


区分 時間

勤務時間 ７時間45分　　

開始時間 午前８時15分　

終了時刻 午後５時　　　

休憩時間 正午～午後１時

区分 取得日数（平成29年１月～12月）

１人当たりの平均 8.9日

区分
対象312人

時間数 手当額

総数 57,684時間 117,633,670円

１人当たり   185時間    377,030円

区分 育児休業 部分休業など

市長部局など 女性 ７人 ４人

教育委員会 女性 １人 ０人

合計 女性 ８人 ４人

部門
一般行政 特別行政 公営企業会計

合計
議会 総務 税務 民生 衛生 農林水産 商工 土木 小計 教育 消防 小計 水道 国保介護 小計

29年度 ５ 80 22 93 34 18 25 33 310 31 ０ 31 ９ 21 30 371

30年度 ５ 86 20 89 38 17 14 39 308 33 ０ 33 ９ 23 32 373

増減数 ０ ６ ▲２ ▲４ ４ ▲１ ▲11 ６ ▲２ ２ ０ ２ ０ ２ ２ ２

職員数（Ａ）
給与費 １人当たりの給与費

（Ｂ /Ａ）給料 職員手当 期末勤勉手当 計（Ｂ）

371人 1,196,424,368円 225,995,580円 465,155,267円 1,887,575,215円 5,087,803円

区分 平均年齢 平均給料月額
（基本給）

平均給与月額
（基本給＋諸手当）

平均給与月額
（国ベース）

牧之原市 41.1歳 305,100円 358,819円 330,816円

静岡県 42.5歳 336,011円 434,642円 374,264円

国 43.6歳 330,531円 - 410,719円

区分 大学卒 短大卒 高校卒

牧之原市 179,200円 159,800円 147,100円

静岡県 185,800円 165,700円 151,500円

国 179,200円 - 147,100円

区分 期末手当 勤勉手当 計

６月期 1.225カ月 0.90カ月 2.125カ月

12月期 1.375カ月 0.90カ月 2.275カ月

計 2.600カ月 1.80カ月 4.400カ月

区分 月額

部長 77,400円

参事兼課長 72,700円

参事以外の課長 66,400円

園長 41,600円

区分 自己都合など 早期退職・定年

勤続20年 19.6695カ月 24.586875カ月

勤続25年 28.0395カ月 33.270750カ月

勤続30年 34.7355カ月 40.803750カ月

勤続35年 39.7575カ月 47.709000カ月

最高限度 47.7090カ月 47.709000カ月

区分 月額

配偶者 6,500円

父母・祖父母  6,500円

子（15歳以上22歳未満） 15,000円

子（15歳未満）・孫 10,000円

区分 指数

ラスパイレス指数 97.2

区分
給料月額
など

期末手当
支給割合

退職手当

支給額 支給方法

給料

市長 810,000円 ６月分 2.125カ月
12月分 2.275カ月
　計　 4.400カ月

給与月額×在職期間（年）×500/100

任期ごと副市長 640,000円 給与月額×在職期間（年）×300/100

教育長 590,000円 給与月額×在職期間（年）×220/100

報酬

議長 360,000円 ６月分 1.825カ月
12月分 1.775カ月
　計　 3.600カ月

 副議長 290,000円

議員 270,000円







標準化該当比（県基準）

85未満 かなり少ない

85以上～100未満 少ない

100以上～115未満 多い

115以上 とても多い

＜材料（４人分）＞

生鮭　　　　　４切れ
塩・こしょう　少々
ブロッコリー　中１株
玉ねぎ　　　　１/２個
エリンギ　　　１/２パック
しめじ　　　　中１株

油　　　　　　小さじ１
酒　　　　　　大さじ２
バター　　　　大さじ１
ぽん酢　　　　大さじ２

＜作り方＞

① 生鮭は骨を取り除き、４等分くらいに切って塩・こしょうをふっておく。
　 ブロッコリーは子房に分け、耐熱容器に入れてラップをし、レンジで２～３分
　 加熱しておく。玉ねぎは薄切り、エリンギは拍子木切り、しめじは石づきを取
　 り、子房に分けておく。

② フライパンを火にかけて油をひき、皮を下にして生鮭を焼く。
   焼き目が片面ついたらひっくり返し、焼き目がついて全体に火が通ったらフラ
　 イパンから取り出す。同じフライパンに玉ねぎ・エリンギ・しめじを入れたら
　 酒を回し入れ、 蓋をして２分蒸し焼きにする。

