˩˝˧˥˪˫ˤ˝ˮ˝
ࢩ༭̧͈͉ͣ͘

ᣏ͂ࡓ̦ܨͥ!ࢨ̵̜͏͙̦ͦͭ̈́ਬ̠
˪ˡ˴˰̧͈͉ͣ͘

ᰆᰝᰕᮬၴᩨᮬಮ
ᴺӆᦡৢٕ૨ᴻ

元気
に
育っ
てね
！

අਬ

లˏষْࣣ͈ࠗॐͬૺ̞̳͛̀͘

৹৪̦ਯ͙̫ͣͦͥ
͈̜̻̩̫ͥ̿ͤ࢜̀͘ͅ
අਬ

ΟΐΗσ́༥̱ͣͬཅ̥ͅ

ΑζȜΠέϋġঀ̵͙̥̽̀ͭ͘

˒

ŋŶůŦ
ĳıĳĳ
ŏŐįĳĵĺ

萴縖ֿ⛨ײ禈ׄ
䧏禈䓪יׄ⺸מׂטהױֵס

瑬域稀⺬銶槆瓀㲊╈ס勅
סׂטהױ杼䒝մ㵧全齉䄫⥼
סׂטהױ杼䒝մ㵧
㵧全齉䄫
䄫⥼

3*%&0/.",*/0)"3"մ㛰הױ╾מմ擸╮⸉

瑬域稀⺬銶槆ס瓀㲊鶟ױַי״

雛ם־舅抅孨ג־մ䑏雛םهؔطؠؓך־倲ֿ㲔杯הױ׀ך
雛ם־舅抅孨ג־
䑏雛םهؔطؠؓך־倲
倲ֿ㲔杯הױ׀ך

総合計画は、牧之原市をどんなまちにしていくか、そのためにどんなことをするかを
総合的・体系的にまとめた計画で、市の全ての計画や事業の基本となるものです。
現在、市では、令和５年度からスタートする第３次総合計画の策定を進めています。
問い合わせ 秘書政策課 本間直樹 ☎㉓0052

㳪㚖㸓㑔عشؾ٠⩗סؠ٭㲔

냕⺏
ؙٛؓ



攐ⱱמ⪌磝יכײ
وסחٞعؠؘة錃ׄױ

鷹饟

㛡泘氳⛮罫귆
丝⤓╈

注荁
ؙٛؓ

䐒⯥㽂峳
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䄫⫂⭳ס榟丗





⭳⪯⛨妨㓹儖⺏䅲

)



)


)


)


)

)


)


)


)

)


瑬域稀⺬銶槆ﺲ啶鵰



┉樑ﺲ鐐갭ﺳ萴縖ﺲ峎㵼

☔ 


瓀㲊ﺲ孱ﻐ

NBLJOPIBSBġĳıĳĳįıķ

ئֿ٤ز٭ل

㏐亠宾宕⪜㎥

瓀㲊ﺲ磬穅☪ﺬ䏲ﻸﻱﻹﺲＥ［Ｋ勅ﺳ域ﺝﺫﻎﺎﺬﺲ

4

䄫妨䙫閁鐧削

璻榼

䄫妨ﺲ嵹餉䈱ﺲﺭﺮ澬鏀

礴銶＇［ﺫﺭﺮ鐐갭⮆ﻖ冪

䄫ٌךة٭ًّ٭䙫釤ⳓ
僿ꝴ僖╈伄僖╈伄
մմմ◀㲊

＇［⮆冪٬鐐갭丝杼

䄫⫂㍚⛮ﺲﺬ䙫釤◫䬵

䄫⫂㍚⛮ﻍﺏ☔ⱶ⹆ﺐ
ﺲﻍﺏﻐﺗ擸╮⸉䄫ﺪﺈﺨﺯ
䙫釤◫䬵

钍ゖ

稀⺬銶槆㴯閱⚡

僗閁縖䄫⫂㍚⛮♏辐縖⛨
妨♏辐ﺫﺭﺮ磝笝ﻏﺝ㴯閱⚡
ﺫ銶槆勅⫂ﺲ㳊ﻖ㴯閱

璻榼

䄫妨䙫釤ﺲ澬鏀ﺭﺮ

Ζ䄫閱⚡

Η䄫⫂㍚⛮

Θ䄫妨（［ﻯ⺨㏐

僖

Ι１６Ｊ＃ﻳﻯＡＳ（

㓹儖啶䘶瓀㲊

㓹儖銶槆瓀㲊僖

銶槆ﺯ媮ﻖﻎﺓﺩﺥﻂﺪﺧ䫟鶟



ꪐ嫧宾㺢כ
ꪐ嫧ّؓةذتن٭ئ

理念や考え方を記載する８
年 間 の﹁ 基 本 構 想 ﹂︑ 個 別 施
策の方向性などの４年単位の
﹁基本計画﹂︑毎年見直す個別
事業の﹁実施計画﹂の３層構
造とします︒


♐⽰䇗䈱

⺘



鷹

左のグラフのとおり︑本市
では 年前に比べて出生数が
半減していますが︑これは子
どもを生み︑育てる世代が市
外に流出していることが大き
な要因です︒
若者から住む場所として選
ば れ る 魅 力 を 高 め な け れ ば︑
市の持続性は確保できません︒
第３次総合計画は︑この地
域が持つ資源や産業の力を活
か し︑﹁ 住 む 魅 力 ﹂ や﹁ 市 外
から人を呼び込む魅力﹂を高
めることをコンセプトに︑策
定を進めています︒

㯸罫י夳鈐ס泘稗ךյ㯸罫יյ⥸׀
亠յ⟊罫٬䇦⩩䷷罫⩗סتل٭ئסלם㲔
מ磝ײյ萴縖┩♏ס孱⭳䤰⯆յ㲊⛨➢
鶟ׅםחמն
⭳榤־㯸罫מי꞊䶹䭤⩗ס㲔
⪜㎥סלם㯸כל鷨ׇ梪㗞⩗ס㲔
㝵䓪ס孨驱յ二׀⥸ַ亠➢ס鶟
⟊罫䇦⩩䷷罫梪㗞⩗ס㲔

♐⽰䇗䈱

ꪐ嫧٬碷娡
ؙٛؓ

٭٘بذ٬٠٤ٍٚ



♐⽰䇗䈱

15

ؙِٜؓؠتؘؕؗ٭؞
㍲傴◫孱귆ַכז׆
㎁鷹
⺘



ذةظٜ䤗软䄫妨┕⺸סتل٭ئ哅ⳉ⫂㳊ס釤泡յ
䗯㕔氦⟓מלם孨榫յⲖ曍氳ך䧏禈⺎耆ם车䷓ل٭ئ
סت䬠❠㍲ն
车䷓䣆禈؛ס׀٤ٚؕ٤猜哅ⳉذةظסٜ
哅ⳉⲖ曍䷉ャס䫟鶟
⚥䗯㕔氦⟓٬وؔطبٞٓ٘ب٭٤

냕鵭

㎁

仼儖┉㝵䓪סהױַמ䫟鶟
ذةظٜ٬عٚ٤٘ب٭ْ٭ؚنت٤
ס䫟鶟

典⺲

ターチェンジ︶北側への︑新
たな拠点形成のプロジェクト
を進めています︒高台部には
富士山静岡空港など︑国内外
からの玄関口となるインフラ
が整備されています︒
また︑国道４７３号ＢＰ︵バ
イパス︶周辺は︑御前崎港の
輸出入の利便性もあり︑スズ
キ株式会社などの企業が多数
集積し︑周辺地域から毎日多
くの従業員が通勤しています︒
本市は︑豊かな自然と高度
な産業集積が共存するととも
に︑陸海空の交通インフラが
整備されている強みをもって
います︒



妨ꝴ♿哅ֿ 车ֹ磬岷כ梪 㗞ס㞐
䐠梪גׄ⺸מ磝ײ䶹䭤յ
䧏禈䓪ֵס榤哅ס鬇䬵յ氦㷣
㍲ն
גױյ䄫妨榟孨ֽׄמ梪㗞靷蕔
⛥ס峎מלם磝׳ն
鱔哅٬邮鵰哅ֽׄמ鬇䬵כ
մմ氦㷣
㛡乃ֿ⪦榟炘⚡ס啶疣
䄫妨榟孨حסךٍٞ٭٤ס
մմ䫟鶟

ꄆ憠䡵樋
وٞعؠؘة

☔٬榟孨
ؕ٤نٚ犉
邮鵰٬擻孱䦠憠
ؕ٤نٚ犉

注荁擸╮⸉

⺘

㎁鷹

⺘

㎁鷹

二ַ侇♏ס㰢מצ㵚䑴ג뇂ⱱ
ֵ䷷罫梪㗞ס㲔杯יׄ⺸מյ⛮
꽦؛כ٤ٚؕ٤磝ג⺬ײ攐
荇ֵ䷷罫յ㵸╈㰢劅⫋ס稴לם
鶟״ն
紶ⳉ䷷罫㰢劅ס錃糋
մմ㵸╈䇗ꝴ┉ס鞉ג㰢צ
㏐㓊ֵמ⪦כ㰢劅
㰢劅⫋稴ס䫟鶟
㰢劅饉㏐孨榫ס吾鋀

