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　就職活動から就職後の相談まで、市内で働く人や働きたい人へ
の様々なサポートを行っています。お困りの際は、お気軽にご利
用ください。

あなたの就職活動を応援します！あなたの就職活動を応援します！

ウェブ就職面接会「ぬまjobフェア」ウェブ就職面接会「ぬまjobフェア」

県の就職支援機関「しずおかジョブステ
ーション」の就職サポーターが就職活動を
サポートします。
　また、ウェブ相談では、パソコンやスマー
トフォンを使って相談することもできます。
ぜひ、ご利用下さい。
と　き　平日、９時～ 17 時（予約制）
ところ　 沼津産業ビル２階
　　　　東部県民生活センター内
　　　　（大手町）　　　　　　　　　
申込方法 電話で
※ウェブ相談等の詳細は、
　しずおかジョブステーシ
　ョンのホームページをご
　覧下さい。
しずおかジョブステーション東部

　☎055-951-8229
商工振興課　☎055-934-4749

市内に本社または事業所のある企業 20
社程度が参加する面接会です。ウェブ会議
アプリを使い、オンラインで開催します。
ライブ配信ですので企業への質問をリアル
タイムで行うことができます。ぜひ、ご参
加下さい。
と　き　10 月 17 日㈯、10 時～ 16 時
対　象　 市内に本社または事業所のある企

業に就職を希望する学生及び概
おおむ

ね
45 歳未満の人

※ 事前にパソコン・スマートフォン等にア
プリのインストールをお願いします。

※  Wi-Fi 環境での参加をおすすめします。
※ 参加方法や開催情報等の詳細は、沼津し
ごと応援サイト「ぬま job」をご覧下さい。

㈱東海道シグマ　☎0120-071-015
商工振興課　☎ 055-934-4749

勤労者のための教育ローン補助勤労者のための教育ローン補助
　静岡県労働金庫の教育ローンの利子を、
一部市が補助します。教育ローンに関する
相談会も行っていますので、ぜひご利用下
さい。
教育ローン補助
対象者　以下の条件を全て満たす人
　　　　①市内に１年以上居住している
　　　　② 同一の事業所に１年以上勤めている
　　　　③市税を完納している
資金使途　 大学・短大・高等専門学校等の受

験費用、進学・在学に関わる費用
対象限度額　300 万円
利子補給率　年 1.5％（最長５年）
教育ローン相談会
と　き　平日、９時～ 15 時
ところ　 ろうきん沼津ローンセンター（双葉町）
※上記時間に加え、水曜日 17 時～ 19 時、
　 日曜日９時～ 12 時、13 時～ 16 時にも
相談を受け付けています（要予約）。

※申込方法等の詳細は、お問い合わせ下さい。
ろうきん沼津ローンセンター

　☎055-926-5515
商工振興課　☎ 055-934-4749

労使間のトラブル、お悩み解決労使間のトラブル、お悩み解決
　県では、県民生活センターの労働相談窓
口にて、労使間のトラブルの相談を受け付
けています。
　また、相談内容によって、弁護士相談や
県労働委員会の「あっせん」制度を紹介して
います。「あっせん」では、あっせん員が、
公正・中立な立場で双方の主張を丁寧に聞
き取り、円滑な解決をお手伝いします。ま
ずはご相談下さい。

東部県民生活センター　☎055-951-9144
生活安心課　☎ 055-934-4700

ろうきん沼津ローンセンター（双葉町）

詳細は
こちら !

沼津しごと
応援サイト

詳細は
こちら！

　　　　（大手町）　　　　　　　　　
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沼津夜間救急医療センター　　☎926-8699 ※お間違いのないよう
　ご注意下さい。　　　 日の出町1-15

内　　科
　　　 平　 　日　　20時30分～翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時～翌朝7時　 　

小　児　科
　　　 平　 　日　　20時30分～翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時～翌朝7時　 　

外　　科
　　　 平　 　日　　20時30分～翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時～翌朝7時　 　

静岡こども救急電話相談　☎＃8000 または ☎054-247-9910夜間や休日のこどもの病気や怪我で
受診させるべきか迷ったときはこちらへ

静岡県広域災害救急医療情報システム　☎0800-222-1199近隣市町の協力医についてはこちらへ

協力医は変更される場合があります
事前に電話またはHPでご確認を!!

