75.99%

ⓚ静環検査センター

環 環境基本計画・地方公共団体実行計画（区域施策編）
・地域気候変動適応計画策定業務委託

4,240,000円

3,900,000円

91.98% （一社）静岡県環境資源協会

環 牧之原市新火葬場整備に伴う基本計画策定等業務委託

2,493,400円

2,300,000円

92.24% （一社）一般社団法人火葬研

商 牧之原市海水浴場電気放送設備設置撤去工事

2,048,000円

1,920,000円

93.75%

21

10

建 道の駅「（仮）さかべ」測量設計業務委託

6,020,000円

4,740,000円

78.74%

不二総合コンサルタントⓚ 島田営業所

公 秋葉公園等維持管理業務委託

2,330,000円

2,230,000円

95.71%

ⓚガーデンプラン季風庭

637,000円

630,000円

98.90%

牧の原造園

6,757,660円

4,088,200円

60.50%

愛知時計電機ⓚ 静岡営業所

30

ⓚロード産業

18

55

66.10%

19

3,900,000円

集

2,120,000円

募

2,790,000円

子育て支援セミナーの
託児スタッフを募集中

環 牧之原市環境調査業務委託

つ賞＝２人︵団体︶
応募方法 財団ホームページか
ら応募する︵ＤＶＤなどで応募
する場合は郵送︶︒
申込期限 ８月 日┦
申込先 公益財団法人しずおか
健康長寿財団
〒４２０︲０８５６ 静岡市葵
区駿府町１番 号
☎０５４︵２５３︶４２２１

ⓚトツカ

https://www.sukoyaka.or.jp

99.86%

﹁榛原総合病院﹂でぜひ
一緒に働きましょう！

73,200円

市では︑子育て中のお母さん
たちの仲間づくりの場の提供や︑
子育てに必要な知識を得るため
の講座を開催しています︒
お母さんたちが安心して受講
するためには︑その間子どもを
みてくれる託児スタッフが必要
です︒託児スタッフとして登録
してみませんか︒
募集期間 随時
託児時間 平日午前中の２時間
程度︵謝礼あり︶
申込先 こどもセンター 田中
☎︵ ︶００８３

73,300円
市 窓口証明書発行システム機器等賃貸借（月額）

あなたの想いを社会に
発表してみませんか？

小山紙店

募集職種 ①調理師 ②調理補
助︵パート︶ ③洗浄員
募集人数 若干名
試験内容 書類選考︑面接
採用日 随時
試験日 随時
提出書類 履歴書・職務経歴書・
免許証の写し︵①のみ︶
申込先・問い合わせ 榛原総合
病院 栄養科 河原崎
☎︵ ︶９３１３

