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公共施設

「学校再編計画」を知っている人が５割以上
┫「公共施設の最適化」に対応するための取り組み

公共施設の最適化に向けた市の取り組みで知っている
項目については、「学校再編計画」が 56.3％と５割を
超え、次いで「片浜小学校の利活用」が 55.1％とな
りました。
19.4％の人が「知らない」と回答しています。

で、知っているものは？
（％）
60 56.3

40

原発

32.0
24.3

20

17.0 19.4

10
０

①

②

③

④

⑤

⑥

0.5

2.8

⑦

⑧

①学校再編計画、②保育施設民営化、③片浜小学校
の利活用、④老朽化施設の取り壊し、⑤消防団詰所
の統廃合、⑥知らない、⑦その他、⑧無回答

「安全が確認できれば、稼働したほうがよい」が最多

浜岡原子力発電所の今後については
「安全が確認できれば、稼働したほう
がよい」が 36.4％を占める結果とな
りました。
次いで「停止しておいたほうがよい」
が 32.0％、「どちらともいえない」が
20.7%、「わからない」が 8.9％とな
りました。

４年度
３年度
２年度

32.0

36.4

37.7

26.8

44.5

22.2
21.2

23.1

元年度

47.9

25.8

15.9

30年度

49.4

23.6

17.3

20.9

17.5

28年度
27年度

51.7
47.3

25年度

16.1

19.4

51.3

15.5

20％

19.8
40％

60％

1.5
0.4
0.5
1.0

0.4
3.1
5.7
1.0
3.3
6.5
0.7
5.9 4.0 1.4
4.1
4.4
1.3

10.7 5.1 9.6
80％

1.2

100％

第２次総合計画における市の行政サービス「市の取り組みに対する満足度について」
第２次総合計画（平成27年度〜令和４年度）
における市の取り組みに対する満足度は、策
定当初と比べ、ほぼすべての部門において上
昇しています。
しかし、産業や生活基盤の部門では、全体的
に満足度が低い状況にあるため、令和５年度
から始まる第３次総合計画で、改善に向けた
取り組みを進めていきます。
この調査は、今後も引き続き行っていきます
ので、ご協力をお願いします。
4
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牧之原市

各部門の満足度の推移
市政
経営

健康
福祉

教育
文化

産業
経済

生活
基盤

防災

平成27年度

0.03

0.02

-0.65

-0.29

-0.1

-0.07

令和４年度

0.15

0.01

-0.41

-0.14

0.14

0.07

＊各部門における満足度を平均した数値
［評価点の算出方法］ȁɖྫٝ൞͉ٝ൞৪ତ̞̈́͛ͅ܄
▶ྖ௷ȼˎത▶͞͞ྖ௷ȼˍത▶͞͞ະྖȽˍത▶ະྖȽˎത

市民意識調査

調査対象：市内在住
（市内に住民票のある人）
の16歳以上の男女
調査方法：無作為抽出による郵送配布・回収
調査期間：４月28日 〜５月12日
発 送 数：1,398通
有効回収数：749件（郵送：532件
インターネット：217件）
有効回収率：53.6％（郵送：38.1％
インターネット：15.5％）
＊端数処理の都合上、また、複数回答のため、
合計が100％にならない場合があります。

検索

約６割の人が「今後も住み続けたい」

今住んでいる場所に「住み続けたい」という
回答は約６割となりました。
「他の場所に移りたい」と答えた人の理由と
しては、「公共施設や大きな商店がなく生活
に不便だから」が約５割となり、最も高い結
果となっています。

0.7

12.4

18.5

53.6

8.9
1.8
11.0
2.2
8.2
2.1
7.6
2.6
6.7

5.4 6.6 1.0
1.7
7.2
12.6
2.6

23.3

57.4

23年度

18.4

20.2

55.3

24年度
０％

23.8

52.5

26年度
■どちらともいえない
■わからない
■その他
■無回答

20.7

― 調査の概要 ―

市ホームページは、右のＱＲコードを読み取るか
検索してご覧ください。

居住

┫ 浜岡原子力発電所の今後についてどう思うか？

29年度

■停止しておいたほう
がよい
■安全が確認できれば
稼働したほうがよい

55.1

30

市民意識調査結果

市では、市の取り組みに対する皆さんの満足度や重要度
などを確認するため、
「市民意識調査」を実施しています。
令和４年度からは、インターネットによる回答を導入し、
回答者の約３割が利用しました。
本年度の結果について、一部抜粋して掲載します。詳細
は、市ホームページなどで公表しています。
結果については、今後の取り組みに反映していきます。
問い合わせ 秘書政策課 大石雅之 ☎㉓0052

