








人槽
新増築に伴う合併槽設置の場合の

補助額
汲み取り便槽・単独槽から合併槽に
転換する場合（新増築は除く）の補助額

５人槽 19万9,000円 33万2,000円

７人槽 24万8,000円 41万4,000円

10人槽 32万8,000円 54万8,000円

補助対象となる工事費 補助額（上限） 対象

既存の単独槽撤去費 ９万円 単独槽から合併槽に転換する場合のみ

宅内配管工事費 30万円
単独槽から合併槽に転換する場合のみ
（汲み取り便槽からの転換は対象外）



午後７時30分 同報無線で訓練事前広報を放送します

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・緊急速報メール配信で訓練警報発表のお知らせ

正午ごろ 同報無線で訓練終了のお知らせ



内容 空き家 空き地
①延べ登録件数 35件 18 件
②契約件数（①の内）14件 １件

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

支払 支払 支払

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

支払 支払 支払 支払 支払

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

支払 支払 支払 支払 支払 支払

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～１万3,800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
13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～４万4,500円
27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～２万7,300円
６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）

１万8,000円～３万6,500円
５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～４万8,200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）

５日、19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く
ださい

健
26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 ７日 ９：00～９：30 平成30年12月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

１歳児健康相談 27日 ９：00～９：30 平成30年７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） ８日 13：00～13：30 平成29年12月、平成30年１月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

２歳児歯科健診 21日 13：00～13：30 平成29年７月、８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 ９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

３歳児健診（満年齢） 20日 13：00～13：30 平成28年６月、７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 23日 ８：30～10：00 平成28年１月、２月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

４歳児歯科相談 23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

予防接種説明会 １日 10:00集合
令和元年６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31年２月生まれ
母子健康手帳
予診票、体温計

健
23日

離乳食教室（要予約） 16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31年４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（榛南東部地区）

４日 石井内科皮膚科医院　　　　　　　☎0013 玉井整形外科医院　　　　　　　　☎6667

11日 永尾内科循環器科医院　　　　　　☎6611 千内科クリニック　　　　　　　　☎1001

12日　 渡辺内科医院　　　　　　　　　　☎5232 いしだ眼科　　　　　　　　　　　☎1400

18日 座光寺医院　　　　　　　　　　　☎3206 かわしりこどもクリニック　　　　☎0555

25日 あかほりクリニック　　　　　　　☎5555 田﨑クリニック　　　　　　　　　☎8585

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）

１日、２日
12：45～14：00

牧之原コミュニティセンター 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７日、20日 さざんか

胃がん・大腸がん・肺がん検診
前立腺がん検査
肝炎ウイルス検査
ペプシノゲン検査
喀痰検査
（オプション検査あり）

３日

８：15～11：00

榛原総合病院
健康推進課　☎0024

胃がん検診：1,900円、大腸がん検診：1,000円、
肺がん検診：無料

＊実施医療機関により、オプション検査料金が異なりま
　すので、ご確認ください。

５日 坂部区民センター

６日、21日 細江コミュニティセンター

７日、16日、19日 相良保健センター

８日、15日、20日 さざんか

９日 萩間公民館

結核・肺がん検診
大腸がん検診

７日

12：30～14：00

片浜防災コミュニティセンター 榛原総合病院健診センター　☎6144
（予約はこちらで受け付けます）

健康推進課　☎0024

８日 仁田公民館

９日 白井公民館

婦人科検診
（子宮頸がん、乳がん検診、骨粗
鬆症検診）

13日、26日、
28日

①9：10～9：30
②13：00～13：20

さざんか
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＊
＊平成31年３月31日時点で、40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・
　65歳・70歳の人が対象です。

14日、17日
（①）、27日

相良保健センター

15日 トーク地頭方

総合健康相談（心や健康のこと）
もの忘れ相談

６日、20日
９：00～11：00

相良保健センター 予約制
健康推進課　☎002413日、27日 さざんか

体組成測定会
６日

10：00～11：00
相良保健センター 予約制

健康推進課　☎002413日 さざんか

こころとねむりの相談会 21日
９：00～10：00
10：00～11：00

さざんか
予約制
健康推進課　☎0024

自死遺族面接相談「すみれ相談」
７日

13：00～16：00
静岡県精神保健福祉センター

静岡県精神保健福祉センター　　☎054（286）9245
21日 御殿場健康福祉センター（御殿場市）

自死遺族のつどい
（東部わかちあい　すみれの会）

17日 13：30～15：30 ぬまづ健康福祉プラザ 静岡県精神保健福祉センター　　☎054（286）9245

ＨＩＶ抗体検査
１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）927315日 ９：15～11：00

肝炎ウイルス検査
１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）927315日 ９：15～11：00

精神保健福祉総合相談 20日、28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

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







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 消防用ホース購入 2,925,000円 2,610,000円 89.23％ アライ

防 消防団防災資機材整備　消防団活動服購入 1,280,000円 1,152,000円 90.00％ 平和産業

管 コミュニティ施設等自動体外式除細動器（AED）賃貸借 3,000円 2,200円 73.33％ 綜合警備保障 静岡支社　＊月額

管 市長車購入 3,254,000円 2,890,000円 88.81％ ナカジマ自動車

総 参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置撤去業務委託 2,560,400円 2,220,000円 86.71％ 静和事務機

社 牧之原市老人会館解体工事 36,690,000円 34,000,000円 92.67％ 野ヶ本建設

健 BCGワクチン購入 893,200円 867,100円 97.08％ はいやく

観 静波海水浴場保安業務委託 1,188,000円 1,135,000円 95.54％ セーフティガード

観 静波海水浴場警備本部建築工事 2,674,000円 2,600,000円 97.23％ 松浦工務店

観 さがらサンビーチ警備本部建築工事 2,158,000円 2,117,000円 98.10％ 竹内鉄工

建 ( 準 ) 沢垂川物件調査業務委託 1,132,000円 1,070,000円 94.52％ 服部エンジニア 島田事務所

建 ( 準 ) 沢垂川用地測量業務委託 8,170,000円 7,770,000円 95.10％ 服部エンジニア 島田事務所

建 ( 準 ) 沢垂川設計業務委託 9,070,000円 8,600,000円 94.82％ 服部エンジニア 島田事務所

建 市道並木外之久保線測量設計用地物件調査業務委託 21,809,000円 20,200,000円 92.62％ 大鐘測量設計

建 市道八ツ枝毛ヶ谷線測量設計業務委託 5,670,000円 4,950,000円 87.30％ フジヤマ 島田営業所

建 市道大江東中線道路概略設計業務委託 4,260,000円 4,050,000円 95.07％ 建設コンサルタントセンター 島田営業所

水 牧之原市給水区域内漏水調査業務委託 1,940,000円 1,900,000円 97.94％ フジ地中情報 静岡営業所

水 量水器購入 6,027,300円 3,900,500円 64.71％ アズビル金門 静岡営業所

水 市道静波105号線配水管布設替工事設計業務委託 3,720,000円 3,500,000円 94.09％ 大場上下水道設計

教 学校給食センター　和え物室パススルー冷蔵庫購入 2,200,000円 1,720,000円 78.18％ 厨林堂 浜松営業所

教 牧之原中学校　下処理室冷蔵庫購入 800,000円 525,000円 65.63％ 厨林堂 浜松営業所
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