平成

日曜開庁窓口のご案内

臨 時

毎年、3 月下旬から 4 月上旬は、転勤や就職などによる異動が多い時期
です。平日に手続きに来ることができない人は、次の日曜開庁窓口をご利
用ください。
市役所市民課 ☎ 055-948-2901
大仁地区

3 月 25 日（日） 4 月 1 日（日）

とき

今回の日曜開庁では

8：30 〜 12：00（共通）

市役所伊豆長岡庁舎

ところ

（16カ所）

公共料金の支払い、
パスポートの申請・受け取り
はできません。

（市民課、国保年金課のみ）
（韮山・大仁支所は開庁しておりません）

ご注意ください。

取扱業務

●転入、転出などの住民異動届 ●戸籍関係の届出 ●印鑑登録
●住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書、税証明などの交付
●通知カード・マイナンバーカードの受け取り（事前予約制）と申請

浮橋川

下流（浮橋 脇田橋）

BOD（前年比） 判定（前年比）
＊注 2
[mg/L]＊注 1
0.5（− 0.3） ＡＡ（→）
0.9（− 0.2） ＡＡ（↑）
0.5（− 0.6） ＡＡ（↑）
0.5（− 0.6） ＡＡ（↑）

上流（鍋沢市営住宅横）
下流（神田橋ひ管口）

1.0（± 0.0） ＡＡ（→）
0.6（− 0.5） ＡＡ（↑）

神島川
蛇田川
山田川
古川
年川

下流（伊豆長岡水源地横）
下流（神島 小山田川合流前）
下流（神島字小室 小室橋）
上流（田原野 川尻橋付近）
上流（長者原 伊豆市境付近）

0.6（− 0.7）
0.5（− 0.6）
0.8（− 0.4）
0.6（− 0.1）
0.5（− 0.4）

ＡＡ（↑）
ＡＡ（↑）
ＡＡ（↑）
ＡＡ（→）
ＡＡ（→）

江間川

下流（矢崎ひ管前）
下流（江間ひ管前）

4.4（− 0.7）
3.0（＋ 0.6）

Ｃ（↑）
Ｂ（→）

下流（大堤川合流前）
下流（長岡湯本バス停付近）
下流（国道 414 号福祉園バス停付近）
下流（長岡庁舎東側付近）
下流（長岡庁舎国道 414 号交差点南）
上流（墹之上楠用水ポンプ場北側）
下流（古奈ひ管口）
下流（富士見 堰口ひ管前）

0.9（− 0.8） ＡＡ（↑）
1.6（− 1.6） Ａ（↑↑）
2.1（− 2.9） Ｂ（↑）
0.5（− 0.8） ＡＡ（↑）
0.5（− 1.1） ＡＡ（↑）
2.5（− 8.2） Ｂ（↑↑↑）
1.6（＋ 0.1） Ａ（→）
2.0（− 0.1） Ａ（↑）

古川

上流（韮山反射炉横）
中流（南條橋）

0.5（− 0.6） ＡＡ（↑）
0.9（− 1.3） ＡＡ（↑↑）

洞川

上流（南條 真如入口付近）

1.5（− 2.3）

堂川

上流（山木簡水旧第一水源地付近）
下流（長崎 堂川排水機場）

0.5（− 0.5） ＡＡ（→）
2.1（− 0.6） Ｂ（→）

上流（奈古谷 毘沙門堂付近）
下流（奈古谷 毘沙門排水機場）

0.5（− 0.4） ＡＡ（→）
1.5（− 0.1） Ａ（→）

毘沙門川
舟口川

Ａ（↑↑）

0.5（− 0.2） ＡＡ（→）
上流（奈古谷 駒の湯温泉付近）
下流（奈古谷 リサイクルプラザ入口） 1.3（− 0.8） Ａ（↑）

山田茂樹

生物化学的酸素要求量のこと。水は、水中の微
生物が汚れの物質を分解することで、きれいにな
る浄化作用があります。その分解のときに消費す
る酸素の量を表したのが BOD。汚れがひどいほど
たくさんの酸素を必要としますので、値が大きい
ほど水が汚れていることになります。