㳪㚖㸓ꪐ㹭狜峳

擸╮⸉䄫ﺲ杯敯



域♏⮉䦌ׂⱱ罫׳
二םג㰢劅ׂט

舗
㎁#1

حٍٞ٭٤כ磬岷䡗Ꝏס
㞐䐠梪ס㲔杯

本市は︑静波・細江︑相良
などの沿岸部に︑約７割の市
民が生活しており︑この周辺
に公共施設などの都市インフ
ラが集積しています︒またこ
の沿岸部には︑ ㌔㍍の砂浜
のほか︑マリンスポーツや豊
かな農林水産物を楽しめる地
域の魅力があり︑観光サービ
ス産業に関する高いポテン
シャルを持った地域です︒
一方で︑震災リスクなどか
ら高台部の生活環境へのニー
ズも増えているため︑東名高
速道路相良牧之原ＩＣ︵イン

媮㺢鼧כ냕⺏סבא玮㏐梪㗞㏐
㓊鞲嶎ס孨ג־뇂ⱱֵ䦠憠ׂט
כյ䦠憠ꝴס鵽䯥מ䄫⪒⛮ס稀⺬
氦㷣㍲յ㛙☔־⽛צ鱮ײյ㲊
⛨➢鶟ն
냕⺏ꝧ氦ס䫟鶟
仴㰆䄫轵㏐٬媮㺢鼧ס孨䓪
燯⛨㲊⛨➢ס鶟
⺨䦠憠عشؾ׃םח٠⩗סؠ٭㲔

3

)


3


3 䇗


瑬域稀⺬銶槆ס㷺啶鵰
㓹儖啶䘶䇗ꝴ


杼䒝٬㓹儖氳縒ֻ亠٬㣓ⳙ

ꄆ憠亠ꄠ

㓹儖銶槆⯥䏲僿⺨䇗
٬

⠕⮯䷓ס瓀յ产瓀ס亠⺸䓪

ꄆ憠䡵樋٬وٞعؠؘة

㲔产銶槆
夵䇗釤泡

⠕⮯◄ס哅

ꄆ憠䡵樋وٞ◄عؠؘة哅

䙫釤◫䬵⚡

ĳıĳĳįıķġNBLJOPIBSB

3

ǺȟᵫȉȖᵣȴᵼǺȟȜᵽƸНࣲ̞

96.1％

ȟǥȋȞǥȴȉƹᲴஊǈƱƵʪ˅ȸဏ᛫ơƩǬȹȊƖݤᝌƱƣ

19歳
以下

94.1％

ȈǹȀȬƱ୦ǓơǜᝆƕƵ
スマホは︑左のグラフの通り︑ 歳までの人の８割以上
に普及し︑情報収集やコミュニケーションツールとして︑
生活になくてはならない存在になっています︒
また︑コロナ禍を経て社会のデジタル化が急速に進む中
で︑オンラインでの買い物が増加し︑ＱＲコード決済など
によるキャッシュレスサービスが定着してきました︒
今後も︑スマホでできることが増え︑ますます便利になっ
ていくことが予想されます︒

65

Ǹ
ȌǣɮˋǺȟȜធμᙁѐ
初めてスマホを購入した市民に対し︑最
大１万円を補助します︒

ݤᝌᎎ
▼令和５年３月 日までに 歳以上にな
る牧之原市民
▼令和４年４月１日以降にスマホを初め
て購入した人
︵ガラケーからの乗り換えも含む︶
▼世帯に市税の滞納がない人
▼牧之原市ＬＩＮＥ公式アカウントを
﹁友だち登録﹂している人

ݤᝌƲƴǕᝳဈ

ဏ᛫᧔

市役所榛原庁舎３階 デジタル推進課
☎︵ ︶００３３

ဏ᛫ή

▼交付申請書兼請求書
︵市役所に配架︶
▼契約者・支払額の分
かる書類の写し
▼振込口座通帳の写し
▼購入したスマホ

ဏ᛫Ƶ࣐ᙳƴǌƸ

令和５年３月

日

▼スマホ本体代金
▼充電器や充電ケーブル
︵本体に付属していない場合︶
▼事務手数料︑データ移行手数料

65

榛原庁舎２階ラウンジ
相良庁舎１階ロビー
☎︵ ︶２６０５

ᆹӞᚩፘاȸգƎӴǙƥ

▼マイナポイントの申請
▼マイナンバーカードの健康保険証利用
申し込み︑公金受取口座の登録
▼新型コロナウイルスワクチン接種証明
書に係る申請︵スマホアプリ︶
▼アプリ設定

ǶȞᵫȉݤᝌ˻ಆ

市では︑マイナポイントやマイナンバー
に関する支援窓口を開設しました︒スマホ
をお持ちでない人や︑やり
方が分からない人は︑ぜひ
ご活用ください︒電話での
問い合わせにも対応します︒

詳しくは
市ホームページへ

ࠋƸଁላ

20歳〜
29歳

市では本年度︑パソコンやスマホなどの情報通信端末を
利用できる人とできない人との間に生じる格差︑いわゆる
﹁デジタルデバイド﹂対策として︑特にスマホを活用する
ための事業を実施します︒
スマホを所有していない人を対象とした﹁スマホ体験教
室﹂や︑スマホをもっと使いこなしたい個人・団体向けの
﹁スマホ講座﹂︑ 歳以上の人を対象とした﹁シニア世代ス
マホ購入補助﹂などの事業を用意しています︒ぜひご利用
ください︒

スマホを使用している人の割合

ǺȟᵫȉȖᵣȴ

᳖ ɽ Ͷ ᳘ 牧之原市デジタル推進課
᳖ ဏ ᡃ ή ᳘ 株式会社マキノハラボ（旧片浜小学校） 担当：佐野・大石
᳖ဏᡃ૿ඦ᳘ ①電話：070（4368）8364（午前９時〜午後９時 休日可）
②ファックス：23-7787 ③メール：info@makilabo.jp

31

ȟ
ǥȋȞǥȴȉੳᆹӞ

23

市民課

☎︵

︶００２１

人〜 人の牧之原市民を対象として︑
市内の事業所・公民館などへ職員が出向い
てマイナンバーカードの
申請のお手伝いをします︒
写真撮影無料︒

ȟ
ǥȋȴȑᵫǬᵫȊဏ᛫
Љ
ࢍǶᵫȔǺ

53

գƎӴǙƥ

20

23

̆ᵚưǉǈƥǝƕ

スマホの基本から応用まで、受講者の学びたい内容に合わせ、
実際に端末を触りながら操作を覚えることができます。

5
ĳıĳĳįıķġNBLJOPIBSB
NBLJOPIBSBġĳıĳĳįıķ
6

10

100.0％
30歳〜
39歳

31

23

ȟǥȋȴȑȹǬȹȊƸဏ᛫ƹƔକǋƵᲜ

詳細は市HPへ

92.7％

令和５年２月14日
各教室開催日の１週間前
７月25日
ဏᡃ
ᨃ

૱

64

40歳〜
49歳

87.8％
50歳〜
59歳

81.6％
60歳〜
64歳

＊時間は全て午前10時〜正午

各回10人
各回10人
各回20人
ܮՄ

60.0％
65歳〜
69歳

＊令和５年２月28日 までの期間中、
20回程度開催予定。上記以降の開催
日程などは、株式会社マキノハラボ
に確認してください

＊令和５年２月28日 までの期間
中、40回程度開催予定

13.2％
80歳
以上

40.7％
70歳〜
79歳

᳖ˠا᳘カタショーワンラボ
（旧片浜小：片浜1216番地１）
᳖ಚҿ૩҅ǼȴȀȹ᳘
８月19日 ・８月30日

（Ｒ３年度牧之原市市民意識調査より）
・７月28日
・８月４日
・８月18日

問い合わせ デジタル推進課 名波由理加
☎︵ ︶００３３

όܿ

᳖᳘団体と個別に相談
᳖ˠا᳘団体で用意してください

ȸ
ˠا

個人スマホ講座（左）のメニュー
のほか、団体の希望に合わせて講
᳖μዼ᳘スマホの説明、電話、メール
座を行います
᳖ؖᄾዼ᳘写真、Wi-Fi、インターネット
（例：入門編＋ LINE など）
᳖ဈዼ᳘LINE、電話、位置情報
᳖ࣗဈዼ᳘キャッシュレス、マップ
᳖ؖᛠଣ᳘
ガラケーとスマホの違いと特
徴、機種の違いについて
᳖ܲ˴ᬵ᳘
マップ、カメラ、写真、電話

᳖μዼ᳘６月16日
᳖ؖᄾዼ᳘６月30日
᳖ဈዼ᳘７月14日
᳖ࣗဈዼ᳘９月29日
᳖ႼᑤዯӴǼȴȀȹƎ᳹Ǔ᳘
８月10日 ・８月24日

スマホの基本操作から応用まで、４つ
のメニューから幅広く学びます
端末を触りながら、スマホの
基本的な内容を学びます

市内の自治会やサークルなどの団体
スマホ操作を自分の端末で学びたい人
スマホを持っていない人
ݤᝌᎎ

˴ǺȟȜᜓࡉ
̿ʵǺȟȜᜓࡉ
ǺȟȜ˴ᬵܵ
ܵӹ

ӌэᝳ

ӳᆕǺȟȜᜓࡉǜ᧐Ͷơǈƣ

䏲僿냕룻縖殴⯆䈱מ꞊ֽ湳

猜靷䥵Ⱏ⺬Ⱏס㵚霄ע־ֹל־םכյ╚ס┖♓מ孱⮭ך㲊ױ
世帯の窓口負担割合が２割の対象となるかどうかは、75歳以上の人（＊１）の課税所得（＊２）や年金収入（＊３）
をもとに、世帯単位で判定します。令和３（2021）年中の所得をもとに、本年９月ごろに被保険者証を送ります。
杯䏔┾ײ䢥䐂縖מ鎉䎎־
ַע

