
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。

10月22日㈭　10時～15時
市役所１階市民相談室
16人程度（先着順）
10月８日㈭

国保年金課　995-1813
屋外広告物適正化旬間
　屋外広告物の設置者に適正な安
全管理の啓発を行います。

～９月10日㈭
屋外広告物設置の際の注意／●店

舗や事務所の看板などの広告物
の表示は、一部を除き事前に許
可が必要です。●広告物は、地
域ごとに定めた面積・高さ・色
彩などに関する基準に適合させ
てください。●広告表示者は、
広告物の安全確保に努め、適正
な管理を行ってください。
まちづくり課　995-1829

市LINE公式アカウントの
友だち追加を
　市では、LINE公式アカウント
を運用しています。イベントや子
育て情報などの暮らしに関する各
種行政情報、災害時の緊急情報な
どを配信しています。また、住民
票や戸籍などの取得の仕方、ごみ
の分別方法を調べることができま
す。
　登録は、ID検
索するかQRコー
ドをスキャンして
ください。
ID／＠susonocity

戦略広報課　995-1802

美化センターへの
ごみの直接持ち込み休止
　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。

９月30日㈬
美化センター　992-3210

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。
●㈱日本水道センター

千葉県船橋市夏見1-6-1
TEL047-421-1281

上下水道工務課　995-1834
しずおかジョブステーション
就職活動支援
　就職支援機関しずおかジョブス
テーションでは、自己分析や応募
書類の書き方、面接練習などの就
職活動をサポートしています。自
宅でパソコンやスマートフォンを
使って相談できます。

９時～17時　※土・日曜日、
祝日、年末年始を除く
沼津商連会館ビル２階（沼津市
大手町）
しずおかジョブステーション　
951-8229

就学児童の健康診断
　令和３年度に小学校に入学する
児童の健康診断を実施します。

①10月１日㈭②10月８日㈭
　※受付時間は、事前にお渡しす

る案内通知に記載しています。
市民文化センター

対象校区／①東、富岡第一、富岡
第二、向田、千福が丘②西、深
良、須山、南
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
通知が届いていない人はご連絡
ください。
学校教育課　995-1838

公共下水道への接続工事
　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、早急に公
共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
9/10は「下水道の日」
市デザインマンホールを設置
　市では、下水道に親しみを持っ
てもらえるよう、マンホールのふ
たをデザイン化しています。ふた
には、富士山やアシタカツツジ、
五竜の滝が描かれています。カ
ラーのふたは、市役所北側小柄沢
通りの歩道に設置しています。

本年度は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、街頭での
啓発活動は行いません。
上下水道経営課　995-1836

都市計画の変更などに関する
案の縦覧
　トヨタ自動車東日本㈱東富士工
場跡地などの都市計画（案）を縦
覧します。

９月９日㈬～23日㈬
　８時30分～17時15分
　※土・日曜日、祝日を除く

市役所２階まちづくり課
都市計画の種類／用途地域の変更、

特別用途地区の決定、地区計画
の決定

意見の提出／意見がある人は、意
見書に必要事項を記入し、まち
づくり課へ提出してください。

　※郵送可。縦覧最終日必着
都市計画（案）や意見書などは、
市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。
まちづくり課　995-1829
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Information

おしらせ
「バイ・シズオカ」がんばろう！
静岡　～静岡県から全国へ。おい
しい笑顔を届けよう。～
　県では、県内の店舗や施設の利
用、県産品を購入することで、新
型コロナウイルス感染症の影響を
受けた生産者や事業者を支援する
「バイ・シズオカ」運動に取り組
んでいます。
通販サイト／47CLUB、楽天市

場おいしず楽天店、うまいもん
ドットコム

サイト開設期間／令和３年１月
15日㈮まで
がんばろう！静岡運営事務局

　054-288-8151
市民無料相談

９月23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。

　●弁護士相談▶︎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

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、停電情報
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　

https://teideninfo.tepco.co.
jp

市民ソフトボール大会、壮年男女
混合バレーボール大会の中止
　10月11日㈰に予定されていた
市民ソフトボール大会と、11月
１日㈰に予定されていた壮年男女
混合バレーボール大会は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため
中止します。

市スポーツ祭運営委員会
　993-0303

消
費者センターだより　消費生活センター 995-1854

A強引に契約を勧められても、必要がなければきっぱりと
「契約するつもりはありません」と断りましょう。プロパ

ンガスは自由料金で、各事業者がそれぞれ料金を決めています。
契約する場合は、料金などの契約内容をよく理解し、不明な点は
確認しましょう。
　契約先を変える場合は、元の契約先との間で解約料などが発生
する場合がありますので注意してください。訪問販売などでは、
クーリング・オフできる場合があります。困ったときは消費生活
センターにご相談ください。