50

［公共施設の最適化とは］
日本では、昭和40〜50年代における高度経済成長や都
市化の進展に伴い、道路や橋を含めた公共施設を一斉
に整備しました。
これらの公共施設は、老朽化により、近い将来一斉に
作り直さなければいけない時期を迎えます。しかし、
人口や経済構造が変化する中で、すべての公共施設を
維持・更新していくことは財政的に難しくなるため、
市では公共施設の最適化に向け、計画的に取り組んで
いきます。

令和４年度

┫ 今後も住み続けたいか？
４年度

60.3

5.2

３年度

60.5

6.8

２年度

62.3

子育て

■市外に移りたい
■わからない
■無回答

5.6

62.2

30年度
０％

6.4

59.5

元年度
■住み続けたい
■市内の他の場所へ
移りたい

40％

0.9

18.1

13.5

1.0

17.8

13.2

0.4

13.9

17.2

60％

2.0

15.3

17.6

5.7

20％

16.6

17.0

80％

1.0

100％

「医療機関の充実に取り組むべき」が約６割

「牧之原市は子どもを産み育てやすい環境か？」との
問いに対し、「大いに思う」と「ある程度思う」の合
計が約３割でした。
子どもを産み育てやすい環境にするため、市が取り組
むべきこととして、「小児科や産婦人科など医療機関
の充実」が約６割となり、最も高くなっています。
■大いに思う
■ある程度思う
■どちらともいえない
■あまり思わない

■まったく思わない
■わからない
■無回答

┫ 牧之原市は子どもを産み育てやすい環境か？
1.3
４年度

28.4
1.9

３年度

33.4
2.6

２年度

40.1
3.7

元年度

36.4
3.9

30年度
０％

30.9
20％

3.5
12.7
4.1
12.4
28.5
18.1
3.4
14.8
24.5
11.5
3.7
24.7
14.5
14.2
4.4
25.0
16.3
15.3
20.2

32.4

40％

60％

80％

1.5
1.6
3.0
2.9
4.1

100％

┫ 子どもを産み育てやすい環境にするため市が取り組むべきことは？
①小児科や産婦人科などの医療機関の充実（59.5％）
、②子育てに関する経済的支援の充実（43.7％）
、③親子で遊べる施設
や公園の整備（42.7％）
、④一時的に子どもを預かる施設（32.0％）
、⑤地震・津波など災害対策（19.8％）
、⑥教育・文化
水準の向上（17.2%）、⑦地域で子どもを育てる意識の向上（12.8％）、⑧悩みごとを話せる相談窓口の充実（11.7％）、
、⑩家族や地域が育児に参加することの啓発（4.7％）
、⑪その他（1.6％）
、
⑨子育てについての積極的な情報提供（8.3％）
⑫無回答（2.7％）
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令和５年度
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がいこく

にほんごきょうしつ

ひと

外国の人
のための

はじめて の 日本語教室

牧之原市では、 日本語が

わからなくて

ために 「はじめての日本語教室」 を
スーパーに

いくとき、 病 院 に

できますか？

よくつかう

知っておくとよい

外国の

いくとき 、日本語で
日本で

日本語を

人の

はなすことが

くらすために

勉強

しましょう。

問い合わせ

情報交流課

道野優花

☎0548（23）0040

■時間（いつ）

かね

2022 年 ９月 11日 から

11月 27日 の

９：30 〜11：30

日曜日

■場所（どこで）
榛原文化センター、 牧 之原市役 所榛原庁舎

４階

お金は
いりません
（￥０）

市では、「子育て支援センター相良」と「相良児童館」の機能をミルキーウェイスクエア内
に移転して、すべての子どもが健やかに育ち、安心して子育てができるように、新しい子育
て支援センターを整備することを計画しています。
現在の支援センターは、３歳未満のお子さんと保護者を対象としていますが、新しい支援セ
ンターには、３歳以上のお子さんも利用できる部屋（小・中・高・学生の入室ＯＫ）を用意
するため、乳幼児と３歳以上の子どもやきょうだいが一緒に遊べるようになります。
オープンは令和５年４月中を予定しています。小さいお子さん連れのご家族はもちろん、お
じいちゃん、おばあちゃんも一緒に、ぜひご利用ください。
問い合わせ こどもセンター 西川いく美 ☎㉓0083

