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教育相談のお知らせ
町では、児童生徒や保護者をはじめ、広く町民の方
からの教育に関する相談に応じています。
教育相談の内容は秘密厳守となっていますので、認
定こども園や学校での生活、子育て、学習や交友関係
などの悩みがある際は、お気軽にご相談ください。
令和３年度の教育相談員は、令和２年度まで南中小
学校長を務めていた長谷川隆弘さんです。
なお、初めて教育相談を利用される方は、事前にお
申し込みください。
日時 毎週月曜日 13：30～16：00(祝日を除く)
場所 図書館
申込・問合せ 教育委員会 学校教育係
☎６２－０６０４

急傾斜地パトロールの実施
「土砂災害防止月間」および「がけ崩れ防災週間」
に伴い、急傾斜地パトロールを実施します。
パトロールでは、県の施設である擁壁などを点検す
るため、下田土木事務所職員などが必要に応じて皆さ
まの敷地に立ち入ることがありますので、ご理解・ご
協力をお願いします。
期間 土砂災害防止月間 ６月１日(火)～30日(水)
がけ崩れ防災週間 ６月１日(火)～７日(月)
問合せ 地域整備課 建設整備係 ☎６２－６２７７
下田土木事務所 維持管理課 ☎２４－２１１８

福祉サービス第三者評価調査者
養成研修受講者募集
期間

①８月23日(月)～９月５日(日)
②９月７日(火)～10月７日(木)の間に３日間
場所 静岡県総合社会福祉会館シズウエルほか
内容 ①動画配信（８科目、計9 0 0分程度）
②保健所・障害者支援施設などでの実習
対象者 以下の要件のいずれかまたは両方を満たす方
・組織運営管理業務３年以上の経験者、またはこれと
同等の能力を有していると認められる方
・福祉、医療、保健分野の有資格者もしくは学識経験
者（当該業務３年以上の経験者）
申込方法 受講申込書等の提出が必要になります。詳細
については以下までお問い合わせください。
申込期限 ６月30日(水)
定員 30人（先着順）
受講費用 ３万円
申込・問合せ 静岡県福祉指導課 法人児童指導班
☎０５４－２２１－２３２２ F A X ０５４－２２１－２１４２
✉houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp

特殊詐欺にご注意を！
◎ＮＴＴなどを騙った「お支払い
確認が取れていない」というシ
ョートメール
◎民事訴訟管理センターなどを騙
った「消費料金未納」というハガキや封書
このようなメールやハガキは詐欺です。身に覚え
のない請求は無視しましょう。
問合せ

下田警察署管内防犯協会

☎２７－２７６６

保育出張相談会の開催
日程・場所
日程

場所

５月26日(水)

ハローワーク清水

６月16日(水)

ハローワーク焼津(BiVi藤枝)

６月30日(水)

静岡市役所清水庁舎

８月19日(木)

静岡市駿河区役所

９月７日(火)

ハローワーク静岡

９月21日(火)

ハローワーク富士宮

10月13日(水)

ハローワーク磐田

11月17日(水)

ハローワーク掛川

12月９日(木)

ハローワーク静岡

12月15日(水)

ハローワーク沼津・三島

令和４年２月５日(土)

ハローワーク浜松

令和４年２月16日(水)

ハローワーク清水

時間 各回13：30～15：30
内容 保育士による講話などミニセミナー、事業案内、
就職準備金案内などの相談、保育士・保育所支援セン
ター相談ブースや求人中保育事業所ブースの出展など
対象者 潜在保育士、保育士を目指す方、保育士の仕事
に興味がある方など
問合せ 〒４２０－０８５６ 静岡市葵区駿府町1-70
社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会 静岡県・静岡
市 保育士・保育所支援センター（静岡県社会福祉人
材センター内）人材課 ☎０５４－２７１－２１１０
F A X ０５４－２７１－２１１０

電波利用環境保護周知啓発強化期間
電波の利用にはルールがあります。無線機器を使用
する際は、必ず「技適マーク」が付いているか確認し
てください。また、外国規格の無線機器は、防災行政
用無線やテレビ放送等に妨害を与える恐れがあり、国
内では使用できません。
期間 ６月１日(火)～10日(木)
問合せ 総務省東海総合通信局
・不法無線局の相談 ☎０５４－９７１－９１０７
・テレビ等の受信障害の相談 ☎０５２－９７１－９６４８

小型家電のボックス回収終了
役場１階および清掃センターで実施していた小型家
電のボックス回収は終了しました。今後、小型家電は
粗大ごみとしてお出しください。
問合せ 生活環境課 生活環境係 ☎６２－６２７０

６月のカレンダー
１ 人権相談（10：00～15：00）郷土館２階小会議室
(火) [問]町民課 ☎６２－６２２２

16
(水)
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
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
障害のある人のための相談会（13：30～15：30）役場
※要予約 [問]福祉介護課 ☎６２－６２３３

２
(水)

17
(木)

３ 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
４ 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

18
(金)
19
(土)

５ ごみ減量化推進週間（最終日）
(土) [問]生活環境課 ☎６２－６２７０

20
(日)

６
(日)

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

７ [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
(月) 手話教室（10：00～12：00）健康福祉センター

22
(火)

８ こども相談会（時間要相談）町内の認定こども園
(火) ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

23
(水)

９
(水)

24 指定）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

10
(木)
11
(金)
12
(土)
13
(日)
14 教育相談（13：30～16：00）図書館
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４

25
(金)
26
(土)
27
(日)
28 教育相談（13：30～16：00）図書館
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
29
(火)

[問]社会福祉協議会

☎６２－３１５６

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
[問]社会福祉協議会

行政相談（10：00～15：00）健康福祉センター

15 [問]町民課 ☎６２－６２２２
(火) 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

☎６２－３１５６

30 日本脳炎１期初回１回目予防接種（13：00～13：15）役場
(水) [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

同報無線放送の内容は、以下の番号に電話することで自動音声確認ができます。
内容を再度確認したい際などにご活用ください。
☎０５５８－６２－２１２１（携帯電話からの発信も可）※通話料は利用者負担となります
※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
14日(月)、28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
15日(火)、29日(火)…石井・加納・上賀茂・一條・下小野・上小野・岩殿・毛倉野
16日(水)、30日(水)…湊・青市
17日(木)、７月１日(木)…石廊崎・大瀬・下流・手石・入間・中木
18日(金)、７月２日(金)…二條・下賀茂・差田・吉祥