83.95%

25

30

16

40

大洋電設ⓚ
4,329,400円

祝

5,157,280円

学校ＨＰ

武州総合サービス静岡ⓚ 静岡事業所

24

93.18%

介護者のつどい﹁口腔
ケアで免疫力アップ﹂

園 居宅介護支援事業所たんぽ
内容 学校説明︑受験案内︑校
前８時 分〜正午︑午後の部は
午後０時 分〜午後４時
ぽ 田中 ☎︵ ︶３３００
内見学︑個別相談など
会場 静岡県立焼津青少年の家
持ち物 スリッパ︑靴入れなど
﹁介護支援専門員試験﹂
および小川港周辺海域
定員 各日 人︵申込順︶
を受験してみませんか
申
込
方
法
学
校
ホ
ー
対象 ３歳以上︵乗船規定あり︶
試験日時
ムページから申し込
月９日
午前
▼保護者１人につき︑３歳から
む︵車での来校を希
時〜正午
就学前の幼児１人乗船可▼保護
望する場合は申込時
会場 ツインメッセ静岡︑アク
者１人につき︑小学１〜３年生
にご登録ください︶︒
トシティ浜松︑ふじさんめっせ
の児童２人まで乗船可
申込受付開始 ７月 日 から
申込方法 県介護保険課に簡易
＊詳細は問い合わせください︒
＊８月のオープンキャンパスの
書留で郵送する︒
内容 カヌー漕艇
申込受付も同時に開始︒詳細は
受験手数料 １万１００円
申込方法 ホームページの入力
学校ホームページへ︒
申込期限 ７月４日┢︵当日消
フォームで申し込む︵各回とも
問い合わせ 組合立静岡県中部
午 後 ０時 分 か ら
印有効︶
７月 日
看護専門学校
受付開始︶
試験案内配布場所 ▼市民課相
☎０５４︵６２９︶４３１１
定員 各回 人︵先着︶
良窓口係・榛原窓口係▼長寿介
参加費 １人につき３１０円
護課
島田樟誠高校﹁夏のオー
︵保険料︑飲料代︶
申込先・問い合わせ 県介護保
プンスクール﹂を開催
申込期限 ▼第１回＝８月７日
険課
日時 ７月 日 ︑ 日
▼第２回＝８月 日 ▼第３
午
☎０５４︵２２１︶３３９５
回＝９月 日
＊いずれも午
前９時〜午前 時 分︑午後１
中部看護専門学校の学
時〜午後３時 分
後４時まで
校見学会を開催します
会場 島田樟誠高校
﹇焼津わくわくワンデイキャン
静岡県中部看護専門学校では︑ 対象 中学生とその保護者
プ﹈
午前９時
内 容 体 感 タ イ ム︑校 内 見 学 な
将来看護師を目指している人や
日時 ８月 日
分〜午後４時まで
ど︵詳細は問い合わせください︶
看護職について関心のある人を
会場 静岡県立焼津青少年の家
申込方法 ホームページで申し
対象に︑学校見学会を開催しま
および小川港周辺海域
込む︒
す︒実際に学校に来てみて︑参
対象 小学校４〜６年生
申込期限 ７月 日
加することでわかることが沢山
申込先・問い合わせ 島田樟誠
内容 黒はんぺん作り︑カヌー
あります︒皆さんの参加をお待
高校
漕艇︵荒天時＝創作活動︶
ちしています︒
☎０５４７︵ ︶３１１６
申込方法 ホームページの入力
＊来場の際は︑マスクなどの感
染防止対策をお願いします︒ま
https://www.shosei.ed.jp フォームで申し込む︵７月 日
午前９時から受付開始︶︒
た︑当日体調が優れない人は参
焼津青少年の家のイベ
人︵抽選︶
定員
加をお控えください︒
ントに参加しませんか
午後５時
参 加 費 １ １ ０ ０ 円︵ 保 険 料︑
日時 ①７月 日
﹇みんなでソーレ！ 〜カヌーだ
〜午後６時 分︵午後４時 分
飲料代︑黒はんぺん作り︑昼食︶
午後１
〜 受 付 ︶ ② ８月 ４日
午前
よ！ 全員集合〜﹈
申込期限 ７月 日
時まで
９時〜午前 時 分︵午前８時
日にち ▼第１回＝８月 日
分〜受付︶
▼第２回＝９月４日 ▼第３回
問い合わせ 焼津青少年の家
対象 中学生以上︵保護者同伴
＝ 月２日
☎０５４︵６２４︶４６７５
可︶
時間 各回とも︑午前の部は午

15

12

437,000円

10

50

10

30

5,900,000円

水 量水器購入

22

18

建 市道勝間田静波線歩行空間設置工事 その３

公 勝間田川堤桜害虫防除業務委託

30

11

31

469,000円

50

30

30

秘 公用車運転管理業務委託（月額）

お口の健康を保つことで生
活の質を高めましょう︒
日時 ７月 日┡ 午前 時〜
正午
会場 相良清風園
内容 ﹁新型コロナウイルスに
負けない！ 口腔ケアで免疫力
アップ﹂
申込方法 電話で申し込む︵送
迎が必要な人は申込時に相談し
てください︶︒
人
定員
申込期限 ７月２日┧
申込先・問い合わせ 相良清風

33

30

小山紙店

﹁第 回静岡県すこやか長寿
祭 熟 年 メ ッ セ ー ジ 大 会 ﹂ で は︑
熟年世代の皆さんが︑これまで
経験した感動・喜び︑熟年だか
らこそ挑戦したいこと︑私の生
きがいをメッセージとして発信
する作品を募集します︒
対象 県内在住でご自分を熟年
と思う人︵グループでも可︶
募集テーマ 自由
応募形式 文章 ２千文字以内
︵財団ホームページの画面から
直接入力できます︶
＊文章による応募が困難な人は︑
映 像 は Ｄ Ｖ Ｄ︑ 音 声 は Ｃ Ｄ で︑
いずれも 分以内の作品
＊作品は未発表で︑ 人︵１グ
ループ︶１作品に限る︒
表彰 ▼１位︵グランプリ︶＝
１人︵団体︶▼２位︵準グラン
プリ︶＝１人︵団体︶▼はつら