会議室 （ 静 波 447-1 ）

■勉 強できる人（だれ）

「子育て支援センター」「相良児童館」移転整備後の

①から ③の ぜんぶに あてはまる 人
① 16歳

以上

② 牧之原市に
牧之原市の
③ 日本語が
受けて

住んでいる人、

前に

ミルキーウェイスクエア（予定）

困 っている 人

日本語

レベルチェック

もらって、 参 加できる

人を

レンタル
キッチン

子育て
支援センター
エリア

働いている 人

わからなくて

（教 室の

どこの国の人でも 勉強できます。
友だちや 近くに住んでいる人で、
日本語が わからなくて 困っている人がいたら、
教 室 のことを おしえてあげて ください。

の人
会社で

引っ越します

はじめます。

日本語や

かんたんな

困っている

子育て支援センター相良
相良児童館

テストを
申し込みフォーム▶

決めます）

卓球室

トランポリン

ほか

３歳以上の子
も利用できる
エリア

■申し込み
９月１日までに、 申し込みフォーム
▶申し込み先 ： マキノハラボ

スケジュール

の日に

か

電話で

申し込む。

☎ 090（6119）2073

教 室が

＊ポルトガル語、英語で話せます

レンタル
スペース

ボルダリング

図書交流館
いこっと

カフェ

あります。

出入口

＼ 引っ越すことでメリットたくさん！ ／

現在の「子育て支援センター
相良（い〜ら内）」
「相良児童
館」は、令和５年３月末をもっ
て閉館となります。

◎ 子育て支援センターを土日も利用できる。
◎ 乳幼児と３歳以上の子どもやきょうだいが一緒に遊ぶことができ、
＊ 新 型 コロナウイルスの 病気が ひろがった ときは 休みになる ことが あります。

親子の触れ合いの幅が広がる。
◎ カフェを利用した憩いのエリアを、母親の交流の場に活用できる。

日本語サポーターとして参加してみませんか

◎ 図書交流館いこっとが施設内にあり、絵本などが充実している。

外国の人との交流をしながら、日本語の学習を支援するサポーターを募集しています。
未経験者、外国語が話せない人でも大丈夫です。詳しい内容は、右のＱＲコードから確認する
か、情報交流課（☎㉓0040）にお気軽にお問い合わせください。

8

NBLJOPIBSBġĳıĳĳįıĹ

このページは、日本語に不慣れな人でも読みやすいように
一部を除き「やさしい日本語」を用いています。

◎ レンタルスペースで親子イベントなどを開催でき、行事が充実する。
◎ 周辺には商業施設があり、施設利用者の利便性が向上する。
◎ 近隣には大沢公園があり、野外での親子の触れ合いもできる。
ĳıĳĳįıĹġNBLJOPIBSB
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産前産後サポート事業

［会場］
さざんか２階
栄養指導室
多目的室

［開催日時］
10月15日 、１月21日
午前９時30分〜正午ごろ

市では、健やかな育児のサポートのために産前産後サポート事業を行っています。
パパママになる準備のための両親学級「まきたまクラブ」と、産後のママの
ためのリフレッシュ教室「まきひよクラブ」について紹介します。
申し込み・問い合わせ 健康推進課 吉田紗奈 ☎㉓0027

出産、母乳の話

骨盤ケア講座

助産師が、出産の流れや母乳についての
講話を行います。夫婦で出産や産後の生
活についてイメージすることができます。

理学療法士による骨盤ケアのための体操
を行います。産後のマイナートラブル（肩こ
り・腰痛・尿漏れ）の予防につながります。
産後６カ月頃までは身体を元の状態に戻そ
うとする力が働いているため、骨盤矯正や
お腹の引き締めが期待できます。

＊１週間前までにご予約ください

まきたま
クラブ
［対象者］

初めての出産・育児を
迎えるパパ・ママ、
ぜひご参加ください！

［開催日時］
11月17日 、２月16日
午前９時30分〜正午ごろ
＊１週間前までにご予約ください

産後のママのための
リフレッシュ教室。
ぜひご参加ください！

妊婦（妊娠５カ月から８カ月
までの安定期の人）、
夫・家族

［会場］
さざんか
１階健診室

まきひよ
クラブ
［対象者］
産後12カ月までの産婦
＊託児無料

［参加費］
1,000円（昼食代）

もくよく

沐浴実習

助産師の話

赤ちゃん人形を使ってお風呂に入れる練習を
します。助産師が様子を見ていますのでわか
らないことはその都度確認できます。パパも
積極的に参加してくれています！

授乳のことや出産後の体や心の変化について
の講話を行います。ママから出た疑問にもお
答えし、前向きに育児に臨めるようサポート
をしていきます。

妊婦体験、産後の話
妊婦ジャケットを着てパパに妊婦体験をしても
らいます。妊娠中に掃除など家事をすることの
大変さをパパに知ってもらうことができます。
保健師が、産後の心の変化や育児参加につい
ての講話を行います。