Q高齢の父の家にプロパンガス業者が来
訪してきた。今よりガス料金が安くな

るからと、しつこく契約を勧められた。断り
きれずに仕方なく署名・捺印してしまったが
やめたい。
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お知らせ

陸上競技場の写真判定装置を更新
　（独）日本スポーツ振興セン
ターのスポーツ振興くじの助成を
受けて、運動公園陸上競技場の写
真判定装置を更新しました。今後、
市内の陸上記録会などで活用しま
す。

生涯学習課　992-6900
北駿公立高校合同説明会
　公立高校４校の合同説明会を行
います。申し込みは不要です。直
接会場へお越しください。

10月６日㈫　18時45分～
市民文化センター34～36会議
室
中学３年生、保護者
裾野高校、御殿場高校、御殿場
南高校、小山高校が、教育内容
などについて説明します。
小山高校　0550-76-1188

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23日㈬
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和25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

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。

10月７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）
10月６日㈫

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

教室・講座
市民まちづくり講座
新型コロナウイルス後の社会を考
える～新しい生活とSDGs

①10月17日㈯②12月19日㈯
　※いずれも13時30分～16時

生涯学習センター学習室１
20人　※先着順
新型コロナウイルス感染症の拡
大で、生活が大きく変わろうと
しています。これからの新しい
生活を作るために、何ができる
のかを考え、持続可能な世界を
作るための17の目標（SDGs）
を学びます。
①新しい生活のためのコンパス
＝SDGsを手に入れよう！

　②新しいコンパス＝SDGsを
持って出かけよう！
木下聡さん（しずおかSDGs
ネットワーク代表）

市民活動センターに、名前、住
所、電話番号、メールアドレス
またはファクス番号を連絡して
ください。
１回のみの受講もできます。新
型コロナウイルス感染拡大状況
によって中止か変更になる場合
があります。
市民活動センター　950-8875
992-4047
scenter@machitera.jp

生涯学習センター 教養講座
　主に初心者向けの講座です。

原則として全日程出席可能な人
エアロビクス、健康麻雀、お菓
子作り、裾野の歴史など
参加を希望する人は、生涯学習
センターに直接または電話でお
申し込みください。
生涯学習センター　992-3800

市民による市民のための講座
ゆうあいクラブ
　さまざまな分野で「技」をお持
ちの皆さんによる講座です。

フラワーアレンジメント、お片
づけ講座、料理講座など
参加を希望する人は、生涯学習
センターに直接または電話、申
込フォームでお申し込みくださ
い。
生涯学習センター　992-3800
https://ws.formzu.net/fgen/
S74383113/

消
費者センターだより　消費生活センター 995-1854
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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：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

９月の税金・料金

受付時間：8時30分〜17時

５日㈯ ㈱植松水道
☎992-4644

６日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

12日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

13日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

19日㈯ 工管設
☎993-1603

20日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

21日㈪ ㈱駿東管工
☎992-5728

22日㈫ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

26日㈯ パイピング横山
☎992-3329

27日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

※工事・修理は有料

９月の水道工事当番店

人口 51,422人
男性 26,156人　女性 25,266人

人口統計　８月１日現在募　集
看護師等再就職準備講習会

10月28日㈬・29日㈭
　９時30分～15時30分

プラサヴェルデ404小会議室
　（沼津市大手町）

看護の仕事をしていない看護職
免許保有者
20人程度（先着順）
10月19日㈪

県ナースセンター
　920-2088
防衛省採用試験（１次試験）
募集区分／①防衛医科大学校看護

学科学生②防衛医科大学校医学
科学生③防衛大学校学生（一
般）
①10月17日㈯②10月24日㈯・
25日㈰③11月７日㈯・８日㈰
①②県立大学短期大学部（静岡
市駿河区小鹿）③日本大学国際
関係学部（三島市文教町）
高校を卒業した人または卒業見
込みの人で、令和３年４月１日
現在21歳未満の人
①10月１日㈭②10月７日㈬

　③10月22日㈭
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

ひとり親家庭のための個別相談会
養育費・就業支援セミナー

10月18日㈰
①個別相談会▶︎９時30分～16時
　※１人30分程度
②養育費セミナー▶︎10時～12時
③就業支援セミナー▶︎13時30分

～15時30分
沼津労政会館２階 第２・３会
議室（沼津市高島本町）
母子家庭・父子家庭の人、離婚
を考えている人
①10人②③各15人

　※いずれも先着順
①法律・生活・就業の個別相談

　②養育費と面会交流について学
ぼう③自分らしい働き方を発見
しよう
ひとり親サポートセンターに電
話でお申し込みください。
●当日も受け付けますが、予約
した人を優先します。●託児を
希望する人は、事前にお申し込
みください。●新型コロナウイ
ルス感染拡大状況によって中止
か変更になる場合があります。
ひとり親サポートセンター

　054-254-1191
　子育て支援課　995-1841
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