
Information

おしらせ
市民無料相談

６月22日㈪　※受付▶︎9時30
分から終了時刻の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、マ
ンション含む）、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。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。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・問い合わせなどの相
談。行政相談委員が応じます。
戦略広報課　995-1802

都市計画決定等に関する公聴会
　トヨタ自動車東日本㈱東富士工
場の移転跡地で、未来型都市の実
証実験を行う研究開発拠点として
の土地利用誘導を図るため、都市
計画の変更を予定しています。
都市計画の種類／①用途地域の変

更②特別用途地区の決定③地区
計画の決定

区域／御宿1200の一部他
●都市計画原案の閲覧
　地区内に利害関係を有する人は
都市計画原案の閲覧と意見書の提
出ができます。
閲覧期間／６月２日㈫～16日㈫
閲覧場所／市役所２階まちづくり課
意見書提出期限／６月23日㈫
●公聴会
　市民の皆さんの意見を反映する
ため、公聴会を開催します。意見
を述べたい人は、申出書を提出し
てください。傍聴を希望する人は、
直接会場へお越しください。

６月23日㈫　15時～
市役所４階401会議室
公聴会で意見を述べたい人は、
まちづくり課にある申出書に記
入し、郵送または直接提出して
ください。　※申出書は市公式
ウェブサイトからダウンロード
できます。
６月16日㈫
まちづくり課　995-1829

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。

７月30日㈭　10時～15時
市役所１階市民相談室
16人程度（先着順）
７月16日㈭

国保年金課　995-1813
母子家庭等医療費助成制度
　ひとり親家庭などの医療費を市
が助成します。

20歳の誕生日前日までの子が
いる所得税非課税世帯で、母子
家庭の母と子、父子家庭の父と
子、父母のいない子のいずれか
に当てはまる人
はんこ、対象者全員の健康保険
証、口座の分かるもの　※令和
２年１月２日以降に転入した人
は、令和元年分の所得を確認で
きる資料が必要です。
子育て支援課窓口で直接お申し
込みください。

●受給者証の更新
　６月は受給者証更新手続きの月
です。現在受給を受けている人へ
６月中旬に申請書を送ります。忘
れずに手続きを行ってください。

はんこ、対象者全員の健康保険
証、旧受給者証、申請書
６月30日㈫
子育て支援課　995-1841

　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

蚊とハエ用薬剤の無料配布
　蚊とハエをなくすため、防疫用
薬剤を無料配布します。
配布期間／８月31日㈪

生活環境課、各支所
配布薬剤／蚊とハエ用発泡薬剤

（幼虫の成長を抑え、成虫にさ
せないための薬剤）

配布個数／１世帯２袋まで（１袋
２錠入り）
生活環境課　995-1816

児童手当の支給
　６月は、児童手当の更新手続き
の月です。受給資格者へ６月上旬
に現況届をお送りします。忘れず
に手続きを行ってください。
支給額（月額）／●３歳未満▶︎

15,000円●３歳～小学生（第
１子・２子）▶︎10,000円●３
歳～小学生（第３子以降）▶︎
15,000円●中学生▶︎10,000円
●所得が制限を超えている人の
児童▶︎5,000円

　※４カ月分まとめて支給します。
支給日／６月、10月、２月の10

日（土・日曜日、祝日の場合は
その直前の平日）

支給方法／指定口座に振込
認定請求をした月の翌月分から、
支給事由の消滅した月分まで支
給されます。
子育て支援課　995-1841

弁護士による無料法律相談
　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

７月20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）
７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
県下水道排水設備
工事責任技術者試験
　県水道協会では、下水道排水設
備工事責任技術者試験を実施しま
す。県内で公共下水道に接続する
排水設備工事を行う工事店は、県
下水道協会に登録している下水道
排水設備工事責任技術者の専属が
義務付けられています。

10月21日㈬
レイアップ御幸町ビル（静岡市
葵区）
20歳以上で学歴に応じた実務
経験を有する人
７月１日㈪から上下水道工務課
で配布する受験願書に必要事項
を記入し、提出してください。
７月16日㈭～31日㈮

受験手数料／4,000円
詳細は、県下水道協会のホーム
ページをご確認ください。
県下水道協会　054-251-2870

国保高齢受給者証の郵送
　７月１日㈬から対象となる人に、
受給者証を郵送します。

６月25日㈭
昭和25年６月２日～７月１日
に生まれた人
国保年金課　995-1814

高齢者安全運転支援装置
設置促進事業補助金
　高齢運転者の事故防止のため加
速抑制装置の設置に補助します。

市に住民登録がある令和３年３
月31日までに70歳以上になる
人で、有効な運転免許証を有す
る車両の所有者または使用者

補助金額／装置と設置工賃の合計
から他補助金を差し引いた金額
の70％（上限３万円）
次の取扱業者に電話で問い合わ
せ、お申し込みください。

　静岡トヨペット 992-2121、静岡
トヨタ裾野店 993-1231、トヨタ
カローラ静岡裾野店 993-4231、
ダイハツ沼津販売沼津バイパス
店 926-6060、オートバックス
御殿場店 0550-88-2300、オー
トバックス長泉 988-7777、イエ
ローハット御殿場店 0550-80-
1680、イエローハット三島二日
町店 991-1320
8月5日㈬～令和3年2月28日㈰
予算がなくなり次第終了
社会福祉課　995-1819
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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　

おしらせ
市民活動センター印刷機有料化

６月９日㈫～
利用料金／●製版▶︎１枚50円で

１日10枚が上限●印刷▶︎１枚
１円で１日2,000枚が上限
●対応用紙A4・A3・B5・B4
で白黒印刷のみ●利用には事前
に登録が必要
市民活動センター　950-8875

募　集
自動販売機設置業者
　鈴木図書館に自動販売機を設置
する事業者を募集します。
設置期間／７月14日㈫～令和５

年７月13日㈭
設置場所／図書館屋外敷地内
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

（郵便入札）
鈴木図書館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。
６月２日㈫～10日㈬　9時～
17時　※６月８日㈪を除く
鈴木図書館　992-2342

令和３年市政カレンダー掲載写真
　富士山の写真を募集します。

富士山とともに半世紀
市役所３階戦略広報課や各支所
にある応募用紙に必要事項を記
入し、作品の裏側に貼り付け、
郵送または直接戦略広報課へご
応募ください。　※応募用紙は
市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。

写真規定／●応募者本人が市内で
撮影したもの●平成30年１月
以降に撮影したもの●サイズは
２L判●一人３点以内
９月４日㈮
戦略広報課　995-1802

高齢者保健福祉計画等策定委員
　高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画と地域福祉計画を策定す
るため、諸施策推進に関心のある
人を募集します。
任期／令和３年3月31日㈬まで

市内に住んでいるか通勤してい
る20歳以上の人
若干名
年数回程度の会議への出席
市役所１階社会福祉課で、申込
用紙に必要事項を記入し提出
６月19日㈮
書類選考と面接を行います。
社会福祉課　995-1819

納付期限：６月30日㈫
市県民税	 第１期分
水道料金・下水道使用料	 第２期分

６月の税金・料金

受付時間：8時30分〜17時

６日㈯ 山崎設備
☎997-6766

７日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

13日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

14日㈰ ㈱植松水道
☎992-4644

20日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

21日㈰ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

27日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

28日㈰ 工菅設
☎993-1603

※工事・修理は有料

６月の水道工事当番店

人口 51,398人
男性 26,151人　女性 25,247人

人口統計　５月１日現在
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