お産の振り返り、ママになってうれしいことや大
変なことなど、ざっくばらんにおしゃべりしていき
ます。仲間づくりのきっかけにもなっています。

栄養の話

支援センターツアー

栄養士が、妊娠期と母乳育児のための食事
についての講話を行います。
妊娠期の食生活や体重管理は、赤ちゃんの
ためにとても重要です。

さざんか内にある子育て支援センターの見学をします。
実際に利用している様子を見学でき、支援センターの
先生から利用方法などを紹介しています。

「参考になった人」
の割合 = 92% !!
（Ｒ３参加者アンケートより）

:

座談会

NBLJOPIBSBġĳıĳĳįıĹ

＼＼ 参加者の声 ／／

＼＼ 参加者の声 ／／

◎沐浴の手際を学べてよ
かった。
◎パパにも聞いてもらえて
安心した。
◎両親ともに育児の実感
がわいた。

◎楽しくて気分転換になった。
◎いろんなお母さんと交流で
きてうれしかった。
◎人に会って体を動かしたり話
したりすることの大切さを実
感した。

ĳıĳĳįıĹġNBLJOPIBSB
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生活支援コーディネーターとは？

［地域活動に参加する人を広げる取り組み］

地域活動への参加の大切さを伝える講演会を実施しました
６月26日、弁護士の住田裕子さんを講師に迎えて「住田裕子と未来
を描こう！おすすめ講演会」を開催し、約260人が聴講しました。
この講演会では、地域活動の重要性や、高齢者の社会活動の参加に
より得られる介護予防効果について講演いただきました。
参加者からは、「聞いて納得、ありがたい話だった」「人と人とのつ
ながりの大切さを再認識させられた」といった声が聞かれました。
皆さんもぜひ「元気な高齢者」を目指し、今後の人生を充実したも
のにしましょう！

こんな活動をしています！

ᭁᨵଥܰ

教養

教育

＝『今日、用』
＝今日行う用事
を持つ！

＝『今日、行く』
＝今日行く場所
がある！

地域らいふサポーター養成講座

22
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受講生
募集！

第２回「健康のための運動実技」

［日時］ ９月20日
午後１時30分〜午後３時
［場所］ 健康福祉センター さざんか

＊第３回以降は、参加者の意向により、回数や内容を検討していきます。

［申込期限］ ９月２日
［定員］ 70人
［申込先・問い合わせ］
市社会福祉協議会
生活支援コーディネーター担当
大石美、川村、大石愛 ☎ 3500

［新たな活動づくり］

高齢者の通いの場を支援しています

定期的に仲間と集まって、楽しく過ごすこ
とは、いつまでも元気で生活するための源
です。高齢者が月１回以上、通いの場に参
加することで、要介護状態になるリスクが
減少します。
また、新たな活動づくりだけでなく、活動
継続の支援も行っています。

Ჭ
［個人や組織のニーズとサービスのマッチング］

個人や組織の願いを叶えるためのつなぎ役
「将棋がしたい」
「人と話がしたい」
「何かしたいけど一緒にする人が見つから
ない」「裁縫は割とできる」「草取りならできる」「大それたことはできないけ
れど、誰かと一緒なら、何かする時間はある」――。
そんな「必要とする誰か」と「必要とされる誰か」のマッチング（組み合わせ・
仲間づくり）をしています。
「出かける場所はどんな所があるの？」
「おしゃべりがしたいけど、どこかある？」
「５人くらい人が集まるんだけど、誰か来て
話をしてくれる？」などといったご要望にも、
一生懸命探してご紹介します。
お気軽にご相談ください！

市内で活動している﹁生活支援コーディネーター﹂は︑高
齢者の生活支援や介護予防の推進について検討し︑高齢者が
この地域で活き活きと自分らしく生活できるように︑さまざ
まな取り組みを行っています︒具体的な取り組みと︑今まで
の成果についてご紹介します︒
問い合わせ 長寿介護課 福田比呂子 ☎︵ ︶００７６