ַַֻ

┉㲊♓┕ס䢥䐂ֵס塶♓┕סלם☔ס
殴鞝ס猜靷䥵Ⱏ⺬ֿ㚺ױ

┩䅮⫂塶♓┕☔סהֹסյ鐐爑䢥䐂ֿ┒⫃♓┕־ַֿ☔ס
ַַֻ

ַע

┩䅮מ塶♓┕☔סֿ☔♓┕ַ־
ַַֻ

ַע

ր䇗ꄋ⹜⪌☽סא
 ⺬ ס銶 䢥 䐂 ꄋ 갮 ց
ֿ┒⫃♓┕־
ַַֻ
┩䅮⪒ֿ

┩䅮⪒ֿ

Ⱏ

Ⱏ

Ⱏ

ַע

Ⱏ
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＊ 1 後期高齢者医療の被保険者は、75歳以上の人（65〜74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人を含む）
＊ 2 「課税所得」＝住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除（基礎控除
や社会保険料控除など ) を差し引いた後の金額）
＊ 3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含みません
＊ 4 「現役並み所得者」＝課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が３割の人
＊ 5 「その他の合計所得金額」＝事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額

本年10月１日から、一定以上の所得のある人（75歳以上の人など）は、現役並み所得者（窓
口負担割合３割）を除き、医療費の窓口負担割合が２割になります。
変更対象となる人は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20％の人です。
問い合わせ 国保年金課 笠井麻央 ☎㉓0023
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本年度以降、団塊の世代が75歳以上になり始めるこ
とから、医療費の増大が見込まれています。
グラフ１のとおり、後期高齢者の医療費（窓口負担を
除く）のうち、約４割は現役世代（子や孫）の負担（支
援金）となっており、今後も拡大していく見通しとなっ
ています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑
え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
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申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

ׇ嫰䙫ַׂד
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本年10月１日の施行後３年間（令和７（2025）年９月30日まで）
は、２割負担となる人について、１カ月の外来医療の窓口負担割
合の引き上げに伴う負担増加額を３千円までに抑えます（入院の
医療費は対象外）。
配慮措置の適用で払い戻しとなる人には、事前に登録されている
高額療養費の口座に、高額療養費として後日払い戻します。
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川や海の水環境を向上させ︑生活環境を守るため︑市で
は合併処理浄化槽への転換を推進しています︒
また︑日頃から浄化槽の適正な維持管理を行い︑本来の
性能を維持するよう心がけましょう︒
問い合わせ 環境課 西尾亘 ☎︵ ︶２６０９

孶嗔鸵⮉מ畘杼ֹױ

遨Ⲃꄋ⯆䈱ﻖ
ﺘ孨榫ﺈﺙﺤﺓ

遨Ⲃ갮┕

市では︑合併槽への転換
を 推 進 す る た め︑﹁ 単 独 槽
またはくみ取り便槽から合
併槽に設置替えする場合﹂
は︑﹁ 新 増 築 な ど で 合 併 槽
を設置する場合﹂の補助金
額に上乗せした補助金額を
交付しています︵表１︶︒
また︑単独槽からの転換
は︑﹁ 既 存 の 単 独 槽 の 撤 去
に係る工事費﹂と﹁新たに
排水管などを敷設するため
の宅内配管工事費﹂に対し
ても補助金を交付してい
ます︵表２︶︒この機会に︑
合併槽への転換をご検討く
ださい︒
補助制度は︑国や県から
の補助を原資として運用し
ています︒国の補助につい
ては︑令和８年度で終了す
る可能性があります︒

遨Ⲃ㵚霄םכ䄄◄

┖姡鷹
⺬✡嗔

๎ԇഽ ɂ
෩ၥ ہɥަ ᶿȹȗɑȬ

Ӗ榼鑁ס侇僿孶嗔錃糋䄄◄⯥ס
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Ӗ榼鑁☔产╚

単独槽はトイレからの排
孶嗔ﺬ榟孨䪶姡
水のみを浄化しますが︑合
併槽は家庭から出る排水す
人が生活する中で︑トイ
べてを浄化することができ
レやお風呂・炊事・洗濯な
ます︒
ど︑さまざまな理由で生活
現在︑単独槽を新たに設
排水が発生します︒その量
置することは︑法律により
は１ 人当たり１ 日２００
禁止されています︒
リットル︵浴槽１杯分︶と
もいわれています︒これだ
け多くの汚れた水を何も処
姡梪㗞ﺯﻅﺣﺲ⪒⟊ﺲ
理せずにそのまま川などに
⺬✡嗔ﺲﺼ鬇䬵ﻖ
流してしまうと︑自然環境
川が汚れる大きな原因は︑
にさまざまな悪影響を与え
生活排水です︒
てしまいます︒
単独槽ではトイレの排水
これらの問題を解決する
しか浄化できず︑お風呂や
ため︑生活排水をきれいな
洗濯などの生活排水は︑す
水に変えてから川などへ放
べて川に直接流出してしま
流するための装置が﹁浄化
います︒
槽﹂です︒
一方︑合併槽は家庭から
出る排水すべてを浄化する
ⶡ斻嗔✡⺬ﺬ嗔ﺲ鷿ﺈ
ため︑水の汚れは単独槽の
８分の１程度に減らすこと
浄化槽には︑単独処理浄
ができ︑より水環境を守る
化槽︵単独槽︶と合併処理
浄化槽︵合併槽︶があります︒ ことに適しています︒

孶嗔錃糋◄哅遨Ⲃꄋ

まきのはら健康マイレージが始まります！
〜新たに 親子版 がスタート〜
「まきのはら健康マイレージ」とは、市民の皆さんが健康づくりに取り組むことで、心も体
も健康になることを応援するための健康ポイント制度です。本年から、新たに小学生と父母
（または祖父母）を対象にした「親子版」が開始されます。
日々の運動や規則正しい生活などでポイントを貯めて、家族みんなで健康になりましょう。
問い合わせ 健康推進課 鈴木沙愛 ☎㉓0024

まきのはら筋力ＵＰ! 体操

「まきトレ」ができました
市では、理学療法士のアドバイスを受けて、筋力アップに効果的な
体操を制作しました。元気なうちから定期的な運動を行い、ロコモ
ティブシンドロームを予防しましょう！
問い合わせ 健康推進課 加藤明香 ☎㉓0024

まきのはら健康マイレージの流れ
NEW!

成人版

親子版

対 象：18歳 以 上 の 牧 之 原 市
在住・在勤の人

対象：市内在住の「小学生」と
「父母（または祖父母）」の「ペア」

１. パンフレットを入手
▶さざんかや相良保健センターなどでパンフレット
を入手（市ホームページからダウンロードも可）
。
▶目標や取り組みを考える。

▶夏休み前に学校でパンフレットを配布予定（市
ホームページからダウンロードも可）。
▶目標や取り組みを親子で考える。

２. ポイントを貯める
健康づくりを実践したら、パンフレットのポイント
カードに記入し、40ポイント貯める。
［実施期間］７月１日 から12月31日 まで

夏休みに
取り組もう！

健康づくりを実践したら、パンフレットの
チャレンジシートに記入し、30ポイント貯める。
［実施期間］７月23日 から８月31日 まで

▲リーフレットは、健康推進課
（さざんか）と
相良保健センターで配布しています。
お気軽にお問い合わせください！

１人当たり費用額
（牧之原市疾病統計（令和２年度分） 75歳以上の疾病別統計）
筋・骨格
がん

３. ポイントカードやチャレンジシートを提出し、お得なカードと交換＆抽選会に参加
さざんかまたは相良保健センターへ提出し、お得
な特典と交換。
［カード交換期間］ 令和５年１月31日

まで

［特典１］ 達成者全員に「ふじのくに健康いきい
きカード」をプレゼント
［特典２］ お得な商品が当たる抽選会に参加
（抽選会は令和５年２月予定）
［特典３］ 先着100人にペットボトルドリンクを
プレゼント

学校またはさざんか・相良保健センターへ提出し、
お得な特典と交換。
［提出期限］
▶各学校＝９月９日
▶さざんか・相良保健センター＝９月30日
［特典１］ 達成者全員（親・子）に「ふじのくに
健康いきいきカード」をプレゼント
［特典２］ お得な商品が当たる抽選会に参加
（抽選会は令和４年11月予定）

糖尿病

関節、筋肉、
神経などのケガや
痛み（腰痛、
関節炎など）

高血圧症
脳伷塞

県内の「ふじのくに健康いきいきカード」協力店（県
下約1,100店舗）においてカードを提示することによ
り、お店ごとのさまざまなサービスが受けられるお得
なカードです。
サービスの内容は、そのお店や施設により異なります。
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静岡県内協力店舗
検索ページ

ロコモとは、筋肉・骨・関節などの運動器
の働きが衰えることにより、立つ、歩くな
どの移動機能が低下している状態のことで
す。ロコモが進行すると、普段の生活にお
ける自立度が低下し、要介護状態になる危
険性が高まります。

精神
脂質異常症
狭心症

ӥ牧之原市の１人当たりの費用額
は「筋・骨格系疾患」が最も高い
ӥ筋・骨格系疾患の中では「骨折」
の医療費が最も高い

脳出血
心筋伷塞
動脈硬化症
脂肪肝
高尿酸血症
３万円

ロコモチェック！

ふじのくに健康いきいきカード

筋・骨格系疾患の前兆？
ロコモ（ロコモティブシンドローム）

６万円

９万円

12万円

15万円

最近こんなことはありませんか？

⏈ 片脚立ちで靴下がはけない
⏈ 家の中でつまずいたり滑ったりする
⏈ 階段を上がるのに手すりが必要だ
⏈ 家のやや重い仕事（掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど）が難しい
ど
⏈ ２㎏程度の買い物をして持ち帰ることが難しい
⏈ 15分くらい続けて歩くことができない
⏈ 横断歩道を青信号で渡り切れない

