
介護相談

介護する人たちを支えるため、相
談・支援体制を整えています。
期日　月曜日～金曜日
　　　＊祝日を除く。
時間　９：00～17：00
　　　（水曜日は19時まで）
会場　さざんか
問長寿介護課　☎㉓0076

高齢者虐待予防相談

困りごと・悩みごと相談 Consultation

４月の相談

静岡牧之原茶マスコット
チャーフィン

４月の相談日です。

日々の生活の中で、誰かに相談したいと思っていること

や疑問に感じていることはありませんか。

そんなあなたからの声に応えるための各種無料相談窓口

を紹介します。

秘密は厳守されますので、ひとりで解決しようとせず、

まずは相談してみてはいかがですか。

　税の無料相談

　一般相談

日常生活の中での困りごとや悩み、
分からないことなどの相談を受け
付けます。困ったらまずは相談を。

期日　月曜日～金曜日
時間　９：00～16：00
会場　市民相談センター
問市民相談センター　☎0088

　心配ごと相談

日常生活から起こる家庭問題や金
銭貸借などの紛争を解決。司法書
士が対応します。

期日　４月８日・22日
時間　９：00～11：30
会場　市民相談センター
問市民相談センター　☎0088

　行政相談

行政相談委員が、行政に対する苦
情や要望などの相談を受け付けま
す。

期日　４月１日・15日
時間　10：00～12：00
会場　市民相談センター
問市民相談センター　☎㉓0088

　消費生活相談

税務・会計など税に関するあらゆ
る相談に無料で応じます。
事前予約が必要となります。

期日　４月15日
時間　13：30～15：30
会場　市民相談センター
問東海税理士会島田支部　☎ 05476575

暮らしなんでも無料相談

日常生活でのトラブルや悩みごと、
困ったことなどの相談を受け付け
ています。

期日　月曜日～金曜日
時間　９：00～17：00

問相談ダイヤル　☎054(646)6055

契約トラブルや多重債務、通販、
インターネット関連など、消費や
契約に係る相談を受け付けます。

期日　月曜日～金曜日
時間　９：00～16：00
会場　市民相談センター
問市民相談センター　☎0088

＊市民相談センターは、市役所榛原庁舎北側の就業改善センター２階にあります。

　女性相談

女性の抱えるさまざまな悩みを、
女性相談員が一緒に考え、解決の
糸口を探すお手伝いを電話や面接
にて対応します。
期日　月・火・水・金曜日
時間　９：15～ 16：00
会場　さざんか
問家庭児童相談室　☎0083

「高齢者に関する虐待かな」と思っ
たときの相談です。事前に問い合
わせをして、気軽に相談ください。

期日　４月17日
時間　13：30～16：00
会場　さざんか
問地域包括支援センターオリーブ　☎8822

＊職員や来庁者など、他人に会うことなく入ることができます

市民相談センター（消費生活センター）案内図

２階　市民相談センター
　　　（消費生活センター）

水道課入り口水道課入り口水道課入り口

入り口入り口入り口

市役所榛原庁舎

駐車場

駐車場

榛
原
文
化

セ
ン
タ
ー

会
館
棟

榛
原
庁
舎

西
館

静
波
体
育
館

駐車場

生活情報

　法律相談（先着８人）

相続や遺産分割、離婚、多重債務
や債務整理などの法律解釈や手続
き、人権に関する相談などを無料
で受け付けます。弁護士、行政相
談員、人権擁護委員が１回30分で
対応します。
相談時には、参考となる書類など
を持参してください。
相談を受けるには、当日電話予約
が必要です。

期日　４月１日・15日
時間　10：00～ 12：00
　　　13：00～ 15：00
会場　市民相談センター
予約　８：30～
　　　当日電話予約のみ

問市民相談センター　☎0088

入札結果の公表－１月 防：防災課　　子：子ども子育て課　　茶：お茶振興課　　建管：建設管理課
建：建設課　　水：水道課　　教：教育総務課　　　　　　　　問い合わせ　管理情報課　原口　☎ 0055

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 牧之原市消防団第10分団落居詰所解体工事 2,160,000円 1,900,000円 87.96％ 小塚建設

