
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。

６月25日㈭　10時～15時
市役所１階市民相談室
16人程度（先着順）
６月11日㈭

国保年金課　995-1813
J-ALERTの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-
ALERT）を用いた情報伝達試験
を全国で行います。

５月20日㈬　11時～
広報無線と屋外スピーカーから
チャイム音と試験音声を放送し
ます。
気象状況などによっては、試験
放送を急遽中止することがあり
ます。
危機管理課　995-1817

市指定給水装置工事
事業者の廃止
　次の業者を廃止しました。
●株式会社伸栄

静岡市葵区川合3-13-1
TEL 054-261-3599

上下水道工務課　995-1834
2020年工業統計調査
　製造業に属する全ての事業所を
対象に、全国一斉に工業統計調査
が実施されます。この調査で、日
本の工業の実態を明らかにします。
回答へのご協力をお願いします。
基準日／2020年６月１日
　※５月～６月にかけて、調査員

が訪問します。
製造業に属する事業所
みらい政策課　995-1805

市民無料相談
５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。

　●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。

　●法律相談▶︎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

電話相談「子ども・家庭110番」
　「子ども・家庭110番」では、子
どもや子育てに関する悩み相談を
受け付けています。秘密は堅く守
り、匿名での相談も受け付けます。

平日▶︎９時～20時
　土・日曜日▶︎９時～17時
　※祝日と年末年始を除く
相談電話番号／924-4152

子育て支援課　995-1841 
三島駅北口へのアクセス変更
　三島駅北口周辺道路と北口ロー
タリーの交通渋滞緩和のため、都
市計画道路下土狩文教線の整備を
進めています。三島簡易裁判所前
の交差点の形状と三島駅北口へ向
かう道路の一方通行規制が変わり
ます。
　詳細は、三島市ホームページを
ご覧ください。

三島市都市整備課　983-2634
富岡地区コミュニティセンター
リニューアル工事
　６月から耐震補強や利便性向上
のためリニューアル工事を行いま
す。工事期間中は、施設を利用で
きません。
　富岡支所の業務は、福祉保健会
館で行いますが、各種証明書の発
行や届け出は市役所か深良支所、
須山支所をご利用ください。
工事期間／６月～令和３年３月ごろ

富岡支所　997-0062

　新型コロナウイルス感染症
対策のため、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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お知らせ

新エネルギー機器設置補助金
　新エネルギー機器を新たに設置
する人は、補助金を受けることが
できます。着工前に生活環境課へ
申請してください。
●太陽熱高度利用システム
　要件／生み出された熱が当該建

物の用に供する部分で給湯等に
使用されること。

　補助金額／３万円
●蓄電池システム
　要件／リチウムイオン蓄電池に

加え、電力変換装置（インバー
タ、コンバータなど）を備えた
システムとして一体的に構成さ
れたものであること。　※住
宅用設置と集会所用設置は1台、
事業所用設置は5台を限度とす
る。

　補助金額／１台につき10万円
●家庭用燃料電池システム（エネ

ファーム）
　要件／国による住宅・ビルの革

新的省エネ技術導入促進事業の
補助対象機器に該当すること。
自らが居住する住宅に設置する
こと。　※集合住宅の共用部分
に設置する場合は、補助対象外
とする。

　補助金額／10万円
太陽光発電システムの補助は、
昨年度で終了しました。
生活環境課　995-1816

国保高齢受給者証の郵送
　６月１日㈪から対象となる人に、
受給者証を郵送します。

昭和25年５月２日～６月１日
に生まれた人
５月21日㈭に発送します。
国保年金課　995-1814

児童福祉週間「その気持ち　誰か
を笑顔にさせる種」
　児童福祉週間は、子どもや家庭、
子どもの健やかな成長について国
民全体で考える週間です。
　詳しくは県ホームページの「ふ
じさんっこ☆子育てナビ」をご覧
ください。

