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新型架空料金請求ハガキに注意！
圧着フィルムが貼られ、「重要」
と記載されている架空料金請求詐欺
のハガキによる被害が県内で増加し
ています。ハガキには問い合わせ促
す内容が書かれていますが、身に覚
えが無い場合は、問い合わせ先に連
絡しないでください。
問合せ

下田警察署管内防犯協会 ☎２７－２７６６

令和３年度畜犬登録および狂犬病予防注射日程

道の駅下賀茂温泉湯の花 足湯の提供終了について

犬の飼い主は、犬の登録と年１回の狂犬病予防注射
を行う義務があります。
日時 下表を参照してください。
手数料 登録 ３，
０００円（１頭）
予防接種 ３，
５００円（１頭）
※支払いは、おつりの出ないようにお願いします。
持ち物 ハガキ、愛犬手帳
その他 新規登録を行う方は、飼い主の住所、氏名、電
話番号、犬の種類、犬の名前、性別、生年月日をメモ
した上でご来場ください。
問合せ 生活環境課 生活環境係 ☎６２－６２７０

道の駅下賀茂温泉湯の花にある足湯は、施設の老朽
化に伴い、３月31日をもちまして提供を終了します。
問合せ 商工観光課観光推進係 ☎６２－６３００

月日

５月７日
(金)

５月 10 日
(月)

５月 11 日
(火)

時間
９：10～９：20
９：30～９：45
９：50～10：05
10：15～10：35
10：45～11：00
11：10～11：20
11：25～11：35
11：45～11：55
12：45～12：50
13：00～13：05
13：15～13：20
13：30～13：40
13：50～14：00
９：00～９：15
９：25～９：35
９：45～９：55
10：05～10：15
10：25～10：35
10：45～10：55
11：05～11：15
11：25～11：35
11：45～11：55
12：05～12：15
13：15～13：25
13：30～13：40
13：50～13：55
14：05～14：15
14：25～14：35
９：10～９：20
９：30～９：40
９：45～９：55
10：00～10：10
10：15～10：25
10：35～10：40
10：45～10：55
11：05～11：15
11：25～11：35
11：40～11：50

場所
長田建設工業㈱駐車場
青市上組消防小屋前
青市消防詰所前
湊コミュニティセンター
手石公会堂
平山建築前（小稲）
下流公民館
大瀬公民館
石廊崎区事務所
中木生活改善センター
入間生活改善センター
差田公民館
吉祥コミュニティセンター
毛倉野公会堂
上小野農産物集荷場前
下小野高齢者センター
青野公会堂
川合野公会堂
市之瀬高齢者活動促進センター
蛇石停留所
天神原集会所
一町田公民館
伊浜集荷所
五十鈴公民館
西子浦生活改善センター
落居旅路前
旧妻良公会堂跡地
立岩公会堂
二條コミュニティセンター
加納生活新興センター
南伊豆町立図書館前
石井区集会場
上賀茂公会堂
一條コミュニティ広場
一條竹の子村前
下賀茂消防詰所前
下賀茂公会堂
役場駐車場

第１種電気工事士免状の取得申請について
電気工事士法施行規則の一部を改正する省令の施行
に伴い、令和３年４月１日申請受付分から、免状の取
得に必要な実務経験年数が「５年以上」から「３年以
上」に短縮されます。
申請に必要な書類
・電気工事士免状交付申請書
・実務経験証明書
※申請に必要な様式等は、静岡県ホームページにて
ダウンロード可
・試験合格通知書（ハガキ原本を提出）
・顔写真２枚（縦４cm×横３cm）
・静岡県収入証紙 6,000円分
・返信用封筒（長形３号など定型縦長サイズのものに
送り先の住所・氏名を記入）
申請方法 持参または直接持ち込み
注意事項
・電気主任技術者免状所持者が試験合格を経ずに「認
定」として申請する場合には、従前どおり５年以上
の実務経験が必要です。
・郵送提出の場合、簡易書留で郵送してください。
申請・問合せ 〒４２０－８６０１ 静岡市葵区追手町９－６
静岡県経済産業部 商工振興課 ☎０５４－２２１－２５１２

静岡県警察官募集
令和４年４月採用予定の警察官Ａ（大学卒業または
卒業見込み）を募集します。募集の詳細については、
下田警察署またはお近くの交番・駐在所までお問い合
わせください。
申込期限
４月５日(月)
第１次試験 ５月９日(日)
問合せ 下田警察署警務課 ☎２７－０１１０

令和３年度 第１回不動産無料相談会の実施
日時 ４月２日(金) 10：00～16：00
場所 東部会場 ふじさんめっせ会議室兼小展示場
（富士市柳島１８９－８）
内容 価格、賃料、売買、交換、借地、借家、相続、贈
与、鑑定評価、その他不動産に関することの相談。
申込方法 当日会場で受付（締切15：30）
その他 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によ
り、中止となる場合があります。
申込・問合せ 公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会
☎０５４－２５３－６７１５

４月のカレンダー
１
(木)

16 育児相談（10：00～11：30）子育て支援センター
(金) [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

２
(金)

17
(土)

３
(土)

18 プレママ・パパセミナー（13：15～）道の駅開国下田みなと
(日) ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

４
(日)

19 教育相談（13：3０～16：00）図書館
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
手話教室（10：00～12：00）健康福祉センター

５ [問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
(月) 教育相談（13：3０～16：00）図書館

20 南伊豆町長選挙告示日
(火)

６
(火)

21
(水)

７ 麻疹・風疹２期（13：00～13：15）役場
(水) [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

22 [問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
(木) １歳６か月児健康診査（時間個別指定)、３歳児健康診査（時間個別

８ 年金相談（９：00～12：00、13：00～14：00）下田市役所
(木) ※要予約 [問]下田市市民保健課 ☎２２－３９２２

23
(金)

９ 麻疹・風疹２期（13：00～13：15）役場
(金) [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

24
(土)

[問]教育委員会

☎６２－０６０４

手話教室（10：00～12：00）健康福祉センター
指定）健康福祉センター

[問]健康増進課

南伊豆町長選挙投開票日
投票（７：00～18：00）町内各投票所（８か所）
開票（20：00～）役場 湯けむりホール
[問]南伊豆町選挙管理委員会 ☎６２－６２１１
プレママ・パパセミナー（13：15～）下田市役所
※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

10
(土)

25
(日)

11 プレママ・パパセミナー（13：15～）健康福祉センター
(日) ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

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

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

27
(火)

13 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

28
(水)

14
(水)

29 昭和の日
(木)

15
(木)

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
手話教室（10：00～12：00）健康福祉センター
[問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
ことばの教室（時間要相談）町内の認定こども園
※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

☎６２－６２５５

30
(金)

※広報発行時の予定ですので、新型コロナウイルス感染症予防の影響等により変更となる場合があります。

分別収集
12日(月)、26日(月)…蛇石・平戸・市之瀬・川合野・青野・立岩・吉田・妻良・子浦・落居・伊浜・一町田・天神原
13日(火)、27日(火)…石井・加納・上賀茂・一條・下小野・上小野・岩殿・毛倉野
14日(水)、28日(水)…湊・青市
15日(木)、29日(木)…石廊崎・大瀬・下流・手石・入間・中木
16日(金)、30日(金)…二條・下賀茂・差田・吉祥