１つでも当てはまったら、
ロコモの可能性がありま
す。 ま き の は ら 筋力UP !
体操「まきトレ」で、ロコ
モを予防しましょう！
体操の動画は
YouTubeで
配信中！
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相良Ｂ＆Ｇ海洋センタープールは、機械設備の老朽化と新型コロナウイルス感染
症の影響により、令和２年度と３年度のプール営業を休止していました。
休止期間中にリニューアル工事を実施し、本年度新たにオープンします。
オープン当日にはリニューアルイベントを予定しています。ぜひ、夏のＢ＆Ｇプー
ルへお越しください。お待ちしています！
＊新型コロナウイルスの感染状況により、プール営業を変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。
問い合わせ スポーツ推進課 政野隆輔 ☎ 2643
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高齢者福祉サービス
を活用してください
介護保険サービスとは別に、市が実施している高齢者福祉サービスが
あります。市内在住者で対象要件を満たしていれば、申請により各種
サービスを利用いただけます。
サービスの利用や詳しい内容については、お問い合わせください。
問い合わせ 長寿介護課 原口和人 ⏉㉓0074
名称

サービス概要

提供内容

対象要件

自己負担

［１］
緊急通報
システム
（★）

ひとり暮らし高齢
者などの日常の安
心と緊急事態への
スムーズな対応の
ために、自宅に機
器を貸し出す。

［２］
配食
サービス
（★）

食事の調理が困難
なひとり暮らし高
齢者などに配食を
行い、併せて安否
の確認を図る。

［３］
徘徊
高齢者
家族支援
サービス

徘徊高齢者を早期
に発見するため、
専用端末機の初期設置費
専用端末機を購入
用やGPS機能付携帯電話
または借用した
機の購入費用など
時、初期導入にか
（助成限度額＝ 7,350円）
かる費用の一部を
助成する。

［４］
高齢者等
早期発見
ＳОＳ
システム

行方不明になるお
それのある高齢者
の特徴や写真を事
前に登録しておく
ことで、行方不明
になった際に、迅
速に対応できるよ
うにする。

▶緊急通報システム
▶火災異常通報システム
▶ガス漏れ異常通報シス
テム
▶安否確認システム

年収100万円以下で
ある75歳以上のひと
り暮らし高齢者で、
自宅に電話回線があ
る人

▶利用料＝
月額178円
▶定時交信料
＝電話料金
に月額300
円加算

なし

利用者１人当たり週３食
程度、昼食または夕食を
配食する。
［配食業者］
①株式会社ワタミ
月曜日〜金曜日のみ
②ライフデリ牧之原・御
前崎・吉田店
定休日なし

食事の調理が困難で
かつ年収100万円以
下であり、次のいず
れかに当てはまる人
␘おおむね65歳以上
のひとり暮らし者
␘高齢者のみ世帯ま
たはこれに準ずる
世帯
␘身体障害者世帯

␘ご飯付き
① 470円
② 450円
␘おかずのみ
① 370円
② 400円

なし

65歳以上で徘徊の見
られる認知症高齢者
を介護している家族

毎月の基本料
金など

␘専用端末機の概
要がわかる書類
␘初期導入費用の
領収書
␘介護サービス計
画書
␘振込先の通帳
␘印鑑

認知症により行方不
明になる可能性があ
る人

なし

␘対象者の写真
␘緊急連絡先がわ
かるもの

行方不明になった際、す
ぐに事前登録情報を活用
し、同報無線や「市LINE
公式アカウント」、「まき
のはらTeaメール」で情報
を配信することで、早期
の発見につなげる。

申請に必要な物

␘印鑑
␘運転経歴証明書

ڴᚽڴɝఉțȽȼȟᚐɢɟǾȠɟȗȾȽȶȲʡ˂ʵ
ᴥਖ਼ҰȟࢺзႊǾܝȟˢᓐႊᴦ

［５］
運転
免許証
自主返納
支援事業

［助成内容］
高齢者の運転によ （どちらかを選択）
る交通事故の減少 ␘デマンド乗合タクシー
無料券
を図るため、運転
免許証を自主返納 ␘静岡県タクシー共通
した市内の高齢者
クーポン券
に対し、助成を行
う。
［助成金額］
␘６千円分相当

次の条件を満たす人
␘運転免許証を返納
した65歳以上の人
␘運転経歴証明書の
発行を１年以内に
受けた人

なし

＊申請に来るのが
本人でない場合
は、委任状が必
要です。
＊牧之原警察署で
は、運転免許証
の返納から、市
の助成制度の申
請までの手続き
を一度に行うこ
とができます。

★［１］、［２］は審査の上、サービス提供を決定することとなります。
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ƔƷƖƎ
漂着・堆積した稲わら

正な管理をお願いします︒
また︑作業後の刈り草・枝
葉なども︑清掃センターなど
へ搬入するなど︑適正な処理
をお願いします︒
農林水産課 農地農政係

ᠿಆဈࡒȘȪǺȂᵤǰƸ
ᢙധϽྐྵ

６月〜８月は︑農薬の使用
が増える時期です︒農薬のラ
ベルをよく確認し︑適正に使
用することにより︑安全・安
心な農産物の生産︑農薬使用
者および周辺住民の安全︑そ

ᠿ ᕥ Ұ ܺ ᧹ ദ ᢄ Ѥᵼ Ჱ ஊ
ᲬᶇᲳஊ ᵽ

海岸の松林の中や山林脇の
斜面などに捨てられている農
業 用 マ ル チ︑ 農 薬 ポ リ 容 器︑
き︑流出が確認された際には︑ 肥料袋などは︑美しい海岸や
農村風景を損ない︑牧之原市
上流側および下流側の水田管
の良いイメージを大きく落と
理者が協力して片付け作業に
してしまいます︒
あたってください︒
農業用マルチなどは︑産業
なお︑本来︑稲わらの処分
廃棄物に分類され︑無断で捨
は自己処分が原則であること
てたり野焼きをしたりすると
から︑市では一定の条件を満
産業廃棄物処理法違反となり
たした場合を除き︑水田内へ
ます︒廃棄にあたっては︑購
漂着・堆積した稲わらの処分
入先や専門業者などに依頼す
は実施しませんので︑各自で
るなどして︑適切な処理をお
適正な管理をしてください︒
お茶振興課 基盤整備係
願いします︒
農林水産課 特産係

ᢙАƴᠿףሦྐྵ
近年︑荒廃農地の増加に伴
い︑隣地の所有者からの苦情
︵ 営 農 に 支 障 が あ る・ 虫 が 湧
く・見通しが悪い・子どもの
通学路で危ないなど︶が非常
に増えています︒近隣の耕作
者や住宅などに迷惑をかけな
いように︑所有者の責任で適

ᠿףȑȴǰǜƞဈƙƪ
ƟƎ

して周辺環境の保全を確保し
ていきましょう︒
特にラベルには適用作物名
や有効期限︑希釈倍率が記載
されていますので︑効果や安
全性についての指示事項を必
ず守り︑適切な使用を心掛け
ましょう︒
農林水産課 特産係

ᠿףƸ᠄ဈƵƹৗዔƗƖ
࣐ᙳƱƣ
農地を耕作以外の用途に利
用する場合には︑農地転用許
可が必要です︒
違反転用した場合には︑農
地に復元するよう指導・勧告
され︑罰則︵懲役または罰金︶
が科される場合もあります︒
計画地や事業内容によって
は許可できない場合がありま
すので︑事前にご相談くださ
い︒

▼農地転用申請書受付締切日
＝ 毎 月 日︵ 休 日 の 場 合 は︑
休日前の開庁日︶
農林水産課 農地農政係

ဌǜ؉ǋưဝƵƣǕƵƹ
ৗዔƗƖ࣐ᙳƱƣ
水田を埋めて畑︵茶園含む︶
にするためには︑畑地転換承
認申請が必要です︒
事前着工した場合には︑現
状に復元するなどの指導をす
る場合がありますので︑事前
にご相談ください︒
なお︑埋め立て後は違反転
用とならないよう︑農地とし
て適正な管理をお願いします︒
▼畑地転換承認申請書受付締
切日＝毎月 日︵休日の場合
は︑休日前の開庁日︶
農林水産課 農地農政係

耕作目的で農地を貸し借り
する場合には︑市に貸借の申
し込みをしていだたき︑農業
委員会の承認が必要となりま
す︒
貸借には２つの方法があり︑
相対で行う利用権設定と︑農
地中間管理事業を活用するも
のがあります︒
賃借料は︑貸主と借主の両

ᠿףƸᝲ͉ƵƹৗዔƗƖ
࣐ᙳƱƣ
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市と志太榛原農林事務所で
は︑坂部・坂口地区の水田に
おいて︑排水不良を解消する
ために暗渠排水管を設置する
工事を行っています︒
施工に当たり︑暗渠排水管
の緩衝材として︑もみ殻を使
用していますが︑工事の施工
規模が大きく︑大量のもみ殻
が必要なため︑その収集に苦
労しています︒
もみ殻の提供にご協力いた
だける場合には︑ご連絡をお
願いします︒
お茶振興課 基盤整備係