防 地頭方地区放射線防護対策施設机・椅子購入 1,356,000円 1,314,000円 96.90％ トツカ

防 地頭方地区放射線防護対策施設机・椅子等購入 3,775,000円 3,657,000円 96.87％ トツカ

子 相良こども園給水管改修工事 2,546,000円 2,404,000円 94.42％ 赤堀水道

茶 千頭ヶ谷池西側法面測量業務委託 1,510,000円 1,450,000円 96.03％ ツルタコンサルタント　西部営業所

茶 宮下用水路災害復旧工事 650,000円 650,000円 100.00％ 大石建材

茶 農道勝田３号線災害復旧工事 1,490,000円 1,248,000円 83.76％ 釘ヶ浦建設

茶 市沢排水路災害復旧工事 1,950,000円 1,830,000円 93.85％ 木下組

茶 小山田排水路災害復旧工事 1,300,000円 1,281,000円 98.54％ 東亜建設

茶 馬込農道災害復旧工事 800,000円 800,000円 100.00％ 大石建材

茶 東萩間大沢排水路災害復旧工事 2,260,000円 2,057,000円 91.02％ 小塚建設

茶 裏越農道災害復旧工事 3,130,000円 3,050,000円 97.44％ 若杉建設

茶 西ノ沢農道災害復旧工事 2,670,000円 2,650,000円 99.25％ 山下組

茶 大欠排水路災害復旧工事 2,930,000円 2,850,000円 97.27％ 若杉建設

茶 部ヶ谷排水路災害復旧工事 9,110,000円 8,900,000円 97.69％ 明建

茶 菅ヶ谷大沢１排水路災害復旧工事 760,000円 720,000円 94.74％ 若杉建設

茶 桃原排水路災害復旧工事 820,000円 800,000円 97.56％ 木下組

茶 庵原排水路災害復旧工事 1,190,000円 1,170,000円 98.32％ マル美改植建設

茶 菅ヶ谷大沢２排水路災害復旧工事 1,920,000円 1,870,000円 97.40％ 名波土建

茶 坂口谷川右岸地区漂着堆積稲わら等処理工事 7,425,000円 6,730,000円 90.64％ 増井建設

茶 坂口谷川左岸地区漂着堆積稲わら等処理工事 2,360,000円 2,350,000円 99.58％ 松浦組

茶 勝間田・坂部地区（東名以北）漂着堆積稲わら等処理工事 2,410,000円 2,350,000円 97.51％ 田中組

茶 庄内・中・新戸地区漂着堆積稲わら等処理工事 1,740,000円 1,710,000円 98.28％ 東亜建設

茶 藤沢排水路災害復旧工事 1,020,000円 1,000,000円 98.04％ 粂田建設

建管 市道静波97号線（秋葉橋）橋梁補修工事 20,424,000円 19,800,000円 96.94％ 木村組

建 （準）部ヶ谷川災害復旧工事その１ 2,780,000円 2,750,000円 98.92％ 野ヶ本建設

建 （準）部ヶ谷川災害復旧工事その２ 1,541,000円 1,480,000円 96.04％ 野ヶ本建設

建 （準）須々木川災害復旧工事 2,202,000円 2,100,000円 95.37％ 名波土建

建 （準）荒川災害復旧工事その１ 4,658,000円 4,600,000円 98.75％ 鈴木土建

建 （準）荒川災害復旧工事その２ 5,251,000円 5,050,000円 96.17％ 相良建設

建 （準）荒川災害復旧工事その３ 4,600,000円 4,450,000円 96.74％ 名波土建

建 （準）沢川災害復旧工事 3,162,000円 3,060,000円 96.77％ 増井建設

建 （準）南ノ谷川災害復旧工事その１ 1,896,000円 1,820,000円 95.99％ 増井建設

建 （準）南ノ谷川災害復旧工事その２ 2,769,000円 2,680,000円 96.79％ 増井建設

建 （準）中条川災害復旧工事その１ 32,536,000円 31,500,000円 96.82％ 木村組

建 （準）中条川災害復旧工事その２ 16,319,000円 15,800,000円 96.82％ 川崎建設

建 （準）山田川災害復旧工事 1,999,000円 1,900,000円 95.05％ 釘ヶ浦建設

建 （普）中槍川災害復旧工事 7,548,000円 7,300,000円 96.71％ 加藤組

建 市道落居13号線災害復旧工事 2,290,000円 2,250,000円 98.25％ 原崎工務店

建 市道女神４号線災害復旧工事（応急仮工事） 6,070,000円 5,850,000円 96.38％ 相良建設

建 市道女神４号線災害復旧工事 34,702,000円 33,700,000円 97.11％ 相良建設

建 市道須々木49号線災害復旧工事 11,104,000円 10,800,000円 97.26％ 鈴木土建

建 市道西萩間本線災害復旧工事 16,906,000円 16,400,000円 97.01％ 明建

建 市道勝間14号線災害復旧工事 1,943,000円 1,900,000円 97.79％ 木下組

建 市道切山59号線災害復旧工事 13,783,000円 13,200,000円 95.77％ 釘ヶ浦建設

建 市道坂部33号線災害復旧工事 3,750,000円 3,580,000円 95.47％ 松浦組

水 市道西萩間大寄線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 8,930,000円 8,700,000円 97.42％ 共和建設

教 牧之原市スクールバス等運行管理業務委託 360,000円 329,600円 91.56％ 武州総合サービス静岡　静岡事業所　＊単価
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