③ ２分経ったら蓋を開け、ブロッコリー・バター・ぽん酢を入れて軽く炒める。
   ②の鮭とともに皿に盛る。

＜１人分の栄養価＞

エネルギー たんぱく質 脂質 塩分

193kcal 20.2g 7.7g 0.9g

質　問 ① ０点 ② １点 ③ ２点

１ あなたの食べる量は、同世代の同性と比べてどうですか 少なめ
～ふつう 多め かなり多め

あなたが好んで食べている味付けは、外食の味付けと比
べてどうですか

うす味 同じくらい 濃いめ

３ 寿司や刺身につけるしょうゆの量はどれくらいですか 少なめ 刺身の
片面くらい たっぷり

４
食卓で、味の付いた料理にしょうゆ、ソース、塩、ぽ
ん酢などの調味料を使いますか
（例：漬物や干物にしょうゆ、カレーにソースなど）

ほとんど
使わない

味が足りな
い時に使う

使うこと
が多い

寿司、炊き込みご飯、チャーハン、丼物、カレーライス、
オムライスなど味の付いたご飯類（主食）

週１回以下 週２～４回 週５回以上

６ ラーメン、うどん、そばなど、主に汁のある麺類 週１回以下 週２～４回 週５回以上

７ 麺類の汁はどれくらい飲みますか　 少し飲む 半分くらい
飲む 全部飲む

みそ汁、スープなどの汁物類 １日１杯
以下 １日２杯 １日３杯

以上

９ 塩鮭、干物、ししゃも、小魚（しらすなど） 週１回以下 週２～４回 週５回以上

10 煮物（煮魚、角煮、肉じゃが、筑前煮など） １日１回
以下 １日２回 １日３回

以上

11 かまぼこ、ちくわ、さつま揚げなどの練り製品 週１回以下 週２～４回 週５回以上

12 塩蔵品（塩辛、佃煮、金山寺みそ、タラコ、明太子、
塩昆布など）

週１回以下 週２～４回 週５回以上

13 漬物（梅干し、白菜漬け、きゅうり漬け、キムチなど） １日１回
以下 １日２回 １日３回

以上

14 せんべい、柿ピー、ポテトチップスなどのスナック菓
子やナッツ類など、塩味の菓子、乾きもの

週１回以下 週２～４回 週５回以上

15 スーパー・コンビニ・弁当店などの弁当、総菜 週１回以下 週２～４回 週５回以上

ファストフード（ハンバーガー、ホットドック、フラ
イドポテトなど）

週１回未満 週１～２回 週３回以上

17 インスタント食品（ラーメン、スープ、みそ汁など） 週１回以下 週２～４回 週５回以上

18 とんかつ、から揚げ 週１回未満 週１～２回 週３回以上

19 ハンバーグ、メンチカツ、餃子 週１回未満 週１～２回 週３回以上





12月１日
午後７時30分

同報無線で訓練事前広報

12月２日
午前６時50分

同報無線で訓練実施（中止）のお知らせ

午前９時
訓練地震発生・訓練開始
「サイレン１分間吹鳴」

午前９時５分ごろ
訓練大津波警報
同報無線と市から緊急速報メール配信

正午ごろ 同報無線で訓練終了のお知らせ

開示請求延べ人数 17人

実人数 14人

開示請求件数 17件

開示・非開示
決定件数

全部開示　８件

部分開示　９件

非開示　　０件

開示請求延べ人数 ９人

実人数 ８人

開示請求件数 ９件

開示・非開示
決定件数

全部開示　５件

部分開示　４件

非開示　　０件

基礎額 30万円

子ども加算 １人当たり 10万円

土地加算 20万円

選択制
車加算 30万円

市内業者加算 30万円



団地名 所在地 建築年 間取り 家賃 (世帯収入により決定) 空き戸数

黒子団地
黒子
62番地

昭和47年
２ＤＫ

（３畳和・６畳和）
8,100円～１万3,900円

１戸
（全10戸)

菅ケ谷団地
菅ケ谷
218番地 1

昭和63年～
平成元年

３ＤＫ
（６畳和・６畳和・６畳洋）

２万円～３万9,900円
17戸

（全52戸)

ハイツ地頭方団地
地頭方
473番地

平成７年～
平成９年

３ＬＤＫ
（６畳和・６畳洋・６畳洋）

２万2,200円～４万4,700円
25戸

(全54戸)

静波団地
静波
75番地１

昭和53年
３ＤＫ

（６畳和・６畳和・4.5畳和）
１万3,900円～２万7,400円

４戸
(全24戸)

三栗団地
静谷
762番地１

昭和61年
３ＤＫ

（６畳和・６畳和・６畳和）
１万5,400円～３万300円

３戸
(全12戸)

湊団地
勝俣
2061番地 1

平成２年
３ＤＫ

（６畳和・６畳和・６畳洋）
１万8,100円～３万6,800円

７戸
(全24戸)

牧之原団地
布引原
270番地

平成８年
２ＬＤＫ

（６畳和・６畳和）
２万3,600円～４万8,100円

10戸
(全28戸)