ᵊᆗǙǓᵋƸᢙധሦྐྵ
令和元年 月の台風 号襲
来時には︑水稲収穫後の水田
に残された稲わらが大量に流
出 し︑ 下 流 側 の 水 田 や 道 路︑
水路に漂着・堆積しました︒
市では︑堆積した稲わらの
回収を実施しましたが︑その
処分には多くの時間と費用を
要し︑令和２年 月末によう
やく最終処分が完了しました︒
つきましては︑水稲収穫後
の水田に残された稲わらの流
出防止対策を徹底していただ

者で決めた額としますが︑賃
借料を決めることができない
場合は︑﹁参考小作料﹂︵ ㌃
当たり５千円︶を参考に両者
で決めてください︒
農林水産課 農地農政係

▶皆さんの土地から均等に道路敷地を出し合って広い道路をつくることができます。
▶区域内のファームポンドからパイプラインを敷設し、給水栓などの設置も可能です。

で︑よろしくお願いします︒
また︑正確な被害の把握も
困難な状況ですので︑農業者
の皆さまで被害などを受けた
場合はご相談ください︒
▼イノシシ捕獲実績数＝令和
元年度３４５頭︑令和２年度
２５１頭︑令和３年度１８９
頭
農林水産課 特産係

小区画不整形な茶園を、区画の整った大区画茶園に整備します

25

た︒
この事業は︑事業を行う対
象農地のすべてを中間管理機
構へ貸し付けたうえで︑小区
画不整形な農地を区画の整っ
た大区画農地に整備する制度
です︒
効率的な耕作環境整備や農
地の荒廃を防ぐためにも︑基
盤整備を早急に取り組む必要
がありますので︑要望があり
ましたらご相談ください︒
お茶振興課 基盤整備係

区域内の農道や農業用水路（パイプライン）などの整備も可能です。

農業従事者の高齢化や農地
の相続などにより︑所有者が
耕作管理できなくなり︑荒廃
農地となる農地が増加してい
ます︒
農地の有効利用を図るため
に︑農地バンク制度がありま
す︒できるだけ農地の貸借を
推進するために︑利用してい
ない農地をお持ちの人は登録
をお願いします︒
農林水産課 農地農政係

会﹂には︑認定農業者をはじ
ӳᆕТࡈᤀ
め多くの農家が加入しており︑
視察や研修会などで知識や技
術を高めるとともに︑経営改
善・販路拡大に取り組んでい
ます︒加入するとイベントや
セミナー︑支援などのさまざ
まな情報も得られます︒
▼市内認定農業者数＝１６３
人︵令和４年３月末現在︶
農林水産課 特産係

ǥȏǸǸƴƳƸܺᯔྏ
ݤላ

﹁設備投資をしてコ
スト削減を実現した
い ﹂﹁ 経 営 規 模 を 拡 大
したい﹂場合に利用で
きる農業関連制度資金
と し て︑
﹁農業近代化
資 金 ﹂﹁ ス ー パ ー Ｌ 資
金﹂などがあります︒
これらの資金の融資
を受ける場合にはさま
ざまな融資条件があり
ますので︑市またはハ
イナン農協︵本店・支
店︶にご相談ください︒
農林水産課 特産係

ɷ᧔ሦྐྵТࡈǜဈ
ơƩؖႵૣʹʚಆ
平成 年度から︑農
家の事業費負担のない
新たな農地の区画整理
事業制度が始まりまし

▶点在した農地をまとめることができます。例えば、Ａさんの土地は道路付の整形区画に
再配分され、新たに登記されます。

ƔơǓƥ

60



近年は︑イノシシの捕獲頭
数が豚熱の影響により減少傾
向にありますが︑依然として
農業被害は減らない状況です︒
市では︑猟友会に委託して︑
農作物に被害を与えるイノシ
シなどの有害鳥獣を駆除して
いますが︑放任作物の撤去や
農地周辺の環境整備などの各
自の対応が重要となりますの

区画整理事業では「換地」により、農地を再配分することができます。

10
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ƴǔǈƥǝƕ
認定農業者制度は︑農業を
頑張るあなたを応援していく
ものです︒自分の夢や将来の
経営の姿を具体的な数値目標
や行動計画にし︑県や市の認
定を受けることにより︑関係
機関が支援をしていきます︒
認定農業者になると︑補助
金や低利な融資︑税制上の特
例など︑農業経営を有利に進
めるためのさまざまな支援を
受けることが可能となりま
す︵認定期間は５年間で︑５
年ごとに再認定の手続きが必
要︶︒
また︑認定農業者などの集
まりである﹁認定農業者協議

30
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10
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農業者年金制度は︑農業者
の老後の生活安定を図り︑老
後のライフプランを設計しや
すい政策年金です︒
加入資格は︑次の３つの要
件をすべて満たす人で︑農地
を所有しない農業者や経営主
以外の家族従事者も加入でき
ます︒
①年間 日以上の農業従事者
②国民年金の第１号被保険者
③ 歳以上 歳未満の人
ま た︑ 支 払 っ た 保 険 料 は︑
全額が社会保険
料控除の対象と
なり税制上のメ
リットもありま
す の で︑﹁ 老 後
の備え﹂のため︑
農業者年金への
加入をご検討く
ださい︒
農林水産課
農地農政係
20

2621
☎
▶お茶振興課
2618
☎
▶農林水産課
問い合わせ

農林水産課・お茶振興課からのお知らせ
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農林水産課・お茶振興課からのお知らせ
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補助事業名

˓͈

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。
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２階 市民相談センター
（消費生活センター）
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件

①旧榛原町地区
②平均斜度15度以上の畑

補助率
［国］
２分の１
［県］
４分の１
［市］
４分の１

補助額単価

野生鳥獣被
害防除設備
設置事業費
補助金

農業被害を防止するために
設置する柵などの購入経費
を補助するもの（ワイヤー
メッシュ柵や電気柵など）

①市内農地において営農し、 購入経費
収入を得ている農業者 ②購 ２分の１
入前に申請書を提出
以内

上限５万円

鳥獣被害防
止総合対策
交付金

農業被害を防止するために
設置する柵などの購入経費
を補助するもの（ワイヤー
メッシュ柵や電気柵など）

①３戸以上の農家 ②事業前
年度の９月末までに要望書を
提出し、事前に補助金の審査
を受けること

上限単価あり
詳細はお問い
合わせくださ
い

茶園集積推
進事業

農地中間管理機構から借り
受けた農地の茶樹に対して
行 う 中 切 り・ 台 切 り、 畝 方
向の統一などの改良経費へ
支援するもの

［県］
２.５万円／
農業経営を行う茶工場、茶工
10ａ
５万円／10ａ
場の中心となる担い手（個人
［市］
（定額）
可） ＊認定農業者
２.５万円／
10ａ

茶園から他の農作物への転 ①市内に住所を有する農業者、
換に伴う経費に対して補助 農業者で構成された団体、農
茶複合経営 するもの
業生産法人で40ａ以上耕作し
【伐根により生じる茶樹の処 ている者 ②５ａ以上の転作 定額
推進事業
分費用、圃場環境整備（整地、 （作物の指定有） ③耕作して
「茶＋α」
土壌改良資材）、転作作物の いる茶畑が２分の１以上残っ
苗代、肥料、資材など】
ていること

当

農林水産課
農地農政係
☎ 2618

景観の悪化や病害虫の発生
を助長するなど、周辺農地
へ悪影響を及ぼす恐れのあ
る荒廃農地を解消するため
のもの

購入経費
10分の10

担

要件により異
なるため詳細
はお問い合わ
せください

荒廃農地再
生・集積促
進事業費補
助金

10ａ当たりの
事業費が10万
円以上かつ総
事業費200万
円未満

10万円／10ａ
（転作初年度の
み）

農林水産課
特産係
☎ 2618

お茶振興課
お茶振興係
☎ 2621

＊上限30万円

茶海外輸出
等支援事業
補助金

輸出に向けた残留農薬調査
や有機JAS認定取得などに係
る経費について補助要件に
基づいて支援するもの

①市内に住所を有する農業者、
農地所有適格法人、荒茶生産 対象経費
組織、茶商 ②国・県等の同 ２分の１
様 の 補 助 金 等 の 交 付 対 象 と 以内
なっていないこと など

上限５万円

経営体樹園
地再編整備
事業

農業者が自ら行う簡易な基
盤整備を県が機動的に助成・
整備するもの（①畑面整備、
② 畝 向 き 修 正、 ③ 枕 地・ 耕
作道の区画拡大、④暗渠排
水、⑤末端畑地かんがい設
備）

①区画を拡大する茶園（暗渠
排水、末端畑地かんがい設備 ［国］
は除く） ②対象園地全てを担 定額
い手が耕作すること など

一般的な工事
志太榛原農
費の50％相当
林事務所
額を定額で助
農村整備課
成
☎054
施工は、農業者
（644）9123
自らが実施

農 地 の 多 面 的 機 能 の 維 持・
発揮のための地域活動や営
農活動に対して支援するも
の

地区で立ち上げた活動組織が
行う農地法面の草刈り、水路
の泥上げ、水路・農道・ため
池などの軽微な補修、植栽に
よる景観形成、施設の長寿命
化のための活動（＊）に対し
て支援
＊市で認定した事業計画に基
づく

市民相談センター（消費生活センター）案内図

ٚࢌ

要

①市の調査により指定を受け
た荒廃農地 ②事業実施者が
［市］
認定農業者などであること
２分の１
③ 農 振 農 用 地（ 青 地） ④10
（別に県２
ａ当たりの事業費が10万円以
分の１の補
上かつ総事業費200万円未満
助有）
⑤中間管理機構を活用した貸
借契約を６年以上結ぶ