https://www.city.numazu.
shizuoka.jp/kyouryokui/

ホームページアドレス救急協力医テレホンサービス

☎055‒958‒0119

◉火災など災害情報テレホンサービス ☎ 055-926-0119 

内　科
平　　　日　 17時～21時
土　曜　日　 12時～18時
日曜日、祝休日　 8時～18時

小児科
平　　　日　 17時～21時
土　曜　日　 12時～18時
日曜日、祝休日　 8時～18時

外　科
平　　　日　 17時～21時
土　曜　日　 12時～18時
日曜日、祝休日　 8時～18時

10月 1 ㈭ あきやまクリニック986-6000 長泉町下土狩 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 池田病院 986-1212 長泉町本宿

2 ㈮ 髙遠内科クリニック926-8739 東椎路 すずきファミリー960-0333 一本松 金元整形 924-0112 松長

3 ㈯ 望星第一クリニック922-0222 柳町 光ケ丘小児科 987-2200 三島市光ケ丘 池田病院 986-1212 長泉町本宿

4 ㈰
おおい医院
沼津リハビリテーション
東名裾野病院

922-8886
931-1911
997-0200

北高島町
上香貫蔓陀ケ原
裾野市御宿

白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 沼津整形沼津大山クリニック
921-3791
954-2274

共栄町
大手町

5 ㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 田沢医院 962-1205 大手町

6 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 クボタ小児科 975-7984 三島市泉町 ひがしおかクリニック941-8269 清水町柿田

7 ㈬ 高田クリニック 962-1410 仲町 田中医院 921-2053 高島町 松原医院 962-1496 白銀町

8 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 西村医院 971-6510 長泉町下土狩 池田病院 986-1212 長泉町本宿

9 ㈮ なおきクリニック929-8555 東椎路 よざ小児科 967-5722 原 清水館医院 993-2323 裾野市茶畑

10 ㈯ さとやまクリニック939-8031 東原 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 聖隷沼津 952-1000 松下

11 ㈰
福士クリニック
清流クリニック
大庭クリニック

932-3553
941-8688
995-1123

下香貫藤井原
清水町堂庭
裾野市佐野

すずきファミリー960-0333 一本松 大沢クリニック
えがわ医院

929-1313
921-5148

若葉町
高島本町

12 ㈪ 鬼頭クリニック 999-4810 長泉町本宿 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 駿東整形 922-8855 高沢町

13 ㈫ 青沼クリニック 929-6205 大岡 大橋内科 ･小児科992-2800 裾野市佐野 守重医院 931-2511 我入道江川

14 ㈬ 望月医院 931-5362 下香貫宮脇 杉谷小児科 923-6543 筒井町 遠藤クリニック 975-8801 清水町久米田

15 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 池田病院 986-1212 長泉町本宿

16 ㈮ 武藤医院 931-0088 三園町 よざ小児科 967-5722 原 山本整形外科 989-8111 長泉町南一色

17 ㈯ 池田病院 986-1212 長泉町本宿 函南平出クリニック978-1366 函南町塚本 池田病院 986-1212 長泉町本宿

18 ㈰
あそうクリニック
ひがしおかクリニック
さくら胃腸科

929-7575
941-8269
994-1008

筒井町
清水町柿田
裾野市御宿

大橋内科 ･小児科992-2800 裾野市佐野 関外科五十嵐クリニック
921-2185
934-6700

花園町
志下

19 ㈪ 森医院 966-2017 石川 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 酒井医院 966-1755 今沢

20 ㈫ 南一色セントラル980-5777 長泉町南一色 18時～
三島メディカル 972-0711 三島市南本町 青木整形 922-0521 高島町

耳鼻科
８時～17時

10月

4㈰かみで耳鼻咽喉科 0545-53-3321富士市伝法 11㈰わかばやし耳鼻咽喉科 933-3311御幸町 18㈰長谷川耳鼻咽喉科 0545-30-8733富士市浅間本町

眼科
８時～17時

10月

4㈰むらまつ眼科 993-8855裾野市深良 11㈰中ノ森眼科 921-3217緑ヶ丘 18㈰永井眼科 980-1777三島市萩

産婦人科
８時～17時

10月

4㈰かぬき岩端医院 932-8189下香貫前原 11㈰市立病院 924-5100東椎路 18㈰聖隷沼津 952-1000松下

歯科
８時～17時

10月

4㈰笹本歯科 951-2815大手町 11㈰佐野歯科クリニック 951-0522大岡 18㈰サトウ歯科 966-2035石川

2020年

1010救急協力医月１日㈭～20日㈫


