
【内職】問商工課 ☎ 36-7166
ところ／市役所商工課（本庁 2 階）

内職相談
（雇用情報提供） 月・木曜日

  9：00 〜 12：00
13：00 〜 17：00

【障害】問福祉課 ☎ 36-7270（専用電話）
ところ／市役所障害相談窓口

障害相談 月〜金曜日   8：30 〜 17：15

【女性】問市民協働課 ☎ 36-7121
ところ／プラザおおるり 第 5 会議室

女性相談（要予約） 3 日㈮・17 日㈮ 13：00 〜 17：00

問観光課 ☎36-7394

【生活用品活用バンク】問生活安心課 ☎ 36-7153
ところ／市民相談係（プラザおおるり 1 階）

生活用品のリサイクル 火・木曜日 9：00 〜 16：00

【登録方法】 電話または直接、市民相談係まで
　「ゆずります」または「ゆずってください」、名称と詳

細、譲渡金額、住所、氏名、電話番号など
【登録品目】 家具 / 電気製品 / ベビー・子ども用品 /

楽器・スポーツ用品 / 日用雑貨品 / 自転車 
【紹介】 両者の条件が合う場合、市民相談係から連絡

※詳しくはホームページで。
←「ゆずります」　「ゆずってください」→

【12 月の運行日】
とき／4 日㈯・5 日㈰・11日㈯・12 日㈰・18 日㈯・19 日㈰・

25 日㈯・26 日㈰
乗車料金／ 1 乗車 100 円（小学生以上）
　※小学生未満は、成人の同乗（有料）が必要です。

【12 月のミニ鉄道愛好家開放日】
とき／ 5 日㈰　軌道利用料金／ 1 日 1,030 円

【共通】
時間／午前 10 時〜午後 4 時（正午〜午後 1 時を除く）
　※雨天中止。

【同報無線 自動電話応答】 問危機管理課 ☎ 36-7143

放送内容を電話で聴けます ☎ 37-5600（放送後 24 時間）

【水道修理当番店など】
※ご自宅の給水地区をご確認の上、お問い合わせください。

とき 業者名（住所） 電話番号

 島田市水道課 ☎ 35-2107（給水区域が島田地区の人）

4 日㈯ 山本設備（元島田） 35-3882

5 日㈰
18 日㈯ ㈲佐藤設備（御仮屋町） 36-2200

11 日㈯ 浜建工業㈱（三ツ合町） 36-9221

12 日㈰ ㈱松本興管（横井四丁目）35-2213

19 日㈰ ㈲常盤商会（宝来町） 37-2722

25 日㈯ ㈱五光設備（野田） 35-0519

26 日㈰ Ｐ・Ｓ工業（三ツ合町） 37-3157

29 日㈬ ㈲園田設備（東光寺） 36-1407

30 日㈭ ㈲秋山設備工業（中溝町）37-2719

31 日㈮ 朝日設備㈱（稲荷三丁目） 36-2816

 大井上水道企業団 ☎ 46-4130（給水区域が金谷地区の人）

1日㈬〜 4 日㈯
31日㈮ ㈱増商（金谷東一丁目） 45-2145

5 日㈰〜
11日㈯ ㈲北榛設備（島） 46-1531

12 日㈰〜
18 日㈯ 森下商事㈱（金谷栄町） 46-2121

19 日㈰〜
25 日㈯ ㈲カワムラ（牛尾） 46-2735

26 日㈰〜
29 日㈬ ㈲牧野設備（金谷栄町） 46-2618

30 日㈭ 協和水道㈱（金谷田町） 45-3813

 川根支所 ☎ 53-4583（給水区域が川根地区の人）

【税金・保険料】納期限▷ 12 月 28 日㈫

固定資産税・都市計画税（第４期）
国民健康保険税（第 6 期）

【愛の献血】問福祉課 ☎ 36-7407
ところ／プラザおおるり 玄関前広場

献血 28 日㈫ 13：30 〜 16：00
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便 利12月 帳
新型コロナウイルス感染症の影響で、相談などが中止・延期
される場合があります。市ホームページをご覧いただくか、
問い合わせ先に直接お問い合わせください。