ٝম

ુز̭̥ͥܳͣڰ࿚ఴ͞߄
ৰ͈ٜ̈́̓ͬࠨȃং༹
আ̦చ؊̱̳͘ȃ

੫

容

景観の維持・荒廃農地の発
生防止のため、傾斜地で耕
中山間地域 作を行う農業者に対して交
付するもの
等直接支払 ［令和３年度実績］
事業
参加集落数：７集落
参加者数：37人
交付金額計：187万円

ؖཪࡔಋζΑΛΠ
ΙλȜέͻϋ

༥̱ͣ̈́ͭ́͜ྫၳ

内

多面的機能
支払交付金
事業

詳細はお問い合わせください

お茶振興課
基盤整備係
☎ 2621

上記のほか、
「強い農業づくり総合支援交付金」や「産地生産基盤パワ−アップ事業」、
「CHAOIプロジェクト推進事業」
、
「農業基
盤整備促進事業」、
「経営所得安定対策」などさまざまな補助事業があります。事業では、農産物処理加工施設（荒茶加工機械
など）、集出荷貯蔵施設、防霜施設などの整備と更新や、農業用機械等の導入（リース導入）、茶園の改植、基盤整備（区画整理）
などができます。それぞれ条件などがありますので、事前にお茶振興課または農林水産課へお問い合わせください。
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■対象者
３回目接種の完了から５か月以上が経過した以下の人
60歳以上の人
18歳以上59歳以下の人のうち、基礎疾患を有する人（★）や、新型コロナウイルス感染
症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める人（以下「基礎疾患を有する人」）

60

★対象となる基礎疾患の範囲

23

▶慢性の呼吸器の病気
▶慢性の心臓病（高血圧を含む）
▶慢性の腎臓病

▶免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
▶神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰
えた状態（呼吸器障害など） ▶染色体異常

▶慢性の肝臓病（肝硬変など）
▶インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または
他の病気を併発している糖尿病
▶血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
▶免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫
瘍を含む）
▶ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治
療を受けている

▶重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的
障害とが重複した状態）
▶睡眠時無呼吸症候群
▶重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院して
いる、精神障害者保健福祉手帳を所持している、
または自立支援医療（精神通院医療）で「重度
かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療養
手帳を所持している場合）

歳以上の人・基礎疾患を有する人が対象

新型コロナワクチンの４回目接種が始まります

健
康

追加接種（４回目接種）の概要

１．以下の病気や状態の人で、通院・入院している人

☎︵ ︶００５２

西川さんは、昭和49年に大井川中学校に就任して以来、平成
24年までの永きにわたり、教員として勤務されました。部活
動では男子卓球部を受け持ち、熱心な指導の結果、生徒たちは
優秀な成績を収めました。本川根町立南小学校と吉田中学校の
校長、静西教育事務所長を歴任し、静岡県の教育の発展に貢献
されました。西川さんは受章を受け「身に余る光栄。先輩や同
僚たちのご支援があったからこそ受章できた」と話されました。
現在は、お孫さんと一緒に過ごす時間を大切にしつつ、畑仕事
やジムで汗を流し、友人と教育について語る日々を送られてい
ます。

ɣ

⩧囎⸮ꋺ婱璇ⶕ䊘⚶⚶ꩽ

令和４年度 春の叙勲

嚵氭╚㜽؆箖尉ⶓ

増井麻奈美
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各分野で功績があったお二人です

榎田さんは、祖父の代から続く榎田歯科医院で、昭和54年か
ら43年以上、地域の診療に務められ、市の学校歯科医として
も、子どもの歯科口腔衛生の向上に大きく貢献されました。ま
た、平成９年度から静岡県歯科医師会理事を３年間、平成15
年度から榛原郡歯科医師会の会長を４年間務められ、予防歯科
の推進に尽力されました。「口の中は日々変化する。治療後も
定期健診を受けることが大切」と力を込めた榎田さんは、今回
の受章を受け「とてもうれしい。周りの皆さまのご協力に感謝
したい」と話されました。現在も歯科医師として、日々患者さ
んの治療にあたられています。

ɣ

ঌଽૂ༭— ŎŢŬŪůŰũŢųŢġńŪŵźġŊůŧŰųŮŢŵŪŰů

＊診断書などの証明書は必要ありません。接種券の発送は自己申告に基づくものとなります。接種会場におい
て、予診の段階で対象であることを確認した上で接種を行います。

２．ＢＭＩが30以上の肥満の人
＊ＢＭＩ = 体重（キログラム）÷身長（メートル）÷身長（メートル）

市ホームページ

60歳以上の人＝７月初旬〜

基礎疾患を有する人で接種申込みをした人＝８月中旬〜

■接種券の発送
60歳以上の人＝接種券は３回目の接種日から５か月経過する時期に順次発送しています。
接種券が届き次第、予約可能です。
基礎疾患を有する人＝接種申込があった人へ、３回目の接種日に応じて順次発送してい
ます。接種券が届き次第、予約可能です。
＊黄色い封筒がお手元に届きましたら、速やかに開封し中身の確認をお願いします。

■基礎疾患を有する人の接種申込み（７月13日

〜受付）

基礎疾患を有する人で、接種を希望する人は申込手続が必要です。
申込終了後、接種券が届き次第予約可能です。
［申込方法］
▶WEB（24時間対応）
「LOGOフォーム」から申し込んでください。
▶電話（平日のみ 午前８時15分〜午後５時）
牧之原市コロナワクチン予約相談センター ☎050（5210）8729

︶００２４
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■接種スケジュール

☎︵

2:

☎︵ ︶２６２３

＊期間中はライフセーバーが常駐しています。
＊料金徴収期間以外は、駐車場整理料金はかかりません。
＊料金徴収期間中の徴収時間は、午前７時から午後３時までです。
＊感染拡大予防対策などの詳細は、市ホームページを確認してください。

松井工

＊牧之原市民は、運転免許証（市内住所が記載されてい
るもの）を駐車場整理料金徴収員（整理員）に提示し
ていただくと、駐車場整理料金が無料になります。

▶個別接種会場＝市内医療機関（ファイザー社製ワクチンを使用）
▶集団接種会場＝静波体育館（モデルナ社製ワクチンを使用）

健康推進課

800円

■接種場所

問い合わせ

＊さがらサンビーチは、本年度は料金の徴収を実施しま
せん。
▶静波海水浴場

駐車場整理料金
（軽・普通自動車）

〜８月21日

商工観光課

駐車場整理料金徴収期間

７月16日

〜８月31日
〜８月31日

静波海水浴場・さがらサンビーチ

▶静波海水浴場

７月15日
７月15日

問い合わせ

開設期間

▶静波海水浴場
▶さがらサンビーチ

観
光
今年の夏も海水浴場を開設します

市内には、全国有数の「静波海水浴場」と「さがらサンビーチ」があります。
今年も、来場される皆さんの安心安全を確保し、海水浴場を開設します。
今年は、さがらサンビーチでは「海の家」の出店はありません。ご来場の際は、水分補給やビー
チパラソル、簡易テントの持参など、各自熱中症対策などにご注意ください。
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☎︵
︶００２７

補助金名

補助内容

補助率

家庭内家具
等転倒防止
器具取付
サービス事
業

65歳以上の高
齢者のみの世
帯に対して、
家庭内家具等
転倒防止器具
取付けサービ
スを利用する
人に対しての
補助

感震ブレー
カー等設置
事業費補助
金

［対象者］
いずれかの条件を満たす人
地震発生時の
●市内に住宅を所有し、または居住している
通電火災を防
個人で、当該住宅に感震ブレーカー等を設
５万円
ぐために、感
置しようとする人
震ブレーカー ２/３ ●市内に戸建住宅を新築する個人で、当該住宅
＊新築一律
等を設置する
に感震ブレーカー等を設置しようとする人
１万円
人に対しての
［対象機器の規格］
補助
一般社団法人日本配線システム工業会が定め
る規格で、感震機能付住宅用分電盤（JWDS0007
付２）の構造および機能を有するもの

飲料水タン
ク設置普及
事業費補助
金（＊）

非常用飲料水
［住宅］
を確保するた
市内に建築された、個人の所有する居住を目的
めに、飲料水
とした建物
15万円
の備蓄可能な １/２
（１基あたり）
［飲料水タンク］
貯水槽などを
ステンレス製で水道事業管理者が承認する飲
設置する人に
料水を備蓄可能な貯水槽など
対しての補助

−

補助対象

限度額

［世帯］
牧之原市内に住所を有する65歳以上の高齢者
のみの世帯など
家具１台に
［家具等］
つき４千円
（１世帯当たり）
タンス、食器棚、冷蔵庫など
［取付台数・回数］
1 世帯当たり５台まで（１世帯当たり 1 回限り）

☎︵ ︶００５６

住宅内に耐震
［住宅］
シェルターを
昭和56年５月31日以前に建築された木造住宅
１/２
設置する人に
で、耐震診断における評点が1.0未満であると
対しての補助
判定された住宅

小杉山佳

︶００７１

耐震シェル
ター整備事
業費補助金
（＊）

危機管理課

☎︵

［住宅］
住宅の倒壊か
●昭和56年５月以前に建築した旧建築基準の
ら自らの生
木造住宅
防災ベッド 命を守るため
●静岡県の実施する木造住宅の耐震化プロ
10万円
普及事業費 に開発された １/２
ジェクト「TOUKAI-0 わが家の専門家診断」（１基あたり）
補助金（＊） ベッドなどを
による総合評点が1.0未満のもの
購入する人に
［防災ベッド］
対しての補助
平成14年度に静岡県が開発したものをいう

