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令和２年度採用南伊豆町職員募集
採用職種 土木技師、建築技師、保健師、保育教諭
採用人数 土木技師、建築技師、保健師 各若干名
保育教諭 ２名
受験資格 大卒・短大卒程度（修業年数２年以上の専門
学校を含む）
●土木技師 昭和60年４月２日以降に生まれた方で、
次のいずれかを満たす方
①土木施工管理技士の資格を有する方（令和２年３
月までに資格取得見込を含む）
②学士（工学）および同種の学士並びに短期大学士
または土木の専門課程を履修した方（令和２年３
月卒業見込を含む）
③２級土木施工管理技士の受験資格を満たす方
●建築技師 昭和60年４月２日以降に生まれた方で、
次のいずれかを満たす方
①建築士の資格を有する方（令和２年３月までに資
格取得見込を含む）
②学士（工学）および同種の学士並びに短期大学士
または建築の専門課程を履修した方（令和２年３
月卒業見込を含む）
③二級建築士等の受験資格を満たす方
●保健師
昭和55年４月２日以降に生まれた方で、
保健師資格を有する方（令和２年３月までに資格取
得見込の方を含む）
●保育教諭 昭和60年４月２日以降に生まれた方で、
保育士および幼稚園教諭の両資格を有する方（令和
２年３月までに両資格取得見込を含む）
※日本国籍を有しない方および地方公務員法第16条の
欠格条項に該当する方は受験できません
日時 第１次試験 ７月28日（日）
場所 第１次試験 静岡県下田総合庁舎（下田市中531-1)
内容 第１次試験 職場適応性検査、教養試験
専門試験（土木・建築・保健師・保
育教諭）
第２次試験 面接試験等。詳細については、第１
次試験合格者に別途通知
申込期限 ５月27日（月）～６月17日（月）
※郵送の場合、６月17日（月）消印有効です。
申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、総務課に提
出。申込書の郵送を希望する場合は120円切手を貼っ
た返信用封筒（角２：A4判用）を、同封し総務課総務
係宛に郵送してください。
申込・問合せ 総務課 総務係 ☎６２－６２１１
（郵送先）〒415-0392 南伊豆町下賀茂315-1

賀茂地域で不審電話が多発中！
テレビ局や銀行の職員等を名乗り、
家族構成やカード情報を尋ねる電話が
相次いでいます。
これらは強盗の下調べや詐欺なので
回答せず、録音機器など迷惑・悪質電
話防止装置を活用しましょう。

問合せ

下田警察署管内防犯協会
☎２７－２７６６

認知症予防教室参加者募集
この教室は、ファイブ・コグ検査により自身の「脳
の元気度」を知り、生活習慣病を中心に認知症の予防
について学ぶ教室です。認知症予防には早期発見・早
期対応が大切です。ぜひご参加ください。
日時 ①６月６日（木）13：30～15：30
②６月13日（木）13：30～15：30
③６月20日（木）10：00～12：30
場所 健康福祉センター
内容 ①ファイブ・コグ検査、講話「認知症の基礎知識 」
②結果説明、講義および実習「生活習慣病予防運
動編」
③講義「生活習慣病予防食事編」、調理実習
対象者 60～79歳の町民（要介護認定を受けていない方 ）
定員 20名（先着順）
申込期限 ５月31日（金）
申込方法 電話による事前予約
申込・問合せ 地域包括支援センター ☎３６－３３３５

経済センサス - 基礎調査の実施
６月１日（土）から11月末にかけて、「経済センサ
ス‐基礎調査」が実施されます。
この調査は、すべての産業分野における事業所の活
動状態等の基本的構造を全国および地域別に明らかに
するとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調
査の母集団情報を整備することを目的としています。
調査は、調査員証を携帯した調査員が町内すべての
事業所の活動状態を確認し、一部の事業所には調査票
の配布を行い、調査を行います。
調査へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。
問合せ 企画課 情報政策係 ☎６２－６２８８

