月の水道工事当番店

人口 51,447人
男性 26,176人　女性 25,271人

人口統計　６月１日現在春の叙勲春の叙勲

二見 榮一さん
元市議会議員

　平成14年に市議会議員に初
当選し、４期16年の任期を務
めました。平成25年10月から
平成30年10月まで副議長・議
長を歴任しました。
　裾野警察署開設など社会基盤
の整備や生活環境の充実に尽力
し、市勢伸展に貢献しました。

旭
日
双
光
章

髙
たか

野
の

 清
きよ

子
こ

さん
各種統計調査員

　昭和55年に国勢調査、工業
統計調査の調査員を務めてから、
平成30年までに各種調査の調
査員として83回従事しました。
　他の調査員の模範となる調査
姿勢や正確な調査で、統計調査
に尽力しました。

瑞
宝
単
光
章

室伏 俊郎さん
元市消防本部職員

　昭和48年に市消防本部に採
用され、38年間勤続しました。
　警防、救助、救急、予防と幅
広い業務に従事し、災害被害の
軽減や経験を生かした後進の指
導育成にあたるなど、市民生活
の安全安心に尽力しました。

瑞
宝
単
光
章

鈴木 隆さん
三丸機械工業株式会社代表取締役
　平成９年から大正７年創業の
同社代表取締役を務めています。
　ホモジナイザー（均質機）な
ど独自の技術を確立し、食品や
医薬品などの研究開発、製造用
装置を手掛け、生産技術の向上
や産業の振興に寄与しました。

旭
日
単
光
章
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