【市の人口】 問市民課 ☎ 36-7194 

令和 3 年 10 月末現在
総人口：9 万 7,106 人（＋ 3）

㊚ 4 万 7,561 人（－ 20）㊛ 4 万 9,545 人（＋ 23）
世帯数：3 万 8,682 世帯（＋ 32）
※外国人を含む。（ ）内の数値は前月比

【市内の交通事故状況】問生活安心課 ☎ 36-7144 

令和 3 年 10 月末現在　人身事故：344 件（－ 38 件）
死者：1 人（－ 1 人）　  負傷者：423 人（－ 74 人）  
※（ ）内の数値は前年・同月比

【女性・DV】問子育て応援課 ☎ 36-7253
ところ／市役所子育て応援課内（本庁 1 階）

DV 相談など 月〜金曜日 8：30 〜 17：15

【産業】問島田商工会議所 ☎ 37-7155
ところ／島田商工会議所（秘密厳守・予約制）

金融相談 1 日㈬ 13：00 〜 16：00

事業承継相談 16 日㈭ ９：00 〜 16：00

発明・特許相談 20 日㈪ 13：30 〜 16：00

【マイナンバーカード】 問市民課 ☎ 36-7194
ところ／①市役所市民課内（本庁 1 階） ②金谷南支所内 
③川根支所内 ④各行政サービスセンター内

マイナンバーカード
申請・電子証明書の手
続きなど／①②③ 月〜金曜日

8：30 〜 17：15

マイナンバーカード
申請／④ 8：30 〜 17：00

【青少年】問青少年育成支援センター ☎ 36-7964
ところ／プラザおおるり 社会教育課内（2 階）

青少年相談 月〜金曜日 9：00〜16：00

【生活困窮者自立支援】 　問島田市社会福祉協議会
ところ／本所（大津通）☎ 35-6244
　　　　川根支所（川根町身成）☎ 53-3895

生活困窮者相談
（就労・家計改善など） 月〜金曜日  8：30 〜 17：00

【断酒相談】 問島田断酒会 ☎ 090-8955-5440（内
ないとう

藤）

 お酒に関する悩みごと相談、定例会の案内 など

【市民無料相談会】
問東海税理士会島田支部事務局 ☎ 37-6575
ところ／金谷南地域交流センター（２階）

税理士相談（要予約） 1 日㈬ 13：30 〜 15：30

【市民無料相談】問生活安心課 ☎ 36-7153
ところ／プラザおおるり 市民相談係
　　　　川根地区センター（＊）

消費生活相談
月〜金曜日

  9：00 〜 12：00
（受付：11時まで）
13：00 〜 16：00

（受付：15時まで）
一般相談

（離婚・相続など）
弁護士一般相談

（☆要事前相談） 1 日㈬・8 日㈬ 13：30 〜 15：30

司法書士相談
（要予約） 15 日㈬ 13：30 〜 15：30

司法書士相談
（川根） 1 日㈬＊ 13：30 〜 16：00

交通事故弁護士相談
（☆要事前相談） 22 日㈬ 13：30 〜 15：30

行政相談委員相談 15 日㈬ 13：30 〜 16：00
行政相談委員相談

（川根） 1 日㈬＊ 13：30 〜 16：00

人権擁護委員相談 1 日㈬・8 日㈬
22 日㈬ 13：30 〜 16：00

人権擁護委員相談
（川根） 1 日㈬＊ 13：30 〜 16：00

税理士相談
（要予約） 13 日㈪ 13：30 〜 15：30

社会保険労務士相談
（労働関係） 9 日㈭ 13：30 〜 16：00

宅建相談（要予約）
（不動産取引・賃貸） 16 日㈭ 13：30 〜 15：30

土地家屋調査士相談
（要予約） 23 日㈭ 13：30 〜 15：30

☆事前に一般相談を受けた後、各相談予約を入れます。
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