お知らせ

福祉に携わる人へ

お知らせ

悩まずにご相談ください

介護職員初任者研修などの
受講料の一部を助成します
申込み・問合先／福祉課（979-8126）

町では、福祉施設などの人材を確保し、介護技

お知らせ

自死遺族支援事業
「すみれ相談」、「すみれの会」

３R でごみの減量を

不用品の再利用とごみの減量
フリーマーケットを開催

申込み・問合先／静岡県精神保健福祉センター（054-286-9245）

たは実務者研修を終了し、町内の福祉施設などに

日時／原則第１・第３水曜日

一定の期間就労された人に対して、研修受講料の

場所／静岡県精神保健福祉センター（静岡市駿

COOL チャレンジ実行委員会によるクルポ事業の

一部を助成します。

河区有明町 2-20）ほか

紹介と県民運動の PR も行います。皆さんお誘い

その他／電話相談は随時行っています（受付時

合わせのうえ、ご来場ください。

間：平日８時 30 分～ 17 時）。

○日時

介護職員初任者研修または実務者研修を終了し

13 時～ 16 時

た人のうち、次の①または②に該当する人

日

①研修終了前に町内の福祉施設などに就労して

６月５日

精神保健福祉センター

11 月６日

精神保健福祉センター

いる場合／研修を終了後も引き続き町内の福

６月 19 日

富士健康福祉センター

11 月 20 日

中部健康福祉センター

７月３日

精神保健福祉センター

12 月４日

精神保健福祉センター

７月 17 日

賀茂健康福祉センター

12 月 18 日

西部健康福祉センター

か月以内に町内の福祉施設などに就労し、６

８月７日

精神保健福祉センター

１月８日

精神保健福祉センター

か月を経過した人

８月 21 日

御殿場健康福祉センター

１月 15 日

富士健康福祉センター

９月４日

精神保健福祉センター

２月５日

精神保健福祉センター

研修対象経費（受講料および教材費）の 2 分

９月 18 日

熱海健康福祉センター

２月 19 日

熱海健康福祉センター

の１以内（上限 50,000 円）

10 月２日

精神保健福祉センター

３月４日

精神保健福祉センター

10 月 16 日

東部健康福祉センター

３月 18 日

中部健康福祉センター

祉施設などに就労し、6 か月を経過した人
②研修終了後、新たに町内の福祉施設などに就
労する場合／研修を終了した日の翌日から 3

○助成金額

○申込み
次の①～⑤の提出書類を用意し、福祉課窓口で
お申し込みください。申請書、実務経験証明書
は福祉課窓口で配布しています。
提出書類／①申請書②研修の受講料領収証の写
し③研修の終了証明書または受講終了を証明す
る書類の写し④町内の福祉施設などに 6 か月
以上勤務していることを証明する実務経験証明
書⑤他の同種の補助を受けている場合、そのこ
とがわかる書類

○その他

場

所

日

程

場

所

〔各地区福祉センター住所〕
富士健康福祉センター：富士市本市場 441-1
賀茂健康福祉センター：下田市 中 531-1
御殿場健康福祉センター：御殿場市竈 1113
熱海健康福祉センター：熱海市水口町 13-15
東部健康福祉センター：沼津市高島本町 1-3
中部健康福祉センター：藤枝市瀬戸新屋 362-1
西部健康福祉センター：磐田市見付 3599-4

○東部わかちあい すみれの会（自死遺族のつどい）
予約不要です。当日直接会場にお越しください。
日時／６月 15 日、７月 20 日、８月 17 日、９
月 21 日、10 月 26 日、11 月 16 日、12 月 21 日、

他の機関から補助を受けている場合は、補助を

令和２年１月 18 日、令和２年２月 15 日、令和

受けている金額を差し引いた額が助成対象額と

２年３月 21 日の土曜日（原則毎月第３土曜日に

なります。

開催、10 月のみ第４土曜日に開催） 13 時 30

ご不明な点や詳細はお問い合わせください。

分～ 15 時 30 分（受付：13 時 20 分～）
場所／ぬまづ健康福祉プラザ
づ（沼津市日の出町 1-15）
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問合先／都市計画課（979-8117）

量、リサイクル推進のためフリーマーケットを開
催します。また、液肥の無料配布、ふじのくに

６月 9 日（日）９時～ 12 時

６月～令和２年３月までの日程・会場
程

無料の耐震診断から
始めませんか

家庭に眠っている不用品の再利用とごみの減

○すみれ相談（個別相談）
予約制です。事前に電話でお申し込みください。

町に住民登録がある人で、町税に滞納がなく、

昭和 56 年５月以前の木造住宅

問合先／環境衛生課（979-8112）

術の質の向上を図るため、介護職員初任者研修ま

○対象

お知らせ

サンウェルぬま

※雨天中止

○場所
函南町役場

東側駐車場

○その他
駐車スペースに限りがあります。柏谷公園南側
駐車場から役場行きのシャトルバスを運行しま
す。8 時 45 分から随時運行します。

いつ起こるかわからない大地震に備えるため、
町では昭和 56 年５月 31 日以前に着工した木造
住宅を対象に耐震診断を行い、補強計画の作成と

お知らせ

水防技術の向上のために

台風シーズンに備える
「函南町水防訓練」
問合先／総務課（979-8102）

台風到来などに備え、水防技術の向上と防災関

補強工事の費用を補助します。

○耐震補強の流れ
①無料耐震診断（わが家の専門家診断）
昭和 56 年５月 31 日以前に着工された木造
住宅を無料で専門家が診断します。
②補強計画作成

係機関との連携強化を図るため函南町水防訓練を

無料耐震診断で倒壊のおそれがあると診断さ

実施します。訓練中に消防車のサイレンが鳴りま

れた木造住宅の補強計画を作成する場合、上

す。ご注意ください。

限 96,000 円の補助が受けられます（１棟に

○日時
６月 30 日（日）８時～ 10 時 30 分（予定）

○場所
肥田簡易グランド

○内容
土のうによる水防工法など

○協力

つき費用の３分の２以内）。
※高齢者のみが居住する住宅などは上乗せあり
（上限 144,000 円）
③耐震補強工事
補強計画に基づいて耐震補強工事をする場合、
最大 65 万円（高齢者のみが居住する住宅な
どは最大で 85 万円）の補助が受けられ、所
得税の還付や固定資産税の減額が受けられます。

○その他

田方北消防署、函南町議会、函南町建設事業防

道路に接した危険なブロック塀の撤去・改善な

災協力会、各区自主防災会など

どの費用補助も行っています。詳細はお問い合
わせください。

広報

５月号
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