






期日 時間 会場

４月４日
 9：00～10：00 牧之原区民センター（島田信用金庫横）

10：30～12：00 トーク地頭方

４月５日
 9：00～10：00 勝間田会館

10：30～12：00 坂部区民センター

４月８日  9：00～11：30 榛原庁舎北側駐車場

４月９日  9：00～11：30 相良庁舎史料館前駐車場









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）

１日、15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
８日、22日

赤ちゃん相談 10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 ４日 ９：00～９：30 平成30年８月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

１歳児健康相談 23日 ９：00～９：30 平成30年３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） 11日 13：00～13：30 平成29年８月、９月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

２歳児歯科健診 16日 13：00～13：30 平成29年３月、４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 17日 13：00～13：30 平成28年９月、10月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

３歳児健診（満年齢） ９日 13：00～13：30 平成28年２月、３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 19日 ８：30～10：00 平成27年９月、10月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

４歳児歯科相談 19日 ８：30～10：00 平成27年３月、４月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

予防接種説明会 ３日 10:00集合
平成31年２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
５日

13：00～13：30 平成30年10月生まれ
母子健康手帳
予診票、体温計

健
25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） 19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 23日
13：00～13：30

受付
平成30年12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）

７日 永尾内科循環器科医院　　　　　　☎6611 三輪クリニック　　　　　　　　　☎7300

14日 石井内科皮膚科医院　　　　　　　☎0013 玉井整形外科医院　　　　　　　　☎6667

21日 中村医院耳鼻咽喉科歯科　　　　　☎0434 千内科クリニック　　　　　　　　☎1001

28日 渥美医院　　　　　　　　　　　　☎0583 徳山整形外科　　　　　　　　　　☎0666

29日　 座光寺医院　　　　　　　　　　　☎3206 えんどうこどもクリニック　　　　☎7373

30日　 廣瀬医院　　　　　　　　　　　　☎0006 三輪クリニック　　　　　　　　　☎7300

項目 期日 時間 会場 問い合わせ・申し込み

総合健康相談（心や健康のこと）
もの忘れ相談

２日、16日

９：00～11：00

相良保健センター
予約制
健康推進課　☎0024

９日、23日 さざんか

体組成測定会

２日

10：00～11：00

相良保健センター
予約制
健康推進課　☎0024

９日 さざんか

こころとねむりの相談会 17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 11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）9273

肝炎ウイルス検査 11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）9273

精神保健福祉総合相談

９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
17日 14：30～

島田市保健福祉センター
（はなみずき）

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 さくらもちのさくらこさん 岡田よしたか

児 両 ねこのつけしっぽ 吉田　愛

児 両 かんぺきなこども ミカエル・エスコフィエ

児 両 ぼくは本を読んでいる。 ひこ・田中

般 両「あ～めんどくさい！」と思った時に読むママ友の距離感 西東　桂子

般 両 毎日ラクラク！中高生のお弁当304 成沢　正胡

般 両 新宿の猫 ドリアン助川

般 両 神の島のこどもたち 中脇　初枝





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 地頭方地区放射線防護対策施設ほか【第一期】造成工事 30,223,000円 28,800,000円 95.29％ 鈴木土建

防 放射線防護対策施設用備蓄食料・資機材購入 11,527,294円 9,248,000円 80.23％ 旭産業

防 牧之原市防災資機材購入（発電機） 8,800,000円 7,920,000円 90.00％ 河原崎商事       

秘 第２次牧之原市総合計画後期基本計画冊子作成業務委託 1,221,000円 542,000円 44.39％ 松本印刷

地 旧片浜小学校排煙設備設置工事 9,162,000円 9,000,000円 98.23％ 小塚建設

ス 静波グラウンドバックネット改修工事 6,400,000円 6,390,000円 99.84％ 松浦工務店

ス 庁用自動車購入 1,121,120円 867,000円 77.33％ 植田モーターサイクル

建管 市道菅ヶ谷38号線 (久井戸橋 )橋梁補修工事 9,948,000円 9,880,000円 99.32％ 原崎工務店

建管 市営住宅大原団地15号～20号室解体工事 5,354,000円 4,900,000円 91.52％ 野ヶ本建設

建 市道須々木大溝線改良工事（５工区） 7,436,000円 7,100,000円 95.48％ 共和建設

建 市道須々木大溝線測量設計用地調査業務委託 6,852,000円 5,300,000円 77.35％ 二葉測量設計事務所

教 相良サブグランドトイレ改修工事 8,079,000円 7,950,000円 98.40％ 野ヶ本建設






	2019Mar1
	2019Mar_all3
	2019Mar24