「地域活動に参加したい」「ボランティア活動に興味がある」「地域で活躍
したい」という人向けに、養成講座を開催します。
卒業生の皆さんは、高齢者の集まる場「ちょっくら処」の開催や家事援助
をしている「あるたす」を立ち上げ、支援しています。
あなたのやってみたいボランティア活動を一緒に作っていきます！

［日時］ ９月12日
午後１時30分〜午後３時
［場所］ 相良総合センター い〜ら

Წ

「仲間とおしゃべりできる『通いの場』を作りたいな」という思いを聞いて、
「六
丁目おしゃべり会」立ち上げのお手伝いをしました。

住田裕子さん

第１回「健康長寿の３要素の重要性」

生活支援コーディネーターは、市社会福祉協議会に配置されており、高齢
者一人一人が自分らしく、身近な地域で安心して暮らしていけるような地
域づくりを進める役割を担っています。
地域の特徴や実情を把握し、
「新たな活動づくり」や「ネットワークづくり」
「個人や組織のニーズとサービスのマッチング」「地域活動に参加する人を
広げる取り組み」などを行っています。

高齢者が自分らしく生活できる地域を目指して活動

生活支援コーディネーター

Ხ
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問い合わせ

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。

市民課

畑しおり

☎㉓0021
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市民課では、写真の無料撮影と申請のサポートを行っています。
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運転免許証など、顔写真付きで官公署発行のものは１点、健康保険証・受給者証・学生証など、
「氏名・住所」
または「氏名・生年月日」の記載があるものは２点が必要です。
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詳しくは、市ホームページをご覧ください。

市ホームページ

ȟǥȋȴȑȹǬȹȊƱƱƗǕƝƲ
１. ᫋Ϛ˅Ɨʵᄪᛑとして利用できます。
２. 住民票の写しと印鑑証明書を、νƸȟȬȂǴȕȹƸƌǕǴȴȔȌƱӖࢾできます。
す。
（午前６時30分〜午後11時 ＊年末年始を除く）
３. H7D[Უᆌᩔ܈ဏԔȸኜᆌǸǺȇȡᲤƴƳƸᩔ܈ဏ᛫に利用できます。
４. ͥࡎ̭ᨗᚱとして利用できます。
５. コロナワクチンのᆕᚱଣǜǺȟȹȉȖǪȴƵȁǧȴȮȹȊできます。
６. マイナポータルで、ҕၳᝳǎͥᚯवئƴƳƸᄪᛑができます。

ǮǫǺǰᇣஜǜƞНဈƙƪƟƎ
市役所には、コンビニと同じキオスク端末を設置しています。マイナンバー
カードをお持ちの人は、申請書を書かなくても住民票の写しと印鑑証明書を
取得できます。待ち時間も少ないため、ぜひご利用ください。
使い方がわからない人には、職員がご案内します。

市民相談センター（消費生活センター）案内図

ٚࢌ

ȶࣞႢ৪ͅݘ̳ͥ۾ఞ̥̈́ȷ͂এ̽
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ව࢛ͤ
入り口

କൽهව࢛ͤ
水道課入り口
駐車場

市役所榛原庁舎

駐車場

▶ᚩፘا 榛原庁舎２階 市民課前・相良庁舎１階 ロビー
▶Нဈ᧔ 平日 午前８時15分〜午後５時（水曜日のみ午後７時まで）＊年末年始・祝祭日を除く

ʼƴǓȟǥȋȞǥȴȉſஈټᲭɣύЏƀƖǌǓƒǕᲜ

駐車場

榛原文化
センター
会館棟

静波体育館

ܢȁ˕27┦
শۼȁ24ȇ41ȡ27ȇ11
ٛાȁၻ༗࠲ΓϋΗȜ
౷֖༫گ׳ΓϋΗȜ̯̦ͣ ☎⁒2:11

２階 市民相談センター
（消費生活センター）

榛原庁舎
西館

ٚࢌ̳ͥ૽̢̹̻̹ͬͥ͛Ȃ
Ȇ׳ఘଷͬା̢̞̳̀͘ȃ
ܢȁဟȡ߄ဟ
ȁȁȁɖਿͬੰ̩ȃ
শۼȁ˕ȇ11ȡ28ȇ11
ȁȁȁȪକဟ͉2:শ́͘ȫ
ٛાȁ̯̰̥ͭ
ಿٚࢌهȁ☎‴1187

