
　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　☎0076

　高齢者虐待予防相談

困りごと・悩みごと相談 Consultation

10月の相談

静岡牧之原茶マスコット
チャーフィン

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。秘密は厳守されますので、ひとりで解決しよ

うとせず、まずは各種無料相談窓口に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　９：00～12：00
　　　13：00～16：00
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。事前予約可。

期日　10月13日・27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　10月６日・20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　☎0088

　消費生活相談

税に関するあらゆる相談に無料で
応じます。事前予約が必要です。

期日　10月20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
問ライフサポートセンターしずおか
　しだはい事務所　☎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　９：00～12：00
　　　13：00～16：00
会場　市民相談センター
問市民相談センター　☎0088

　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　月曜日～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　10月15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）
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新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用と体温測定の実施にご理解、
ご協力をお願いします。お出かけ前に、ご自宅で体温を測定し、37.5℃以上ある場
合のほか、咳症状や倦怠感などがある場合は、相談を見合わせてください。
「法律相談」「心配ごと相談」については、電話相談および相談会場を「い～ら」
に変更する場合があります。詳しくは、市民相談センターにお問い合わせください。

　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　10月６日・20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

生活情報

入札結果の公表－７月 危：危機管理課　　商：商工観光課　　建：建設課　　 　
都：都市住宅課　　水：水道課　　社：社会教育課　　　　　　問い合わせ　管理検査課　荒川　☎�2602

工事・委託名 予定価格（税抜） 落札価格（税抜） 落札率 落札業者

　危 牧之原市防災資機材（ブルーシート）購入 2,760,000円 1,536,000円 55.65％ 福泉工業静岡工場営業部

危 消防団活動服購入 2,920,000円 2,763,800円 94.65％ 平和産業

　　危 消防団員用防火衣購入 1,215,000円 1,053,000円 86.67％ 日消機械工業

　商 牧之原市海水浴場新型コロナウイルス対策入場整理業務委託 4,080,000円 4,036,000円 98.92％ セーフティガード

　商 さがら子生れ温泉会館照明改修工事【第１工区】 5,530,000円 4,650,000円 84.09% 岩堀電設

建 市道八ツ枝毛ヶ谷線改良工事 44,560,000円 43,200,000円 96.95% 川崎建設

建 （準）沢垂川改修工事 89,950,000円 87,500,000円 97.28% 木村組

建 市道地頭方波津線舗装修繕工事 15,440,000円 14,600,000円 94.56% 共和建設

　建 市道菅ケ谷本線舗装修繕工事 9,050,000円 8,800,000円 97.24% 木下組

建 市道福岡天王森線側溝修繕工事 2,270,000円 2,250,000円 99.12% 若杉建設

建 坂部地区辻排水路改修工事 19,950,000円 19,200,000円 96.24% 増井建設

建 市道追廻大江線舗装修繕工事 13,480,000円 12,700,000円 94.21% 共和建設

建 市道山の手幹線舗装修繕工事 17,940,000円 17,000,000円 94.76% 加藤組

建 市道萩間東西線舗装修繕工事 27,080,000円 26,000,000円 96.01% 共和建設

都 都市計画基礎調査に係る建物用途別現況調査業務委託 3,795,000円 3,360,000円 88.54% アジア航測静岡支店

水 市道坂部110号線配水管布設替工事設計業務委託 7,900,000円 7,400,000円 93.67% 大場上下水道設計焼津営業所

水 市道山の手幹線配水管布設替工事（第２工区） 36,540,000円 34,520,000円 94.47% 赤堀水道

水 市道山の手幹線配水管布設替工事（第１工区） 29,860,000円 28,400,000円 95.11% マスダ

水 市道片浜25号線他配水管布設替工事 9,400,000円 9,400,000円 100.00% 鈴木土建

水 市道女神時ヶ谷線配水管布設替工事（１工区） 36,630,000円 34,840,000円 95.11% 山本水道工業

水 市道遠渡笠名線他配水管布設替工事 14,790,000円 14,000,000円 94.66% 畑設備興業

水 市道女神時ヶ谷線配水管布設替工事（２工区） 14,970,000円 14,550,000円 97.19% 神谷鐵工所

水 市道地頭方一丁目９号線外配水管布設替工事 19,280,000円 19,080,000円 98.96% アライ

社 市道並木外之久保線改良工事に伴う宮下遺跡発掘調査支援業務委託 25,737,000円 24,500,000円 95.19% イビソク静岡営業所

緑茶成分に新型コロナウイルスの不活化効果を認める数々の論文が投稿されています
国内における新型コロナウイルスに対する緑茶の効能研究は、以下のとおりです。詳細は、各研究機関のホームページ
などを確認してください。

　 新型コロナウイルスに対する緑茶の不活化効果
　［研究機関］静岡県茶業研究センター・静岡県環境衛生科学研究所・静岡県立大学（論文投稿中）
　▶試験管レベルで、緑茶成分の「エピガロカテキンガレート」に新型コロナウイルスが細胞に感染する力を抑制する
　　効果が認められた。　＊今後、専門家による査読（審査）などを経て科学的エビデンス（根拠）に基づく正式な情報として公表。 

　 茶による新型コロナウイルスの不活化効果
　［研究機関］奈良県・奈良県立医科大学（マスコミ発表、論文未発表）
　▶市販の３種類のお茶を新型コロナウイルスに接触させると、高い不活化能を示すお茶と
　　そうでないお茶があり、不活化効果が高いお茶が新型コロナ対策に寄与できる可能性が示された。

　 緑茶カテキン等による新型コロナウイルスの不活化  ／  紅茶、緑茶による唾液中の新型コロナウイルスの不活化
　［研究機関］ 京都府立医科大学・株式会社伊藤園（論文発表）
　▶緑茶、ほうじ茶、紅茶は、新型コロナウイルスの感染力を著しく減少させることを試験管内で確認した。
　▶試験管内でヒトの唾液中に新型コロナウイルスを加え、これに緑茶、紅茶を加えると、ウイルスの感染力が有意に
　　低下することが確認された。これにより、お茶の摂取や含み飲み、うがいが唾液中のウイルスを不活化させる可能
　　性が示唆された。ただしこの証明には、今後のヒト試験での検証が必要。
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