
Information

おしらせ
富岡地区夏祭り大会の中止
　本年度の富岡地区夏祭り大会は、
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止します。

富岡地区区長会事務局（富岡支
所）　995-1210

特別定額給付金の申請を忘れずに
（8/28㈮締切り）
　特別定額給付金の申請の締め切
りは、８月28日㈮です。申請を
済ませていない人はお早めに申請
してください。期限までに申請を
していない場合は給付ができませ
んのでご注意ください。

令和２年４月27日において、
裾野市の住民基本台帳に記録さ
れている人

給付額／１人につき10万円
８月28日㈮　※当日消印有効
みらい政策課　995-1804

児童扶養手当の現況届
　児童扶養手当は、18歳になる
日以降の最初の３月31日までの
児童がいるひとり親家庭で、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／奇数月の11日　※土・

日曜日、祝日の場合はその直前
の平日

更新手続き／８月は児童扶養手当
の更新手続きの月です。８月上
旬に受給資格者に通知しますの
で、手続きをしてください。
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
ない場合や疑義が生じた場合に
は、支給が保留されることもあ
ります。
子育て支援課　995-1841

ヘルシーパーク裾野回数券の指定
期間の延長
　令和２年３月末までに発行した
ヘルシーパーク裾野回数券は、回
数券記載の額で利用できる期間を
12月30日㈬まで延長します。

健康推進課　992-5711
敬老記念品（ヘルシーパーク裾野
利用券）の有効期限延長
　令和元年度に77歳と88歳の人
に贈呈したヘルシーパーク裾野利
用券は、ヘルシーパーク裾野のみ
利用できる期間を12月30日㈬ま
で延長します。ヘルシーパーク裾
野以外の施設での利用は8月31日
㈪までとなりますので、ご注意く
ださい。

社会福祉課　995-1819
狂犬病予防注射の接種期間延長
　新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、毎年４～６月
に接種が義務付けられている狂犬
病予防注射の接種期間を延長しま
す。
　これから注射を受けさせる人は、
再度の感染拡大を防止するため、
動物病院が混雑する時期を避けて
12月31日㈭までに受けさせてく
ださい。

生活環境課　995-1816
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。
休業期間／８月８日㈯～13日㈭
各地区の清掃業者
●西・東・深良地区▶山水総業　

TEL992-1561
●富岡・須山地区▶富士クリーン

サービス　TEL997-6100
生活環境課　995-1816

８月15日に黙とうを
　８月15日㈯は、戦没者を追悼
し平和を祈念する日です。全国戦
没者追悼式に合わせ、正午に1分
間サイレンを鳴らします。先の大
戦で亡くなられた人々を追悼し平
和を祈念するため、サイレンに合
わせて黙とうを捧げてください。

社会福祉課　995-1819
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23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１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
市民無料相談

８月20日㈭　※受付▶９時30
分～終了時刻の20分前
市役所４階会議室
●資格団体相談（10時～12時）
▶土地、家屋（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に、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に人権擁護
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・問合せなどの相談に
行政相談員が応じます。
戦略広報課　995-1802
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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24日㈭　10時～15時
市役所１階市民相談室
16人程度（先着順）
９月10日㈭

国保年金課　995-1813
暮らしのガイドブック2020保存
版の配布
　裾野市暮らしのガイドブック
2020保存版を発行しました。８
月 3 1 日 ㈪
までの間に、
地区ごとに
業者が各世
帯 に ポ ス
ティングで
配布します
ので、ご利
用ください。

●ガイドブックは無料です。●
ポストが見当たらない家の場合
は、手渡しすることがあります。
●郵便物以外投函厳禁などの強
い表示がされている家には配布
しません。必要な人は連絡をし
てください。
戦略広報課　995-1802

裾野市開発行為等の手引きの改正
　裾野市開発行為等の手引きを改
正しました。詳細は市公式ウェブ
サイトをご覧ください。

まちづくり課　995-1828
Ｊアラート全国一斉情報伝達試験
　地震や武力攻撃などの発生時に
備え、全国瞬時警報システム（J
アラート）を用いた情報伝達試験
が全国で行われます。

８月５日㈬　11時ごろ
広報無線の戸別受信機と屋外ス
ピーカーから、チャイム音と試
験音声が流れます。
気象状況などで、試験放送を急
きょ中止することがあります。
危機管理課　995-1817

浄化槽パトロール
　市では、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、下水道と合併浄化槽の整備・
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
化槽協会会員の施工業者や市長許
可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
内に立ち入る場合もありますので、
ご協力をお願いします。

令和３年２月ごろまで
生活環境課　995-1816

令和２年度成人歯周疾患検診受診
票の訂正とお詫び
　６月末に成人歯周疾患検診の対
象者に発送した受診票のうち、問
い合わせ先の健康推進課の電話番
号に誤りがありました。訂正しお
詫びします。
誤（訂正前）／電話055-922-5711
正（訂正後）／電話055-992-5711

健康推進課　992-5711
フードドライブ（食品寄付運動）
にご協力を
　家庭などで余っている品質に問
題のない商品を集め、県内で食べ
るものがなく困っている人々へ寄
付します。ご協力をお願いします。
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。

