募集

女性消防官も活躍中です！！

お知らせ

平和について考える

戦争や平和をテーマに
親子で考える平和展

問合先／駿東伊豆消防本部総務課人事係（920-9100）

問合先／生涯学習課（979-1733）

戦争に関するパネルや戦争遺品を展示します。

○職種
消防官…７人程度

○条件
平成 10 年４月２日以降生まれで短期大学卒業
の学歴、平成 10 年４月２日〜平成 15 年４月
１日生まれで高校卒業以上の学歴（令和３年３
月末に卒業見込みを含む）で日本国籍を有し、
健康で、地方公務員法第 16 条の欠格事項に該
当しない人
※卒業により「専門士」の称号が付与される専門学校を含む
※大学卒業（見込みを含む）の人は対象外

○申込期間
７月 20 日（月）〜８月 11 日（火）

○日時

○日程・場所

８月 13 日（木）〜８月 15 日（土）

○場所
文化センター

多目的ホール

○ホームページ（http://www.suntoizufd119.jp/)
で採用情報を公開しています。ご不明な点は
お問い合わせください。

場

所

伊豆の国市大仁庁舎

８月 27 日（木）

東部総合庁舎

９月 10 日（木）

東部健康福祉センター 修善寺支所

９月 28 日（月）

三島市保健センター

10 月 22 日（木）

東部総合庁舎

の人も含みます）は、更新の手続きが必要です。
７月下旬に町から対象の人に通知します。受給
されているご本人が手続きをしてください。

○対象

11 月 19 日（木）

東部総合庁舎

11 月 25 日（水）

三島市保健センター

ど感染症対策にご協力をお願いします。

12 月 14 日（月）

東部総合庁舎

令和３年１月 14 日（木）

東部総合庁舎

令和３年１月 22 日（金）

三島市保健センター

令和３年１月 28 日（木）

東部健康福祉センター 修善寺支所

受給資格者や扶養義務者の所得、同居者の状況

令和３年２月 15 日（月）

東部総合庁舎

犬を飼う皆さんへ

などを確認し支給

令和３年２月 24 日（水）

伊豆の国市韮山福祉・保健センター

狂犬病予防注射の接種について

令和３年３月 5 日（金）

三島市保健センター

令和３年３月 11 日（木）

東部総合庁舎

お知らせ

必ず受けてください

問合先／環境衛生課（979-8112）

狂犬病予防法により、犬の飼い主は、毎年４月
１日〜６月 30 日に、犬の予防接種を受けなけれ

児童扶養手当の受給資格者（支給停止中の人も

東部総合庁舎：沼津市高島本町１- ３
三島市保健センター：三島市南二日町８-35
伊豆の国市大仁庁舎：伊豆の国市田京 299- ６
伊豆の国市韮山福祉・保健センター：伊豆の国市四日町 302- １
東部健康福祉センター修善寺支所：伊豆市小立野 66- １

ばなりません。
新型コロナウイルス感染症の対策のために接種

は必ず接種をお願いします。

お知らせ

含む）

○支給条件

○受付期間
○集中受付期間
日

時／ 8 月３日（月）、８月 13 日（木）、
８月 14 日（金）、８月 17 日（月）
9 時〜 11 時 30 分、13 時〜 17 時 15 分

場

お知らせ

依存症に悩む人へ

が出来なかった場合において、特例措置として、

所／函南町役場 ３階教育委員会室、応接室

その他／今年度はハローワークによる出張就労
相談窓口は開設しません。

依存相談

○集中受付期間に都合がつかない場合
8 月 21 日 ( 金 ) までに子育て支援課窓口に

申込み・問合先／精神保健福祉センター（054-286-9245）

提出してください。
（受付時間：平日 8 時 30 分〜 17 時 15 分）

速やかに避難するために危険箇所を事前確認

土砂災害（特別）警戒区域が
指定されました
問合先／沼津土木事務所企画検査課（920-2212）

県では、悲惨な土砂災害から住民の生命を守る

薬物・アルコール・ギャンブルなどの依存症に
関することでお困りではありませんか。ご本人や

○注意事項

ご家族だけで抱え込まず、ぜひご相談ください。

○郵送では受け付けできません。

専門相談員が対応します（相談無料、各相談日前

○手続きをしないと受給資格があっても手当は
支給されません。

日までに要予約）。

○「ひとり親世帯特別給付金」について

○日時

ことを目的に、警戒避難体制の整備や宅地開発の

８月５日（水）
、９月２日（水）
、10 月７日（水）
、

厚生労働省でコールセンターを設置していま

制限などを行うため、土砂災害防止法に基づき土

11 月４日（水）、12 月２日（水）、令和３年１

す。ご利用ください。

砂災害（特別）警戒区域の指定を進めています。

月６日（水）
、令和３年２月３日（水）、令和３

コールセンター／ 0120-400-903

この度、上沢、畑毛、塚本、平井、大竹、柏谷、

年３月３日（水） 10 時〜 12 時

畑地区などで土砂災害（特別）警戒区域が指定さ
れました。指定された箇所は、県ホームページや
建設課で閲覧できます。
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児童扶養手当の受給資格のある人（支給停止中

程

手指の消毒やマスクの着用、事前の体温測定な

内の各消防署で配布します。

してください。

される手当です。

８月 6 日（木）

○その他

ました。まだ予防接種を受けていない犬の飼い主

手付き返信用封筒（角２、宛名明記）を同封

日

午前の部：10 時〜 12 時、午後の部：13 時〜 15 時

※変更となる場合があります

申込用紙を郵便で請求する場合は、140 円切

児童扶養手当は、父母の離婚などによるひとり
子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給

12 月 31 日までに接種をすればよいこととなり

○申込用紙は駿東伊豆消防本部総務課のほか管

精神保健福祉に関する相談をお受けします。派

問合先／子育て支援課（979-8133）

ます
（相談無料、
各開催日の３日前までに要予約）
。

駿東伊豆消防本部（沼津市寿町２-10）

○その他

問合先／東部健康福祉センター（920-2087）修善寺支所（0558-72-2310）

考える機会にしましょう。入場無料です。

〒 410-0053

○試験場所

児童扶養手当の現況届
の提出を忘れずに

精神保健福祉総合相談

親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与し、

申込先：駿東伊豆消防本部総務課

１次試験：９月 20 日（日）
、９月 23 日（水）

期限内に現況届の提出を

遣医と東部健康福祉センターのスタッフが対応し

を除く）郵送は８月 11 日（火）消印有効

○試験日【Ｂ日程】

お知らせ

家族で「平和の尊さ」や「命の大切さ」を今一度

８時 30 分〜 17 時（土曜日・日曜日・祝日

沼津市寿町２-10

こころの病の理解を深める

「ひとり親世帯特別給付金」の振り込め詐欺や

○場所
東部健康福祉センター福祉課
沼津市高島本町１- ３

（受付：平日９時〜 18 時）

個人情報の詐取にご注意ください

東部総合庁舎内
広報

７月号
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︻重要︼新型コロナウイルス感染症の感染状況により︑
イベントの中止など掲載内容が変更される場合があります︒あらかじめご了承ください︒

︻重要︼新型コロナウイルス感染症の感染状況により︑
イベントの中止など掲載内容が変更される場合があります︒あらかじめご了承ください︒

令和３年４月１日採用
「駿東伊豆消防組合職員」

お知らせ

