




園　名 住　所 電話番号

榛原ふたば幼稚園 静波1698番地68 0178

川崎幼稚園（認定こども園） 静波1398番地２ 0230

認定こども園みのり幼稚園 細江812番地２ 0606

認定こども園すすき幼稚園 須々木464番地３ 0567

区分 園　名 募集人数 住　所 開所時間 延長保育 電話番号

公立
相良こども園幼稚部 　20人 相良249番地２ 8:20～14:30 有り 1165

地頭方幼稚園 　25人 地頭方281番地 8:20～14:30 有り 0501

区分 園 名 募集園児 住　所 開所時間 電話番号

公立

あおぞら保育園（指） ０～５歳児 須々木123番地３ ７：15～19：00 3141

菅山保育園 ０～５歳児 菅ヶ谷3621番地１ ７：15～18：15 3733

萩間保育園 ０～５歳児 西萩間889番地 ７：15～18：15 1230

地頭方保育園 ０～５歳児 地頭方１丁目33番地 ７：15～18：15 0001

静波保育園（指） ０～５歳児 静波991番地５ ７：15～19：00 0155

細江保育園（指） ０～５歳児 細江3364番地２ ７：15～18：30 5263

勝間田保育園 ０～５歳児 勝間567番地３ ７：15～18：15 0329

坂部保育園 ０～５歳児 坂部468番地１ ７：15～18：15 0208

牧之原保育園 ０～５歳児 東萩間1987番地50 ７：15 ～18：15 2223

相良こども園 ０～５歳児 相良249番地２ ７：15～18：15 1165

私立

相良保育園 ０～５歳児 相良262番地20 ７：00 ～18：30 0208

川崎幼稚園（認定こども園） ０～５歳児 静波1398番地２ ７：30～18：30 0230

認定こども園みのり幼稚園 ０～５歳児 細江812番地２ ７：30～18：30 0606

認定こども園すすき幼稚園 ０～５歳児 須々木464番地３ ７：30～18：30 0567

mamaはぁと ０～２歳児 勝俣1265番地１ ７：30～18：30 8246

木華保育園 ０～２歳児 波津852番地１ ７：00～18：00 0199



区分

（公）＝公立、（私）＝私立、
（指）＝指定管理者による運営

保＝保育園、幼＝幼稚園、こ＝こども園

利用料（＊）

３歳～５歳児
０歳～２歳児

（住民税非課税世帯）
申請先

認可保育所
（公）勝間田保、坂部保、萩間保

 　　 地頭方保、菅山保、牧之原保

 （指）静波保、細江保、あおぞら保

 （私）相良保

　　　　　　　　　　　　　 など

無償 無償

申請不要

認定こども園
（私）川崎幼、みのり幼、すすき幼

 （公）相良こ

　　　　　　　　　　　　　 など

無償 無償

小規模保育施設
（私）mamaはぁと、木華保 　　など

― 無償

幼稚園

新制度対象園
（公）地頭方幼　　 など

無償 ―

新制度未移行園
（私）ふたば幼　　 など

月２万5,700円まで ―

さざんか
子ども子育て課

窓口

☎0075

幼稚園預かり保育
（上記幼稚園、認定こども園で実施）

月１万1,300円まで ―

認可外保育施設
（認可保育所や認定こども園が利用でき

 ない場合）

月３万7,000円まで 月４万2,000円まで

事業所内保育　　　　　　 など 無償 無償

区分

税率

自家用

営業用令和元年10月１日～
令和２年９月30日に
取得したもの

令和２年10月１日
以降に取得したもの

電気軽自動車

天然ガス軽自動車

（平成21年排出ガス規制からＮОx10％低減達成または
　平成30年排出ガス規制適合）

非課税

非課税 非課税

ガソリン車

＊ハイブリッド車
　を含む

平成17年排出ガス基準
75％低減達成車

または

平成30年排出ガス基準
50％低減達成車
（★★★★）

令和２年度
燃費基準＋20％
達成車

令和２年度
燃費基準＋10％
達成車

令和２年度
燃費基準達成車

１％ 0.5％

平成27年度
燃費基準＋10％
達成車 １％ ２％

１％

上記以外 ２％







区分 がん患者妊
に ん

孕
よ う

性
せ い

温存支援 がん患者医療用補整具購入支援
小児・若年がん患者
在宅療養生活支援

対象年齢 40歳未満 全年齢 40歳未満

内容
将来子どもを持つための力
の温存に要する経費の助成

ウィッグ、乳房補正具の購入
に要する経費の助成

居宅サービスの利用などに要
する経費の助成

対象経費
精子、卵子などの採取から
凍結温存するまでの一連の
医療行為などにかかる経費

ウィッグ（かつら）、乳房補正
具（補正下着、人口乳房）の
購入に係る経費

居宅サービス（訪問介護、訪
問入浴介護）、福祉用具貸与・
購入に係る経費

補助
上限額
（★）

［男性］
２万円
（１回のみ）

［女性］
40万円
（１回のみ）

ウィッグ・補正下着　　２万円
人口乳房　 　　　　　10万円

＊ウィッグとそれ以外それぞれ
　１回のみ

［０～19歳］
居宅サービス　　５万円/月

［20～39歳］
居宅サービス　　５万円/月
福祉用具貸与　　３万円/月
福祉用具購入　　５万円/１人

＊うち、１割は申請者負担



スケジュール

正午 オープニング（消防音楽隊演奏）

午後０時10分～
午後３時15分

見学・展示
①庁舎見学
②消防車両展示
③住警器
④資機材展示
⑤災害パネル
★訓練展示（消防団・救助隊）
　午後１時30分～

消防体験
①はしご車搭乗体験
②放水体験
③煙体験
④救急体験
⑤水消火器体験
⑥防火衣着装体験

午後３時20分 フィナーレ（消防音楽隊演奏）







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）

２日、30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
９日

赤ちゃん相談 18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31年１月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