５月５日㈫～11日㈪
県健康福祉部こども未来課　
054-221-3546
http://www.fujisancco.pref.
shizuoka.jp

暮らしなんでも相談
　ライフサポートセンター東部で
は、暮らしの中の悩み事相談を受
け付けています。専門的なアドバ
イスをしてくれるところを紹介し
ます。
相談受付ダイヤル／922-3715
受付時間／平日の９時～17時

相談、取次ぎは原則無料ですが、
専門家への相談は、別途費用が
必要になる場合があります。
ライフサポートセンターしずお
か東部事務所　929-9820

教室・講座
駿東地域職業訓練センター
５月講座

●特別教育・安全衛生教育▶︎伐
木作業の安全衛生講習、伐木作
業等従事者特別教育（中小径
木）追加講習、伐木作業等従事
者特別教育（大径木）追加講習、
アーク溶接特別教育、刈払機取
扱作業者安全衛生教育

　●自主訓練▶︎造園管理講座
　●技能講習▶︎玉掛け技能講習、

フォークリフト運転技能講習
　●パソコンコース▶︎パソコン入

門、ワード基礎、ワード活用、
エクセル基礎、エクセル活用、
アクセス基礎、夜間パソコン入
門、夜間ワード基礎、夜間ワー
ド活用、夜間エクセル基礎、夜
間エクセル活用、夜間イラスト
レーター基礎、夜間アクセス基
礎、夜間パワーポイント基礎

　●カルチャー▶︎暮らしに役立つ
アロマ教室、手作り木綿ぞうり
教室、フラワーアレンジメント、
絵画教室
駿東地域職業訓練センター

　0550-87-3322
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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　

募　集
国勢調査調査員
　10月１日を基準日として、全
国一斉に国勢調査が実施されます。
当市では約220人の調査員が必要
となるため、市内の各調査区を担
当する調査員を募集します。

警察や選挙、暴力団に直接関係
のない満20歳以上の人

　※８月24日㈪時点
活動期間／８月下旬～10月ごろ

みらい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
ブサイトからダウンロードでき
ます。
６月19日㈮
３～５万円程度の報酬がありま
す。　※担当件数によって変動
みらい政策課　995-1805

市民健康づくり推進協議会委員
　本年度、健康づくりに関する総
合的な施策の方針などを定める「す
その健康増進プラン」、「市食育推
進計画」、「市歯科保健計画」、
「市自殺総合対策計画」の改定を
します。市民の皆さんの意見を反映
するため、委員を募集します。
任期／委嘱の日から当該諮問に係る

答申が終了するまで（約１年間）

引き続き１年以上市内に住んで
いる20歳以上の人で、当市の
付属機関の委員や議員、職員で
ない人
若干名
健康推進課か市役所１階情報公
開コーナーにある申込用紙に必
要事項を記入し、直接提出して
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。
５月13日㈬～22日㈮
健康推進課　992-5711

JAなんすん「なるほど農業塾」
農業実践講習会
　栽培や販売に関する技術を講師
がマンツーマンでサポートします。

８月～12月
　※個別に日程を調整

受講者ほ場など
栽培のスキルアップを図り、
作った野菜をJAなんすん産直
市で販売したい人
４人

　※申込者多数の場合は選考
3,000円
JAなんすん各店舗で所定の申
込書に記入し、提出してくださ
い。
JAなんすん営農支援課

　933-7008

人口 51,347人
男性 26,116人　女性 25,231人

納付期限：６月１日㈪
軽自動車税	 全期分

受付時間：8時30分〜17時

２日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

３日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

４日㈪ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

５日㈫ ㈱駿東管工
☎992-5728

６日㈬ ㈱西島工業
☎993-1070

９日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

10日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

16日㈯ パイピング横山
☎992-3329

17日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

23日㈯ 杉山産業
☎992-1131

24日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

30日㈯ 髙橋設備
☎993-1336

31日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

※工事・修理は有料

５月の税金・料金

５月の水道工事当番店

人口統計　４月１日現在
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