26

25

78.19%

55

30

19

70

10

30

1,304,800円

10

22

30

10

HP

令和５年４月採用の海
定の基礎となる評価額を計算す
に関する質問や個別相談の場を
上保安官を募集します
るためのもので︑訪問する職員
設け︑予防方法などをわかりや
詳細は︑Ｑ Ｒコードからご確
は固定資産税評価補助員証を携
すくお伝えします︒
午前 時〜
認ください︒
行します︒対象者には︑事前に
日時 ７月 日
午前 時 分︵受付＝午前９時
調査の日程などを記載した通知
分〜︶
を送りますので︑ご協力をお願
会場 い〜ら ホール
いします︒
対象 市内または近隣にお住ま
問い合わせ 税務課 山口
いの人
☎︵ ︶００３５
定員 ２００人
吉田町上水道メーター
問い合わせ 清水海上保安部
その他 動きやすい服装でお越
の取り換えを行います
管理課
しください︒
各家庭︵事業所︶の水道メー
☎０５４︵３５３︶１１１８
問い合わせ 公益社団法人静岡
ターは︑計量法により８年で取
県理学療法士会事務局
放送大学では２０２２
り換えることになっています︒
☎０５４︵２７５︶２９８５
年 月の入学生を募集
対 象 の 家 庭︵ 事 業 所 ︶ に は︑
榛原総合病院の無料相
放送大学は︑２０２２年 月
﹁吉田町上水道事業指定給水装
談会﹁まちの保健室﹂
入学生を募集しています︒ 代
置工事事業者﹂が無料で水道
から 代の幅広い世代︑約９万
メーターの取り換えに伺います
保健師が︑健診結果や住民検
人の学生が︑大学を卒業したい︑ ので︑ご理解とご協力をお願い
診に関する相談を無料で受け付
学びを楽しみたいなど︑さまざ
します︒
けます︒
まな目的で学んでいます︒
実施期間 ７月 日 〜８月
日時 ７月２日
午前８時
日
分〜午前 時
心理学・福祉・経済・歴史・
対象地域 細江・坂部・坂口地
会場 さざんか
文学・情報・自然科学など︑約
問い合わせ 榛原総合病院 看
３００の幅広い授業科目があり︑ 区で吉田町上水道に加入してい
護部 西村 ☎︵ ︶１１３１
１科目から学ぶことができます︒ る家庭・事業所︵対象の家庭・
事業所には︑７月６日 〜 日
資料を無料で差し上げていま
吉田特別支援学校小・
に吉田町上水道事業指定給水
す︒お気軽にご請求ください︒
中学部体験入学を開催
装置工事事業者が確認に伺いま
出願期間 ▼第１回＝８月 日
▼第２回＝９月 日
対象 本校小学部︑中学部への
す︶
問い合わせ 放送大学静岡学習
就学を検討している年長︑小６
問い合わせ 吉田町上下水道課
センター
のお子さんと保護者
☎︵ ︶２１２７︑︵ ︶２１２８
☎０５５︵９８９︶１２５３
﹇小学部 親子体験入学﹈
公開講座﹁フレイルを
実施日 ９月 ６日 ︑ ７日 ︑
予防しよう！﹂を開催
８日 のうち１日
お知らせ
地域の皆さまの介護予防と健
﹇中学部 体験入学﹈
家屋の調査を実施しま
康増進に貢献することを目的に︑ 実施日 ９月 日
すのでご協力ください
申込期限 ７月 日 ︵小学部・
理 学 療 法 士 が﹁ フ レ イ ル 予 防 ﹂
中学部とも︶
についてわかりやすい講演と予
問い合わせ 吉田特別支援学校
防につながる運動実演を実施し
小・中学部主事
ます︒
☎︵ ︶９８７２
加えて︑介護予防や健康増進
７月から︑新築または増改築
された家屋を対象に︑税務課職
員が訪問調査を行います︒
この調査は︑固定資産税の算

海上保安学校

30 11

1,668,800円

1

13

37

議 牧之原市議会だより印刷製本業務

情 広報まきのはら印刷等業務

落札業者
予定価格（税抜） 落札価格（税抜） 落札率
工事・委託名

10

海上保安大学校
（本科）
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11

23

10

2602

HP

環：環境課 市：市民課 商：商工観光課
問い合わせ 管理検査課 荒川 ☎

10

25

情：情報交流課
水：水道課
議：議会事務局 秘：秘書政策課
建：建設課 公：公園公共建築課
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