ȁࣞႢ৪ݘఞထཡ

ɖ֥͞ြ৪̈́̓Ȃఈ૽̠̭̩ٛ͂̈́ͅව̧̭̦̳ͥ͂́͘

ᲴஊஜǈƱに申請したカードが対象です。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
᳖գƎӴǙƥ᳘牧之原市マイナポイント支援窓口 ☎ 2605
市ホームページ
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ঌଽૂ༭— ŎŢŬŪůŰũŢųŢġńŪŵźġŊůŧŰųŮŢŵŪŰů

ཪࡔঌਫ਼ȁ ૪ࡔৡ!☎㉓1112 ၻৡ!☎ 3711ȁࡿஜ˔শ26ȡࡿࢃˑশȪକဟ͉ࡿࢃ˓শ́͘ȫ
ࣣ࠲ࢫছΓϋΗȜ̯̰̥ͭ!☎㉓1181ȁȁ૪ࡔاΓϋΗȜ!☎㉓1113ȁȁၻࣣΓϋΗȜ̞ȡͣ!☎ 6655

交付可能な接種証明書（書面または電子版）

接種日に牧之原市に住んでいた人（住民登録があった人）

電子版の交付
マイナンバーカードを使用し、スマートフォンの専用アプリから申請・取得することで、スマー
トフォン上で表示できるようになります。

［用意するもの］

総務課

▶マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォン
▶マイナンバーカード
▶マイナンバーカードを受け取ったときに設定した４桁の暗証番号
▶（海外用のみ）パスポート

［ご注意ください］

瀧口恵

▶暗証番号を３回間違えるとロックがかかってしまいます。
ロックされた場合は、本人が市民課の窓口でロック解除の手続きをする必要があります。
▶接種証明書の内容は自動で更新されません。接種証明書発行後のワクチン接種の記録を反
映するためには、アプリ内で再発行の操作が必要です（例：２回接種後に接種証明書を発
行した場合、３回目接種後に証明書を取得するには再発行の操作が必要）。

☎︵ ︶００５０

書面での交付

23

［申請方法］
下表の必要書類などを用意し、郵送するか、健康推進課（総合健康福祉センターさざんか内）
窓口に提出してください。
備考

１．申請書

条
例

２．海外渡航時に有効な旅券（パスポート）の写し

海外用の場合のみ。ローマ字氏名、旅券
番号を鮮明にコピーしてください。

３．「接種券」と「接種済証または接種記録書の写し」
４．本人確認書類（運転免許証など）の写し

返送先の住所が分かるもの

５．返信用封筒

宛名を記入し、切手を貼付してください。

＊旅券に旧姓・別姓・別名の記載がある場合は、旧姓・別姓・別名の確認できる書類が必要です。
＊代理人による請求の場合は、上記書類のほか「委任状」と「代理人の本人確認書類」が必要となります。
＊申請前に、旅券の有効期間を確認してください。旅券を更新すると、再度証明書を取得する必要があります。
旅券の更新予定の人は、更新後に証明書の申請をしてください。

［交付上の注意点］

コンビニ交付
マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニエンスストアで接種証明書が交付できるよう
になりました。詳細はホームページを確認してください。

＊田んぼから畑への畑地転換のための盛土や埋立ても許可が必要になります。

26
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︶００２４

一時堆積

☎︵

☎︵ ︶２６３３

盛土

健康推進課

加藤守人

▶証明書は返信用封筒に記載された住所に郵送します。
▶接種事実の確認に時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。
▶申請が集中した場合、書類に不備・不足がある場合は、より多くの時間がかかります。

53
埋立て

問い合わせ

都市住宅課

７月１日に施行されました

問い合わせ

静岡県盛土等の規制に関する条例

県では︑令和３年７月に発生
した熱海市伊豆山地区の土石流
災害を受け︑二度と同様の災害
を発生させないため︑盛土等の
規制を図ることを目的とし︑本
年３月 日に﹁静岡県盛土等の
規制に関する条例﹂を公布︑７
月１日に施行しました︒
今後︑下図のような﹁盛土等﹂
を行う場合は県の許可が必要と
なりますので︑直接許可申請の
手続きをお願いします︒
詳 細 は 県 ホ ー ム ペ ー ジ︵﹁ 静
岡県 盛土﹂で検索︶をご覧く
ださい︒