項目 期日 時間 会場 対象 持ち物など 問

母子健康手帳の交付
（妊婦健康相談）

３日、17日

９：00～11：00 妊婦

妊娠届出書、個人番号カード
または通知カード
都合がつかない人は連絡し
てください

健
10日

赤ちゃん相談 14日 ９：00～10：30 生後２カ月～７カ月未満 母子健康手帳、アンケート 健

７か月児健康相談 11日 ９：00～９：30 平成30年４月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

１歳児健康相談 25日 ９：00～９：30 平成29年11月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

１歳６か月児健診（満年齢） ６日 13：00～13：30 平成29年４月、５月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

２歳児歯科健診 18日 13：00～13：30 平成28年11月、12月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

２歳６か月児歯科健診 10日 13：00～13：30 平成28年５月、６月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

３歳児健診（満年齢） 19日 13：00～13：30 平成27年10月、11月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

３歳６か月児歯科相談 13日 ８：30～10：00 平成27年５月、６月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

４歳児歯科相談 13日 ８：30～10：00 平成26年11月、12月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

予防接種説明会 ４日 10:00集合
平成30年10月生まれの子の
保護者

母子健康手帳
出生時の配布資料

健

ＢＣＧ予防接種
７日

13：00～13：30 平成30年６月生まれ
母子健康手帳
予診票、体温計

健
17日

日本脳炎 「日本脳炎１期」予防接種は個別接種となります。各医療機関に予約してお出掛けください。 健

離乳食教室（要予約） 21日 ９:50集合 ４～６カ月児の保護者 母子健康手帳、アンケート 健

まきたまクラブ～産前サポート事業～
（要予約）

８日 ９：00～12：00 妊婦とその夫または家族 母子健康手帳 健

家庭児童相談室
月～金曜日

＊祝日は休み
９：00～16：00 18歳未満の子の保護者など 事前に電話連絡 子

ブックスタート 18日
13：00～13：30

受付
平成30年８月生まれ

母子健康手帳、バスタオル、
参加費：100円（本代）

子榛

期日 開業医（榛南西部地区） 開業医（榛南東地区）

２日 サガラ眼科　　　　　　　　　　　☎2222 岡野内科医院　　　　　　　　　　☎1266

９日 御前崎市家庭医療センターしろわクリニック　☎3211 佐故医院　　　　　　　　　　　　☎7010

16日 堀口外科医院　　　　　　　　　　☎5858 かわしりこどもクリニック　　　　☎0555

23日　 渥美医院　　　　　　　　　　　　☎0583 さかい耳鼻咽喉科医院　　　　　　☎1818

24日 廣瀬医院　　　　　　　　　　　　☎0006 はいばら泌尿器科クリニック　　　☎0887

29日 高木内科医院　　　　　　　　　　☎0003 徳山整形外科　　　　　　　　　　☎0666

30日 渥美医院　　　　　　　　　　　　☎0583 田﨑クリニック　　　　　　　　　☎8585

31日 廣瀬医院　　　　　　　　　　　　☎0006 えんどうこどもクリニック　　　　☎7373

項目 期日 時間 会場 問い合わせ・申し込み

国民健康保険特定健診
長寿健診
（オプション検査あり）

５日
12：45～14：00

坂部区民センター 市民課　国保年金係　☎0023
オプション検査料金　尿酸検査：100円、前立腺がん検査：
1,600 円、心電図：1,500円、貧血検査：200円６日、７日 相良保健センター