受付期間／８月31日㈪まで
　※土・日曜日、祝日を除く
寄付の対象／常温で保存が効く賞

味期限が２カ月以上で未開封の
食料

具体例／缶詰、瓶詰、レトルト食
品、インスタント食品、お米、
ふりかけ、パスタなど

　※生鮮食品、酒類、もち米、保
存水などの寄付はお受けするこ
とができません。
社会福祉課　995-1819
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お知らせ

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。
●㈲沙原設備工業

山梨県富士吉田市大明見３丁目
6-12　

TEL0555-23-8886
上下水道工務課　995-1834

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。

９月２日㈬　10時～12時
東部総合庁舎（沼津市高島本町）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
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
講を希望する人は必ず参加してく
ださい。

８月28日㈮、９月４日㈮
　13時30分～15時　※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）
市に住民登録がある25歳以上
の人
各20人（先着順）
８月11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

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27日㈭
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和25年８月２日～９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。
当日はマスクの着用をお願いし
ます。
国保年金課　995-1814

募　集
障がい者スポーツ教室参加者

８月22日㈯～令和３年３月27
日㈯までの毎月第４㈯　10時
～11時30分
市民体育館
市内に住んでいるか、市内の障
がい福祉サービス利用児（者）、
各障がい者手帳所持者で、基本
的に全８回参加できる人。

　※保護者などの参加もできます。
30人（先着順）
フライングディスク、ボッチャ、
ストラックアウトなど
体育館シューズ、飲み物
８月14日㈮　17時
●運動のできる服装でお越しく
ださい。●会場までの交通手段

は各自で確保してください。
NPO法人いろは　957-1557

市民芸術祭出品作品
　本年度は展示部門のみの開催と
なります。
各部門と日程／●展覧会（第１

部）▶一般書道、篆
てんこく

刻、ジュニ
ア〔書道、生け花、絵画など〕、
文芸〔短歌、俳句、詩〕

　 10月28日㈬～11月1日㈰
　●展覧会（第２部）▶絵画、写

真、染織、七宝焼、陶芸、彫刻、
籐
とう

、押花絵、押絵、布手芸、紙
バンド、エコ人形、華道、フラ
ワーデザイン

　 11月３日㈫～８日㈰
市民文化センター
市内に住んでいるか通勤・通学
している人、市内の団体に所属
している人
生涯学習センターにある申込用
紙に必要事項を記入し、提出し
てください。　※申込用紙は市
公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。
団体申し込み▶～８月20日㈭

　個人申し込み▶８月20日㈭～
　31日㈪　※休館日（８月11日

㈫・24日㈪）を除く
新型コロナウイルス感染拡大状
況によっては、変更・中止とな
る場合があります。
生涯学習課　994-0145
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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：８月31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

８月の税金・料金

受付時間：8時30分〜17時

１日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

２日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

８日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

９日㈰ 山崎設備
☎997-6766

10日㈪ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

15日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

16日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

22日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

23日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

29日㈯ 杉山産業
☎992-1131

30日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

※工事・修理は有料

８月の水道工事当番店

人口 51,458人
男性 26,179人　女性 25,279人

人口統計　７月１日現在募　集
飲料用自動販売機設置事業者
　福祉保健会館に飲料用自動販売
機を設置する事業者を募集します。
設置期間／10月１日㈭～令和５

年９月30日㈯
福祉保健会館２階

販売品目／清涼飲料水（密閉容
器）

台数／１台
選定方法／制限付き一般競争入札

社会福祉課にある申込書に必要
　事項を記入し、お申し込みくだ

さい。　※申込書は市公式ウェ
ブサイトからダウンロードでき
ます。
８月3日㈪～17日㈪　８時30
分～17時15分
社会福祉課　995-1819

県立工科短期大学校入校生
（令和３年４月開校）
　企業の海外展開や科学技術の進
展など、社会の変化に対応できる
技術人材を育成するため、沼津技
術専門校および清水技術専門校の
教育内容を高度化し、県立工科短
期大学校を開校します。
学科・定員／●沼津キャンパス

（沼津市大岡）▶機械・生産技

術科（20人）、電子情報技術
科（20人）、情報技術科（20
人）●静岡キャンパス（静岡市
清水区楠）▶機械・制御技術
科（30人）、電気技術科（20
人）、建築設備課（20人）

授業料／年間234,600円　※入校
料、入校検定料が別途必要です。

区分／●高等学校長推薦入学試験
（第１次・第２次・第３次）

　●事業主推薦入学試験（第３
次）●一般入学試験（第３次・
第４次）

出願受付期間／第１次▶９月２日
㈬～16日㈬、第２次▶10月７
日㈬～21日㈬、第３次▶11月
25日㈬～12月９日㈬、第４次
▶1月19日㈫～２月３日㈬

試験日／第１次▶９月27日㈰、
第２次▶11月１日㈰、第３次
▶12月20日㈰、第４次▶２月
14日㈰

試験科目／数学Ⅰ、面接
試験会場／清水技術専門校（静岡

市清水区楠）
県経済産業部能力開発課　

054-221-2821
htpps://scot.shizuoka.jp
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