問い合わせ

子ども子育て課 子育て支援係

地域で地域の子育てを支え合う

問い合わせ

ファミリー・サポート・センター

頼

［申請方法］
●申請書および必要書類を危機管理課（市役所榛原庁舎４階）に提出する。
（申請書は市ホームページからダウンロードできます）
●申請書の提出は、必ず購入または工事の発注前としてください。

子
育

23

ཡ
ब
家庭内の防災対策を進めましょう

池田公子

依

大規模災害に備え、自宅の耐震化や家屋内の防災対策が重要です。
市では、個人が防災対策を進める上で、次のような補助金を用意しています。
（＊）の補助金は、９月ごろまでに要望をいただければ、令和５年度予算において予算要求します。

個人向け防災補助金について

日本一女性にやさしいまちづくり事業

健康推進課
23
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牧之原市妊産婦特定疾病医療費助成のご案内

32

おねがい
会員

ファミリー・サポート・センター
︵ 通 称 フ ァ ミ サ ポ ︶ は︑ 子 育 て 中
の家族が安心して働いたり︑育児
したりすることができるよう︑あ
らかじめ登録した地域の会員同士
が活動するネットワークです︒

＊②、③は同内容。都合の良い日を選択してください。
＊講師の都合などにより内容が変更になる場合があり
ます。研修時間などの詳細は、市ファミリー・サポー
ト・センター（☎㉓0077）にお問い合わせください。

市では︑妊娠により起こりやす
い病気の早期発見と早期治療を促
進し︑妊産婦が安心して子どもを
産み育てることができるよう︑保
険適用による医療費の自己負担額
を助成します︒

さざんか（②、③は吉田消防署）

頼

★研修会場

依

午前 楽しい！ふれあい遊びと製作
午前 児童虐待について

支払い

理 解 と 熱 意 の あ る 人 で あ れ ば︑
資格は問いません︒会員登録後
に﹁ ま か せ て 会 員 研 修 ﹂︵ 時
間程度︶を受講するため︑安心
して活動に参加できます︒
★両方会員
おねがい・まかせて会員の両方
に登録する会員です︒
◆活動内容
▼保育施設・学校が休みの時や
急な仕事・学校行事への参加・
通院・冠婚葬祭などで保護者が
外出した際の託児▼児童クラブ
や習い事の送迎 など

④７月29日

対象者

まかせて
会員

午前 子どもの発達と栄養、調乳実習
乳幼児の関わり方、事故予防
午前 救急講習（心肺蘇生法、AEDの使い
午前 方、気道異物除去法、通報の仕方）

⑤８月26日

＊助成費用は︑医療費の自己負担
額から高額療養費︑付加給付金︑
他の法令などで給付されるもの
を控除した残りの費用
＊﹁ 保 険 適 用 外 の 医 療 費 ﹂﹁ 文 書
料︑ 証 明 料 な ど ﹂﹁ 交 通 事 故 な
どの第３者行為によるものの場
合の医療費﹂は対象外
助成対象期間 妊娠届を市へ提出
した月の初日から出産︵流産・死
産を含む︶した月の翌月末日まで

★おねがい会員︵援助を頼みたい︶
市内に住所がある人で︑
０歳︵お
おむね生後４か月︶から小学校
６年生までの子どものいる人が
利用できます︒
＊入会金や年会費︑保険加入の負
担金なし︒利用料は６００円か
ら︒児童扶養手当などを受給し
ている人には助成あり︒
★まかせて会員︵援助を行いたい︶
市内および近隣市町に住む 歳
以上の人で︑育児の援助をする
会員です︒地域や子育て支援に
②７月11日
③７月21日

申請に必要なもの

①妊産婦特定疾病医療費助成金交
付申請書兼請求書︵医療機関など
から支払額の証明を受けたもの︶
② 領 収 証 の 原 本︵ 確 認 後 返 却 ︶
③同意書 ④保険証の写し ⑤付
加給付︑高額療養費︑他法公費負
担などの給付がある場合は︑それ
ぞれの決定通知書 ⑥高額療養費
等給付状況確認書類︵保険診療自
己負担額が１レセプト︵診療報酬
明細書︶あたり２万１千円以上で︑
高額療養費支給決定通知書がない
場合︶ ⑦印鑑 ⑧振込先の通帳

申請期限

医療費の支払いが終わった日の
翌日から起算して１年以内

援助活動

＜まかせて会員研修（前期）日程表＞
①７月８日

市内に住民票がある︑市税など
を滞納していない妊婦または産婦
で︑健康保険に加入している人
︵ 生 活 保 護 受 給 者︑ 牧 之 原 市 ひ と
り親家庭等医療費助成を受けるこ
とができる人を除く︶

対象となる疾病

▼妊娠高血圧症候群▼妊娠に起因
する糖尿病・貧血▼切迫流産︵流
産に係る手術費用を除く︶▼切迫
早産

助成の内容など

助成方法 医療機関︵調剤薬局含
む︶の窓口でいったん医療費を払
い︑後日申請する償還払い
助成内容 妊産婦が対象となる疾
病の診療を受けた際の医療費のう
ち︑﹁ 保 険 適 用 分 の 自 己 負 担 額 ﹂
を助成
20
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͢ ̱

͞ ̳

̭

փܨလș࣐͚ࣺ͂ͤͅܥൺͣ

̺

͘

ͤ

４月号24ページ「まちのわだい」の掲載記事に氏名の誤りがありました。訂正しお詫びします。
［誤］大石小春さん
［正］大石心春さん
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31┤

24ȇ41ȡ25ȇ41

ঊ૪ ႓გːාˏͦ͘
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४حȇ211Ȫུయȫ

ঊ૪

ɖ 2 प˒̥࠲ࢫऔ̤͍͢ˏप࠲ࢫऔ͉ȂచયාႢͅో̱̥̱̩̺̯̞̀ͣ̀ȃ
ɖ૧߿υ;ͼσΑۜஅછ͈ે̀̽͢ͅޙȂ̳ͥܢװાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃ̷͈ष͉ȶ̧͉̪͘ιȜσȷ̵̤̱̳́ͣ͘ȃ
ٛાȟ̯ȇ࠲ࢫছΓϋΗȜ̯̰̥ͭȁȁ̞ȇၻࣣΓϋΗȜ̞ȡͣȁȁȇၻ༗࠲ΓϋΗȜȁȁ˞ˣȇၻ˞ɕˣ٬ဢΓϋΗȜ
ȁȁȁঊ૪ȇঊ֗̀׳ΓϋΗȜ૪ࡔȪ̯̰̥ͭȫȁঊȇঊ֗̀׳ΓϋΗȜၻȪ̞ȡͣȫȁ૪ȇ૪ࡔاΓϋΗȜ

早めの熱中症対策を
夏に向けて気温が上昇し
てきました︒早めの熱中症
対策を行いましょう︒

࿚̵̞ࣣͩȟ࠲ȇ࠲ࢫଔૺهȁ☎‴1135ȁȁ̭ḙ̑̓͜ΓϋΗȜȁ☎‴1194ȁȁঊ૪ȇঊ֗̀׳ΓϋΗȜ૪ࡔȁ☎″1285
ȁȁȁȁȁȁ২ȇ২ٛছ݈ފٛȁ☎⁑4611

ఊ૪ࡔ౷֖֓ݢݣၷΓϋΗȜ

ݢݣ̭̓ؖ͜ഩდ
ঊ̦̓̈́͜ݢພ́ܨ̧̈́͂Ȃۭࢌ̦֓͞شഩდ́
ͺΡΨͼΑ̱̳͘ȃ
ྀࡿࢃ˒শ̥ͣံಱ˔শ́͘ȃȪාಎྫݝȫ
ɔĹıııȤȤίΛΏν͈ٝࡥഩდȂࠈఝഩდ
☎165Ȫ358ȫ::21ȤȤΘͼμσ͈ٝࡥഩდȂJQ ഩდ
ɣɣ

●熱中症は室内でも多発
室内だから安全というこ
とはありません︒外気温が
高くなるにつれて︑室温も
上昇します︒熱中症は室内
や夜間でも発生していま
す︒

●高齢者は特に注意が必要
高齢者は次のような特徴
があります︒
①体内の水分が少ない
②暑さに対する感覚機能が
低下している
③暑さに対する体の調節機
能が低下している
これらのことから︑暑い
と感じていなくても熱中症
になる危険があります︒ま
た︑重症化しやすいので特
に注意が必要です︒

●熱中症は予防が大切
熱中症は︑気温などの環
境条件だけではなく︑体調
や暑さに対する慣れなどが

影響して起こります︒気温
がそれほど高くない日で
も︑湿度が高い日︑風が弱
い日などは注意が必要で
す︒ 急 に 暑 く な っ た 日 は︑
体が慣れていないため︑体
温調節がうまく
い か ず︑ 熱 中 症
になる人が多く
なっています︒