対象となる事業規模

▼盛土等を行う土地の区域の面
積が１千平方メートル以上
▼盛土等に使用する土砂の量が
１千立方メートル以上

対象となる場所

市内全域

問い合わせ

静岡県くらし・環境部 環境局
盛土対策課
☎０５４︵２２１︶２１３７

対象となる「盛土等」

デジタル庁
「新型コロナワクチン
接種証明書アプリ」
のページ

書面と電子版で交付

対象者

必要書類

29

健
康

▶パスポート情報を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書
▶パスポート情報の記載の無い日本国内用の接種証明書

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書︵接種証明書︶を交付しています

６月１日から６月 日までの会期

27

問い合わせ

４６７２万７千円を増額し︑補正後の総
額を２１３億３３０８万４千円としまし
た︒
今 回 の 補 正 予 算 で は︑﹁ コ ロ ナ 禍 に お
ける原油価格・物価高騰等総合緊急対策﹂
の う ち︑﹁ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対
応地方創生臨時交付金﹂を活用した事業
で︑プレミアム商品券の発行や誘客キャ
ンペーン︑子育て施設の移転整備︑榛原
図書館のセルフ貸出機導入などの経費に
ついて予算措置を行いました︒

牧之原市営住宅管理条例の一部を改
正する条例

新型コロナウイルス感染症に伴う生活
不安やストレス︑外出自粛による在宅時
間の増加などにより︑ＤＶ被害の増加や
深刻化が懸念されることから︑ＤＶ被害
者の更なる住居の安定を図るよう国から
通知があったため︑市営住宅の入居者の
選考基準などについて改正を行いました︒

このほか︑牧之原市税条例等の一部を
改正する条例および牧之原市国民健康保
険税条例の一部を改正する条例について︑
市長が専決処分を行ったことに対して議
会の承認を得たほか︑国民健康保険特別
会計補正予算について可決されました︒

市議会６月定例会の主な内容をお知らせします

一般会計補正予算︵第２号︶

令和４年度の２回目の補正で︑１億
７００ 万円を増額し︑補正後の総額を
２１０億７４３０万円としました︒
今回の補正では︑４月下旬に決定さ
れた﹁コロナ禍における原油価格・物
価高騰等総合緊急対策﹂のうち︑住民
税非課税世帯等および低所得の子育て
世帯に対する給付金の支給に係る経費
について予算措置を行いました︒

一般会計補正予算︵第３号︶

令和４年度の３回目の補正で︑１億
１２０５万７千円を増額し︑補正後の
総額を２１１億８６３５万７千円とし
ました︒
今回の補正では︑デジタル田園都市
国家構想事業に採択された︑遠隔窓口
支援システムの導入やサテライトオ
フィスなどの拠点整備︑不妊治療自己
負 担 額 の 助 成︑ 全 日 本 障 が い 者 サ ー
フィン選手権大会の開催補助︑お〜い
お茶杯王位戦将棋タイトル戦の経費の
追加のほか︑市内企業からの寄付金を
計上するための予算措置を行いました︒

一般会計補正予算︵第４号︶

令和４年度の４回目の補正で︑１億

議
会

23

接種を希望する場合はお早めに！
新型コロナワクチン接種（１〜４回目接種）が受けられる期間は、現時点では９月30日 まで
とされています。接種を希望する人は、接種券が届いたら早めの予約をお願いします。
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介護に関する相談はどこにすればよいのだろう⁝？

問い合わせ

長寿介護課

榑林沙樹

☎︵

︶００７６

介護が必要になった時の相談窓口をお知らせします

ご家族またはご自身の生
活の中で︑以下のような症
状やお悩みはありません
か？

介護保険ガイドブック

市民相談センター 杉山通明

︶００８８

トラブルにあわないために
■通信販売にはクーリング・オフ
制度はありません︒商品の注文前
に︑定期購入が条件となっていな
いか︑支払う総額がいくらか︑解
約・返品の方法と条件をよく確認
しましょう︒
■販売サイトや申し込みの最終画
面を印刷する︑スクリーンショッ
トを撮るなどして︑契約内容を記
録しておきましょう︒事業者に連
絡した記録も残して置きましょう︒

す︒また︑申し込みの最終確認画
面に購入回数や支払総額などが表
示されておらず︑定期購入である
という認識がないまま申し込んで
しまうケースがみられます︒また︑
定期購入だと分かって申し込んだ
場 合 で も︑﹁ い つ で も 解 約 可 能 ﹂
と書いてあったのに電話がつなが
ら な い︑ 解 約 方 法 が 電 話 や メ ッ
セージアプリに限定されており解
約手続きがうまくできない︑解約
申出期間が短い︑といったトラブ
ルが起きています︒