看護師再就業準備講習会の開催
日時 ７月２日（火）、３日（水）、４日（木）
場所 三島総合病院（三島市谷田藤久保２２７６）
内容 最近の看護の動向、看護基礎技術の演習
対象者 看護の仕事をしていない看護職免許保有者
申込方法 電話または所定の用紙をファックスで送付
申込期限 ６月24日（月）
費用 無料（託児費一部補助あり）
申込・問合せ （公社）静岡県看護協会 静岡県ナース
センター東部支所 ☎０５５－９２０－２０８８
※ＦＡＸは上記電話番号と同じ番号となります

６月のカレンダー
１ 南中小学校運動会
（土）
２
（日）

１６
（日）
１７ 教育相談（１３：３０～１６：００）図書館
（月）[問]教育委員会 ☎６２－０６０４

日本脳炎予防接種１期１回目（１３：００～１３：１５）役場
[問]健康増進課 ☎６２－６２５５
３ 手話教室（１０：００～１２：００）健康福祉センター
（月）[問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
教育相談（１３：３０～１
６：００）図書館
[問]教育委員会 ☎６２－０６０４
ことばの教室（時間要相談）南伊豆認定こども園
４ ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
（火）人権相談（１０：００～１５：００）郷土館２階小会議室
[問]町民課 ☎６２－６２２２

１８
（火）
１９
（水）
カフェみなと（１３：３０～１５：３０）みなとの園

５
（水）

２０ [問]地域包括支援センター ☎３６－３３３５
（木）障害のある人のための相談会（１３：３０～１５：３０）役場

６
（木）

２１
（金）

※要予約

[問]福祉介護課

☎６２－６２３３

育児相談（１
０：００～１
１：３０）地域子育て支援センター

７ [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
２２
年金相談
（９：３０～１
１：３０、１３：００～１４：００）下田市役所（土）
（金）
※要予約

[問]下田市市民保健課

☎２２－３９２２

８ 南上小学校運動会
（土）南伊豆東小学校運動会

２３
（日）

９
（日）

２４ [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
（月）教育相談（１３：３０～１６：００）図書館

１０ 教育相談（１３：３０～１６：００）図書館
（月）[問]教育委員会 ☎６２－０６０４
１１ こども相談会（時間要相談）健康福祉センター
（火）※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

２５
（火）
２６
（水）

１２
（水）

２７ ～１３：４５）健康福祉センター [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
（木）手話教室（１０：００～１２：００）健康福祉センター

１３ 手話教室（１０：００～１２：００）健康福祉センター
（木）[問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６

２８ 日本脳炎予防接種１期２回目（１３：００～１３：１５）役場
（金）[問]健康増進課 ☎６２－６２５５

日本脳炎予防接種１期２回目（１３：００～１３：１５）役場
[問]教育委員会 ☎６２－０６０４

１歳６か月児健康診査（１３：１５～１３：３０）、
３歳児健康診査（１３：３０
[問]社会福祉協議会

☎６２－３１５６

麻疹・風疹１期、水痘初回予防接種（１３：００～１３：１５）役
場 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
行政相談（１
０：００～１５：００）健康福祉センター
１４ [問]町民課 ☎６２－６２２２
２９
（金）年金相談（９：３０～１１：３０、１３：００～１４：００）郷土館２階（土）
※要予約 [問]町民課 ☎６２－６２２２
心配ごと相談（９：００～１５：００）健康福祉センター
[問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６

１５ スカイランタンナイトin南伊豆（１６：００～２０：００）青野 ３０
（土）川ふるさと公園 [問]観光協会 ☎６２－０１４１
（日）
※広報発行時の予定ですので、変更になる場合があります。

分別収集
１０日（月）、２４日（月）…
１１日（火）、２５日（火）…
１２日（水）、２６日（水）…
１３日（木）、２７日（木）…
１４日（金）、２８日（金）…

立岩・吉田・妻良・子浦・落居・伊浜・一町田・平戸・天神原・蛇石・市之瀬・川合野・青野
一條・毛倉野・岩殿・下小野・上小野・石井・加納・上賀茂
湊・青市
手石・下流・大瀬・石廊崎・中木・入間
下賀茂・差田・吉祥・二條