１歳児健康相談 24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６か月児健診（満年齢） 13日 13：00～13：30 平成30年１月、２月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

２歳児歯科健診 17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６か月児歯科健診 ９日 13：00～13：30 平成29年２月、３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28年７月、８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 20日 ８：30～10：00 平成28年２月、３月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

４歳児歯科相談 20日 ８：30～10：00 平成27年８月、９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
令和元年７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31年３月生まれ
母子健康手帳
予診票、体温計

健
25日

離乳食教室（要予約） 27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
令和元年５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）

１日 高木内科医院　　　　　　　　　　☎0003 徳山整形外科　　　　　　　　　　☎0666

８日 田形内科医院　　　　　　　　　　☎5320 えんどうこどもクリニック　　　　☎7373

15日 酒井内科医院　　　　　　　　　　☎1100 さかい耳鼻咽喉科医院　　　　　　☎1818

16日　 サガラ眼科　　　　　　　　　　　☎2222 佐故医院　　　　　　　　　　　　☎7010

22日 御前崎市家庭医療センターしろわクリニック ☎3211 岡野内科医院　　　　　　　　　　☎1266

23日　 堀口外科医院　　　　　　　　　　☎5858 はいばら泌尿器科クリニック　　　☎0887

29日 渥美医院　　　　　　　　　　　　☎0583 かわしりこどもクリニック　　　　☎0555

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）

６日

12：45～14：00

牧之原区民センター 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、心電図検査：1,500円、貧血検査：200円

18日、19日 萩間公民館

27日 相良保健センター

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）

２日

８：15～11：00

菅山農業就業改善センター
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。

＊９月７日はセット検診日（がん検診と特定健診の同
　時実施日）です。要予約、定員あり。

３日、７日
11日、12日

さざんか

４日 細江コミュニティセンター

５日 トーク地頭方

６日、13日 相良保健センター

９日 牧之原区民センター

10日 勝間田会館

結核・肺がん検診
大腸がん検診

４日

12：30～14：00

西福田公民館 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

５日 落居公民館

６日 鬼女新田公民館

婦人科検診
（子宮頸がん、乳がん検診、骨粗
鬆症検診）

２日

９：10～９：30
13:00～13:20

萩間公民館
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。

２日 い～ら

18日 勝間田会館

18日 坂部区民センター

26日 さざんか

総合健康相談（心や健康のこと）
もの忘れ相談

３日、17日
９：00～11：00

相良保健センター
予約制　健康推進課　☎0024

10日、24日 さざんか

体組成測定会
３日

10：00～11：00
相良保健センター

予約制　健康推進課　☎0024
10日 さざんか

こころとねむりの相談会 18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」 ４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

自死遺族のつどい
（東部わかちあい すみれの会）

21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

肝炎ウイルス検査
５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）927319日 ９：15～11：00

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

管 ドライブレコーダー購入 1,032,000円 754,000円 73.06％ 榛南無線電器

防 地頭方地区放射線防護対策施設建設工事 584,153,000円 575,000,000円 98.43％ 鈴木・小塚特定建設工事共同企業体

防 牧之原市災害用簡易トイレ購入 3,000,000円 2,800,000円 93.33％ 河原崎商事

防 牧之原市備蓄食糧（アルファ化米）購入 3,300,000円 2,190,000円 66.36％ 河原崎商事

防 牧之原市消防団第６分団仁田器具置場解体撤去工事 1,886,000円 1,300,000円 68.93％ 青木工務店

防 牧之原市消防団第４分団２部消防ポンプ自動車購入 23,728,000円 22,000,000円 92.72％ 日消機械工業

子 地頭方幼稚園遊戯室空調機器設置工事 3,010,000円 2,850,000円 94.68％ 大石電設

子 勝間田保育園園舎改修工事実施設計業務委託 1,054,000円 940,000円 89.18％ 中山一級建築設計事務所

茶 笠名地区農業集落排水処理施設機能診断業務委託 1,631,000円 1,600,000円 98.10％ 中部綜合コンサルタント

建管 市道静波93号線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託 4,300,000円 4,150,000円 96.51％ 日本エルダルト

建管 市道東萩間62号線（神敷谷橋）橋梁補修設計業務委託 3,680,000円 3,350,000円 91.03％ フジヤマ　島田営業所

建 市道黒子静波線道路概略設計業務委託 1,880,000円 1,780,000円 94.68％ 二葉測量設計事務所

都 細江地内調整池修繕工事 1,721,000円 1,680,000円 97.62％ 松浦組

教 牧之原小学校校舎改修工事 44,880,000円 43,420,000円 96.75％ 水野建設工業

教 川崎小学校Ｃ棟校舎改修工事 43,760,000円 43,000,000円 98.26％ 木村組

学 児童用机椅子購入 6,980,600円 5,010,000円 71.77％ ブンテン

学 小学校（３校）カラー印刷機賃貸借 105,000円 105,000円 100.00％ トツカ　＊月額
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