




会場  

期日
市史料館ホール 榛原文化センター３階会議室 外　部

相談日
外　部
相談日

２月18日 指定地区なし 税理士 指定地区なし

19日 指定地区なし 税理士 指定地区なし

20日 東萩間、牧之原 勝間下、勝間上、切山下、切山中 税理士

21日 白井、男神、女神、大寄、西萩間 勝田上、勝田下、三栗、朝生 税理士

22日 白井、男神、女神、大寄、西萩間 坂部第１、坂部第２、坂部第３ 税理士

25日 松本、西山寺、中西、黒子、蛭ケ谷、和田 坂部第４、坂部第５、坂部第６

26日 地頭方 根松、堀の内、時ケ谷

27日 片浜 道上、後原、谷の口

28日 須々木、鬼女新田 牧之原北、牧之原南、布引原、牧之原中央

３月１日 大江、菅ヶ谷 日機装、仁田、道場、追廻、中

４日 大江、菅ヶ谷 橋柄、新戸、庄内、鹿島

５日 大沢 東慶林、県営住宅、西福田、東福田

６日 落居、笠名、堀野新田 青池、寄子、橋向、藤沢

７日 相良、福岡 青池、寄子、橋向、藤沢

８日 波津、汐見台 １丁目、３丁目、10丁目

11日 波津、汐見台 ６丁目、仲町

12日 新庄、遠渡 東５丁目、西５丁目、11丁目、12丁目

13日 新庄、遠渡 ２丁目、４丁目

14日 指定地区なし 指定地区なし

15日 指定地区なし 指定地区なし

＊税理士＝税理士による無料相談　

指定日 対象 時間

２月12日 牧之原市

９：30～11：30

13：30～15：30
２月13日 吉田町　

２月14日
２月15日

島田市　
川根本町





増築・改修後 増築・改修前

延べ床面積 約１万8,200㎡（約１.５倍） １万2,093㎡

搭乗待合室
の座席数

国際線　400席
国内線　190席

国際線　300席
国内線　180席

飲食・物販 約1,780㎡（約３倍） 約610㎡

ラウンジ 約140㎡

主な変更点
●ターミナルビル西側を増築、国内線施設を移転
●ターミナルビル東側を増築、国際線施設を拡張
●飲食・物販スペースを広げ、６店から14店に拡充、●飲食・物販スペースを広げ、６店から14店に拡充げ

側を増築、国際線施設を拡●ターミナルビル東側を増築、国際線施設を拡張
、側を増築、国内線施設を移転●ターミナルビル西側を増築、国内線施設を移転

変更主な変更点主

ー約140㎡㎡ラウンジジ

約610㎡610㎡）（約1,780㎡（約３倍飲食・物販

席内国内線　180席
国際線　300席

席内国内線　190
際国際線　400席

数の座席数
搭乗待合搭乗待合室

１万2,093㎡㎡）（約１万8,200㎡（約１.５倍積延べ床面積

増築・改修前前修増築・改修後築







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）

４日、18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
25日

赤ちゃん相談 ８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 ５日 ９：00～９：30 平成30年６月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

１歳児健康相談 19日 ９：00～９：30 平成30年１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） ７日 13：00～13：30 平成29年６月、７月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

２歳児歯科健診 12日 13：00～13：30 平成29年１月、２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 18日 13：00～13：30 平成28年７月、８月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

３歳児健診（満年齢） 20日 13：00～13：30 平成27年12月、平成28年１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 21日 ８：30～10：00 平成27年７月、８月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

４歳児歯科相談 21日 ８：30～10：00 平成27年１月、２月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

予防接種説明会 １日 10:00集合
平成30年12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
６日

13：00～13：30 平成30年８月生まれ
母子健康手帳
予診票、体温計

健
22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） 15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