総合健康相談（心や健康のこと）
もの忘れ相談

４日、18日
９：00～11：00

相良保健センター 予約制
健康推進課　☎002411日、25日 さざんか

体組成測定会
４日

10：00～11：00
相良保健センター 予約制

健康推進課　☎002411日 さざんか

こころとねむりの相談会 19日
９：00～10：00
10：00～11：00

さざんか
予約制
健康推進課　☎0024

ＨＩＶ抗体検査
２日 13：00～16：00 中部健康福祉センター

（藤枝市）
予約制
中部健康福祉センター地域医療課　☎054（644）927320日 ９：15～11：00

肝炎ウイルス検査 20日 11：20～
中部健康福祉センター
（藤枝市）

予約制
中部健康福祉センター地域医療課　☎054（644）9273

精神保健福祉総合相談

４日、19日 13：30～
中部健康福祉センター
（藤枝市） 費用無料、予約制

中部健康福祉センター福祉課　☎054（644）9281
12日 14：00～

中部健康福祉センター
（榛原分庁舎）

不妊・不育専門電話相談
毎週、

（祝日休み）
10：00～15：00

県総合健康センター
（三島市）

県不妊・不育専門相談センター　☎055（991）2006



児 両 おつきさまのおさんぽ カワチレン

児 両 アニマルバスとパンやさん あさのますみ

児 両 星空を届けたい 高橋真理子

児 両 オールカラー楽しく覚える！世界の国 井田　仁康

般 両 沈黙の駿河湾 静岡新聞社

般 両 子どもが喜ぶ自然派おやつ 脇　雅世

般 両 鏡の背面 篠田　節子

般 両 あのとき僕が泣いたのは、悲しかったからじゃない 瀧森　古都





工事・委託名 予定価格（税抜） 落札価格（税抜） 落札率 落札業者

防 牧之原市災害用簡易組立トイレ購入 2,700,000円 2,466,000円 91.33％ 河原崎商事

防 消防用ホース購入 2,880,000円 2,520,000円 87.50％ アライ

防 消防団員用防火衣　購入 1,044,000円 954,000円 91.38％ 日消機械工業       

防 菅山小学校体育館放射線防護対策工事 110,734,000円 106,000,000円 95.72％ 水野建設工業

防 御前崎中学校体育館放射線防護対策工事 132,892,000円 130,000,000円 97.82％ 鈴木土建

環 牧之原市自動車騒音常時監視業務委託 1,590,000円 1,080,000円 67.92％ 静環検査センター

子 あおぞら保育園非常用電源設備等設置工事 5,546,000円 5,300,000円 95.56％ 東洋電設

こ 榛原・相良児童館自動体外式除細動器（AED）賃貸借 9,200円 5,000円 54.35％ 綜合警備保障　静岡支社　＊月額

農 地頭方漁港海岸保全施設 (鯱岩工区 )嵩上改良工事 62,195,332円 59,000,000円 94.86％ 共和建設

農 東ヶ谷池地区ため池改修工事 40,851,000円 39,300,000円 96.20％ 相良建設

農 地頭方漁港海岸流木等漂着物処理工事 1,937,074円 1,900,000円 98.09％ 小塚建設

観 さがら子生れ温泉源泉ポンプ改修工事 10,367,000円 9,500,000円 91.64％ 日さく　静岡支店

観 さがら子生れ温泉会館空調機器改修工事 34,805,000円 34,000,000円 97.69％ 岩堀電設

観 さがら子生れ温泉会館露天風呂内外壁修繕工事 6,190,000円 6,000,000円 96.93％ 若杉建設

建管 市道山の手幹線舗装修繕工事 20,329,000円 19,400,000円 95.43％ 加藤組

建管 市道大沢波津線舗装修繕工事 23,408,000円 22,300,000円 95.27％ 共和建設

建管 市道勝間田静波線舗装修繕工事 17,361,000円 16,700,000円 96.19％ 木下組

建管 市道細江64号線 (十石橋 )橋梁補修工事 46,281,000円 44,000,000円 95.07％ 木村組

建管 市道勝俣12号線（千両西川橋）橋梁補修設計業務委託 3,081,000円 2,960,000円 96.07％ 不二総合コンサルタント　島田営業所

建管 市道菅ヶ谷38号線（久井戸橋）橋梁補修設計業務委託 2,243,000円 1,980,000円 88.27％ フジヤマ　島田営業所

建管 細江・静波海岸漂着物処理工事 1,983,000円 1,970,000円 99.34％ 松浦組

建管 鹿島・片浜海岸漂着物処理工事 1,451,000円 1,450,000円 99.93％ 田中組

建管 相良・須々木海岸漂着物処理工事 2,774,000円 2,760,000円 99.50％ 若杉建設

建管 地頭方海岸漂着物処理工事 2,024,000円 2,010,000円 99.31％ 山下組

建 市道大倉壱丁田線交差点改良工事 40,197,000円 39,200,000円 97.52％ 明建

建 布引原２地区排水路改修工事 33,205,000円 31,500,000円 94.87％ 加藤組

都 地頭方公園トイレ新築工事 6,466,000円 6,100,000円 94.34％ 原崎工務店

都 ふるさと体験の森施設整備工事 5,285,000円 5,100,000円 96.50％ 木下組

都 ふるさと体験の森トイレ改修工事 1,331,200円 950,000円 71.36％ 大石綜合事務所

学 ICT活用推進事業　備品購入 6,640,000円 5,237,000円 78.87％ 静和事務機



区間ごとの部門と距離

区間 選手区分 距離

第１区 中学・高校生女子 3.673km

第２区 小学生男子 1.903km

第３区 小学生女子 1.715km

第４区 中学・高校生女子 3.549km

第５区 高校生男子 6.336km

第６区 40歳以上 4.430km

第７区 中学生男子 3.564km

第８区 中学生女子 3.020km

第９区 小学生 1.619km

第10区 一般女子 3.051km

第11区 中学・高校生男子 4.310km

第12区 一般男子 5.025km
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