●熱中症予防のポイント
①こまめに水分補給をする
喉の渇きを感じていなく
てもこまめに水分補給をし
ましょう︒入浴の前後や就
寝前の水分補給も忘れず
に！
②エアコン・扇風機を活用
エアコンや扇風機は︑温
度や風向きを調整すること
で︑体が冷えすぎず快適に
使うことができます︒これ
らが使えない場合は︑冷た
いタオルなどで体を冷やす
ことも効果的です︒
③十分な睡眠をとる
通気性や吸水性の良い寝
具を使用したり︑エアコン
のタイマーを活用したりし
て睡眠環境を整え︑寝てい
る間の熱中症を防ぐととも
に︑質のよい睡眠で体調を
整えましょう︒
健康推進課 栄養士
NBLJOPIBSBġĳıĳĳįıķ
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８月６日
午前10時30分〜正午
ミルキーウェイスクエア オープンスペース（芝スペース前）
15組
小学生以上（はさみを使うため）
はさみ ＊折り紙は図書交流館で用意します
図書交流館いこっと・榛原図書館の受付カウンター、電話、FAX、メールで申し込んでください。

新 刊 紹 介
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第３回「いこっと おとなの学び講座」受付開始

日 時
場 所
定 員
対 象
持ち物
申込方法
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本を寄贈いただいた株式会社スーパーラック
の小野里 隆 二社長（右）と橋本教育長

さわやかなイメージのジャスミンの花を折ります。
かな
図書館職員が一緒に折りますので、初めての人もお気軽にご参加ください！
複数の花を折って台紙に貼ることで、オリジナルの作品にすることもできます。
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寄贈いただいた本は、理化学研究所が推薦している「科学道100冊」に
選ばれた本や、子ども向けの図鑑、『サバイバルシリーズ』です。
「科学道100冊」は、書籍を通じて科学者の生き方や考え方、科学のおも
しろさ、すばらしさを届ける事業です。
また理化学研究所は、本市出身の鈴木梅太郎博士が設立に関わり、主任
研究員として多くの功績を残しました。
寄贈いただいた本は、図書交流館いこっとで展示をしています。
ぜひご覧ください！ ＊榛原図書館、移動図書館でも貸出できます。
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社会教育課図書係 元木香代 ☎㉓7007 ℻㉓7008
tosyo@city.makinohara.shizuoka.jp

株式会社スーパーラック様からたくさんの本を寄贈いただきました
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大人の流儀 11
もう一度、
歩きだすために

幸田 文

幸田文／著 青木奈緒／編
平凡社 榛原図書館所蔵

伊集院静／著 講談社
図書交流館所蔵

離婚、子育て、恋、貧乏、人間関係……。
苦境に立ったとき、あのひとならいっ
たいどうするだろう̶̶。厳しくも優
しい幸田文の文章から人生の指針を学
ぶアンソロジー。

大切な人を失ったあなたへ、生きること
に絶望してしまったあなたへ、そしてコ
ロナ禍に苦しむすべての人へ。
「それでも
人には、再び立ち上がる力がある」

〈叱る依存〉
がとまらない

ひまわり号巡回日程 ７月

村中直人／著 紀伊國屋書店
図書交流館所蔵
「叱る」には依存性があり、エスカレート
していく――その理由は、脳の「報酬系
回路」にあった！ 児童虐待、体罰、DV、
パワハラ、理不尽な校則、加熱するバッ
シング報道……。人は「叱りたい」欲求
とどう向き合えばいいのか？

生きかた指南

図書館HP
他にもたくさんの
新着本がありま
す。詳しくはＨＰ
の「 あ た ら し く
入った本」を確認
してください。

巡回コースの詳細は、図書館
ホームページでご覧ください。
［１コース］ ７月５日
［２コース］ ７月６日
［３コース］ ７月12日
［４コース］ ７月13日
曜日の変更
［５コース］ ７月20日
があります。
ご注意
［６コース］ ７月21日
ください。
［７コース］ ７月26日
［８コース］ ７月27日
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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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ɟ൳༭ྫΞτέϋȜΫΑ
☎‴1:::Ȫდၳ̦̥̥̳ͤ͘ȫ

ૂڰ༭

ĭ
ࠋᇍᲣʪƎƝƭƲȸಚҿȸᆇѤƼǈǙǔӮᲤƸ

̞НƴǶȹȔǺ
ƎǗƎǗƴ૱Ɩƌǔǈƣ

求人票コーナー

図書館ＨＰは、パソコンや携帯電話からいつでもどこでも見ることができます。
便利な機能として、
「蔵書検索・予約」メニューからſƌƩǓơƙƹƎƭƩƀǜ౩ከできる
ほか、
ſƔƣƣǋƸƀƕǓཏᨽޓᅇƸǜƣことができます。また、パスワードを登録
して「マイメニュー」画面にログインすることで、Ƹſʗኗƀǎ͉ǔƩƸſᝲЉࡩᧉƀৗ
ዔƗŵ
ſᛡޘമƀ
Უ͉ǔƩƸޘമᲤǜᙹǕƝƲƖƱƗǈƣ。

Į

į

İ

ı

Ĳ

ĳ

図書館ＨＰ

ſ᳃ƀ
ſࠋ/,1(ρࡹǣǬǧȴȉƀ
ſǈƗƸƹǓ7HDȢȹȬƀƱǥȚȴȉवئǜႇ̯ɷ
市立図書館では、毎月さまざまな本の特集展示を開催しているほか、定期的に「いこっと おとなの学び講座」
や子ども向けのイベントを開催しています。このようなイベント情報は、毎月のƁ࠽ئǈƗƸƹǓƂόſ
ǂᘎƝƐǒƀƸțȹǹや、᳃ƸſƔơǓƥƀഈに掲載しています。また、
ſࠋ/,1(ρࡹǣǬǧȴȉƀ
ſǈ
ƗƸƹǓ7HDȢȹȬƀƱǌࠋᇍƸǥȚȴȉवئǜႇ̯していますので、ぜひ受信設定をしてください！

ӗ̯ᚩܮƸ૿ඦᲣ/,1(ȸ7HDȢȹȬƵႈฏǉƸاӴᲤ

ƩƙƟǝƸ႐ƟǈƸƞ
ƌǔƖƲƐƞƠƎǈƣᲜ

Ȝȹȡțȹǹ

᳃Ƹ̞НƴᏢ

᧐ᲬԘ࠱

ݲᛠǎܲဈŵεᇝだけでなく、ټƗƴ૩܍ƱƕǖưƎǕ܍ټǎǴȠȄǰŵ
૽ᎦŵȀǥȉȬƸᩄᛐも所蔵しています。また医療・がん情報コーナーやハロー
ワーク求人票など、ᐰဍƵਥƫࠚǖǕȒȴȖȭȄȉǴȹȋȹを設置し、皆さんの知り
たいさまざまな情報を提供しています。

Ŵ
᳖/,1(᳘市LINE公式アカウントの基本メニュー右下にある「受信設定」
（歯車アイコン）をタップし、
「欲しい情報」の
項目の中から、
「観光・イベント・スポーツ」にチェックを入れてください。
観光情報」にチェックを入れてください。

ĭ 開 館 記 念 式 典（令和（Ｒ）３年４
月）Į開館記念イベント「いこっと
でウォーリーをさがせ！」
（Ｒ３年
７月）įいこっと折り紙教室（Ｒ３
年10月）İ特集展示「おしえて！
LGBT パネル展」
（Ｒ３年11月）ı
環境課・健康推進課共催展示「食育
×歯科×環境コラボ展示」
（Ｒ３年
11月）Ĳサンタクロースによる読
み聞かせ（Ｒ３年12月）ĳ漫画家・
くめ た あきひろ
估田晃宏さんの作品と原画特別展示
（Ｒ４年１月）Ĵ来館者10万人達成
（Ｒ４年２月）ĵいこっと おとなの
学び講座「わかりやすく教えて！お
金のあれこれ」
（Ｒ４年２月）Ķ絵
本作家・スギヤマカナヨさんワーク
ショップ「まきのはらで ぼくのま
ち わたしのまちをつくろう！」
（Ｒ
４年３月）ķ開館１周年記念イベン
ト「お楽しみ抽選会」
（Ｒ４年４月）
ĸ年間を通して多くの市内小学生が
見学に来館
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ķ

ĵ

図書交流館いこっとは︑４月 日で開館１周年を迎えました︒
２月５日には来館者が 万人を達成するなど︑多くの皆さまにご
利用いただいています︒
この特集では︑図書交流館いこっとの１年を振り返るとともに︑
市立図書館の便利なサービスを紹介します︒
問い合わせ 社会教育課 元木香代 ☎︵ ︶７００７

Ŵ
᳖ȢȹȬ᳘
過去に受信したメールの末尾のURLをクリック→「登録情報の変更」をクリック→「配信情報」の「イベント

10

Ĵ

17

ĸ

Ķ

23
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広報まきのはら

細江小６年

細江区

康晟さん

日発行

よしなか・こうせい

令和４年６月

15

㌻に掲載︶の

▼相良小学校６年生の周遊

フ ラ イ ト︵

をたくさんできるとい

いなと思います︒

ࢤ
!

勉強以外にもさまざまな経験

ました︒今後も子どもたちが︑

ズコロナ﹂の流れが見えてき

と思います▼少しずつ﹁ウィ

二度とできないのではないか

奮︒こんなぜいたくな経験は︑

も子どもも歓声を上げて大興

し切りなので︑機内では大人

さでした︒飛行機は学校の貸

では表すことができない美し

照らされている様子は︑言葉

る富士山の黒い山肌が太陽に

きました︒特に︑少し雪が残

も︑はっきりと見ることがで

とに︑富士山も街並みも学校

がら離陸▼上空では幸運なこ

皆さんとともにワクワクしな

生︑テレビ局の取材クルーの

いう状況でしたが︑児童や先

が見えるかどうかは運次第と

気はくもりで︑富士山や学校

ていただきました︒当日の天

取 材 で︑ 飛 行 機 に 同 乗 さ せ

22
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