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 19日
13：00～13：30

受付
平成30年10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）

３日 座光寺医院　　　　　　　　　　　☎3206 赤堀整形外科医院　　　　　　　　☎0117

10日 あかほりクリニック　　　　　　　☎5555 川田医院　　　　　　　　　　　　☎0154

11日　 高木内科医院　　　　　　　　　　☎0003 はいばら泌尿器科クリニック　　　☎0887

17日 田形内科医院　　　　　　　　　　☎5320 徳山整形外科　　　　　　　　　　☎0666

24日 渥美医院　　　　　　　　　　　　☎0583 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

婦人科検診
（子宮頸がん、乳がん検診、骨粗
鬆症検診）

28日
９：00～９：30
13:00～13:30

い～ら

予約制
健康推進課　☎0024

子宮頸がん検診：1,900円、乳がん検診：2,000円、骨粗鬆症検
診：1,300円
＊骨粗鬆症検診は、平成30年３月31日時点で、40歳・45歳・
　50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の方が対象です。

総合健康相談（心や健康のこと）
もの忘れ相談

５日、19日
９：00～11：00

相良保健センター 予約制
健康推進課　☎002412日、26日 さざんか

体組成測定会
５日

10：00～11：00
相良保健センター 予約制

健康推進課　☎002412日 さざんか

こころとねむりの相談会 20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
７日 18：00～19：40 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）927321日 ９：15～11：00

肝炎ウイルス検査
７日 17：30～ 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）927321日 11：20～

精神保健福祉総合相談

５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

20日 13：30～
中部健康福祉センター
（藤枝市）

28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 ぬかどこすけ！ かとうまふみ

児 両 ぎりぎりの本屋さん まはら三桃　他

児 両 風と行く者 上橋菜穂子

児 両 いしばしなおこかんたん！こどもの折り紙あそび いしばしなおこ

般 両 心が豊かになる季節のしきたり和のおしえ 辻川　牧子

般 両 小児科医のぼくが伝えたい最高の子育て 高橋　孝雄

般 全 フーガはユーガ 伊坂幸太郎

般 両 雨上がり月霞む夜 西條　奈加





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 牧之原市備蓄食糧（アルファ化米）購入 3,300,000円 2,085,000円 63.18％ 河原崎商事

防 牧之原市消防団第３分団坂部消防館新築工事設計業務委託 5,177,000円 4,350,000円 84.03％ 畑一級建築設計事務所

防 地頭方地区放射線防護対策施設建設設計業務委託 19,135,000円 14,800,000円 77.35％ 田中建築設計室       

管 庁用自動車購入 1,133,000円 836,000円 73.79％ 植田モーターサイクル

農 坂部振興センター解体工事 22,573,000円 21,500,000円 95.25％ ハイナン

建管 市道坂部細江線舗装修繕工事 15,635,000円 14,900,000円 95.30％ 加藤組

建管 市道地頭方白羽線舗装修繕工事 9,727,000円 9,300,000円 95.61％ 共和建設

建管 市道勝間田静波線他歩行空間設置工事 5,035,000円 3,970,000円 78.85％ 中部ロードテック

建管 市道地頭方波津線（須々木橋）橋梁補修設計業務委託 2,288,000円 2,100,000円 91.78％ フジヤマ　島田営業所

建管 市道福岡天王森線側溝修繕工事 3,996,000円 3,850,000円 96.35％ 若杉建設

建 津波避難タワーＡブロック附帯工事 7,265,000円 7,100,000円 97.73％ 川崎建設

水 市道波津一丁目３号線外１路線配水管布設替工事設計業務委託 4,770,000円 4,500,000円 94.34％ 蓮池設計

水 市道静波105号線外２路線配水管布設替工事設計業務委託 6,090,000円 5,750,000円 94.42％ 大場上下水道設計

教 細江小学校グラウンドトイレ浄化槽改修工事 2,937,000円 2,777,000円 94.55％ アライ

教 川崎小学校Ｃ棟校舎改修工事実施設計業務委託 2,779,000円 2,700,000円 97.16％ 田中建築設計室

教 牧之原小学校校舎改修工事実施設計業務委託 2,974,000円 2,860,000円 96.17％ 一級建築士事務所　松下建築設計事務所

教 牧之原市学校給食センターブロック塀改修工事 10,585,000円 10,200,000円 96.36％ 鈴木土建

教 地頭方小学校グラウンドブロック塀改修工事 6,462,000円 6,350,000円 98.27％ 原崎工務店