伊豆市役所（伊豆市小立野）

＊注 2

判定基準は右表のとおり

相談日：毎週水・木曜日（年末年始・祝日は除く）
伊豆市市民課 ☎ 0558-72-9858

（環境省『生活環境の保全に関する環境基準』
（河
川）による）

BOD 濃度
1mg/L 以下

判定

慣用語

ＡＡ 非常にきれい

1 〜 2mg/L

Ａ きれい

2 〜 3mg/L

Ｂ やや汚れている

3 〜 5mg/L

Ｃ 汚れている

5 〜 8mg/L

Ｄ 特に汚れている

8 〜 10mg/L

Ｅ 非常に汚れている

善につながります︒

します︒

※平成 29 年 11 月に実施した調査結果です
※ＢＯＤは、採取時期や気候などの条件により多少変動があります。

上表の補足説明
＊注 1 BOD って何？

市役所環境政策課
☎ 0558-76-8002

たちの生活に密接につながって

鍋沢川

きれいな水の循環のために︑公共下

0.5（− 0.5） ＡＡ（→）
1.0（− 0.2） ＡＡ（↑）

いる水︒この水が家庭や事業所

中流（守木平石地区）
下流（宗光寺川との合流箇所前）

水道への接続︑合併処理浄化槽の設置︑

谷戸川

から汚れた水として河川に排出される

下流
（田京字大庭と田京山田との字界） 0.9（− 0.3） ＡＡ（↑）

設置後の適切な管理の実施をお願い

山田川

と︑川が汚れてしまいます︒

中流（宗光寺浄水施設横）
0.5（− 0.5） ＡＡ（→）
下流（宗光寺川・狩野川合流箇所上流） 0.5（− 0.5） ＡＡ（→）

私たち一人ひとりが心がけ︑汚れた

宗光寺川

（9カ所）

29

水を流さないことが︑河川の水質の改

あなたも狙われるカモ！悪質商法にご用心〇

︵文と絵︶ 司法書士

れた場合は︑ハガキでこの

再び増加！
ハガキによる架空請求に注意を！

﹁総合消費料金未納分訴

訟最終通知書﹂などと題し︑ ような通知がされることは

﹁ 総 合 消 費 料 金 に つ い て︑ ありません︒このようなハ

2018.3.1

ガキが届いた場合は︑次の

11

契約会社ないしは運営会社

伊豆の国市市民課

対応をとるようにしてくだ

時間（共通）
相談日：毎週月・金曜日
9：00 〜 16：00
（祝日は除く。
（12：00 〜 13：00 は除く） 月曜日が祝日の場合は火曜日）

から民事訴訟として訴状の

伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎

さい︒

【消費生活相談】

提出がされたことを通知し

①ハガキに記載された電話

ま す ﹂ と し て︑﹁ 東 京 都 ○

○区○○民事訴訟管理セン

番号には絶対に電話をし

ない︒

②心配な場合は︑すぐに市

役所に電話相談をする︒

ター﹂といったもっともら

しい差出人名称を名乗る架

空請求があります︒

ここ最近はメールによる

ものが多い印象

で し た が︑ 近 年︑

再びこのような

文面でハガキを

送るタイプが増

えてきています︒

既にこの連載

でもお伝えして

い ま す が︑ 本 当

に裁判を起こさ

あやしいハガキにご注意を！

108

深沢川

上流（市民の森浮橋付近）
中流（小草原下橋付近）
下流（鍋沢川神田橋ひ管上流）

長岡川
大堤川
伊豆長岡
別所川
地区
戸沢川
（10カ所）
長瀬川
楠用水
古奈川
天野原川

韮山地区

測定点

私

※マイナンバーカードの受け取りは、マイナンバーカードの交付申請をし、
交付通知書がお手元に届いてから予約が可能になります。ご注意ください。
※交付可能な税証明書は、所得証明書、課税（所得）証明書、非課税証明書、
評価証明書、評価通知書、公課証明書のみです。
※公共料金の支払い、パスポートの申請・受け取りはできません。

河川名

年度河川水質調査結果をお知らせします

区

きれいな水のために
できること

地

市役所

☎ 055-948-2901

2018.3.1
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