☎︵

要介護認定申請をする場合は︑申請時
の流れや必要な持ち物について︑市ホー
ムページ掲載の ﹁ 介 護 保 険 ガ イ ド ブッ
ク ﹂︵ ペ ー ジ 〜 ペ ー ジ ︶ に 詳 細 の 記
載がありますので︑ご覧ください︒

要介護認定申請・相談窓口など

住民税非課税世帯︵家計急変世帯︶に支給

問い合わせ

ＭＡＫＩＮＯＨＡＲＡ

羽田拓治

☎︵

︶００８５

月以降︶が住民税非課税世帯と同
様の事情にあると認められるには︑
申請が必要です︒
申請する場合は︑支給要件や必
要な書類について市のホームペー
ジに掲載していますので︑ご確認
の上︑総合健康福祉センターさざ
んか内の社会福祉課﹁住民税非課
税世帯等に対する臨時特別給付
金﹂窓口に提出してください︒
申請期限 ９月 日

社会福祉課

臨時特別給付金のお知らせ

ＯＮ

新型コロナウイルス感染症の影
響 が 長 期 化 す る 中︑ 速 や か に 生
活・暮らしの支援を受けられるよ
う︑住民税非課税世帯等に対して︑
１世帯当たり 万円の給付を行っ
ています︒
令和４年度の住民税等非課税世
帯に該当しない世帯のうち︑新型
コロナウイルス感染症の影響を受
けて家計が急変し︑世帯全員の１
年間の収入見込み額︵令和４年１

ＲＩＤＥ

問い合わせ

志太榛原地域に根ざした看護師
養成機関である公立の静岡県中部
看護専門学校では︑令和５年度入
学生を募集しています︒
榛原・藤枝・焼津の総合病院で
病院実習を実施し︑多くが榛原総
合病院を始め︑この地域の医療機
関で勤務し活躍しています︒
地元で看護師になるという強い
気持ちを持ったあなたをお待ちし
ています︒
﹇推薦入試﹈
出願期間 ９月 日 〜 月７日

令和５年度学生募集

試験日
月 日
受験資格 高等学校を令和５年３
月卒業見込みの人
﹇一般入試﹈
出願期間
月 日 〜 月９日

☎︵ ︶５６００

☎︵

︶９５１０

榛原総合病院組合
看護師等修学資金貸与制度

に﹁募集要項等請求﹂と朱書きし
て︑角２型の返信用封筒︵宛名明
記︑２５０円分の切手貼付︶を同
封し郵送してください︒
窓口・郵送・問い合わせ
〒４２５︲００３５
焼津市東小川１︲６︲９
組合立静岡県中部看護専門学校
庶務課
☎０５４︵６２９︶４３１１

榛原総合病院組合

静岡県中部看護専門学校では学生を募集しています

あなたの夢を形に⁝看護への進学を検討している皆さんへ

助成額 １ 人当たり１ 泊につき
３千円分の商品券を配布︵商工会
登録店舗・宿泊施設・体験施設で
使用できます︶
手続方法 宿泊
希望者は︑市内
の宿泊施設に直
接申し込んでく
ださい︒宿泊時
に商品券を配布
します︒

まきのはら活性化センター

誘客キャンペーン第４弾が始まります
問い合わせ

市 内 宿 泊 施 設 へ 宿 泊 す る と︑
３千円分の商品券がもらえる﹁誘
客キャンペーン﹂が始まります︒
詳細は︑市ホームページをご覧
ください︒
実 施 期 間 ９ 月 １ 日 ┥➂ チ ェ ッ
ク イ ン ︶ 〜 令 和５ 年１ 月 日┣
➂チェックアウト︶
予約開始 ８月 日
対象 牧之原市内の宿泊施設に宿
泊する５千人
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□物忘れが多くなった
□歩行や立ち上がりなど日
常生活の動作が難しく
なった
□家族の日常生活︵食事・
排泄・入浴︶の介助をし
ているが︑一人では限界
を感じる
□介護することに疲れを感
じる・誰かに相談したい

介護の悩みに関する
相談窓口
地域包括支援センター
住み慣れた地域で安心し
て暮らしていけるよう︑さ
まざまな面から高齢者やそ
の家族の生活を支える相談
窓口が︑地域包括支援セン
ターです︒
介護に関することで悩ん
だ際や不安に思った際には︑
一人で抱え込まずに︑周囲
の人や介護の相談窓口にお
気軽にご相談ください︒

ひとりで悩まずに相談してください

問い合わせ

﹁お試し﹂のつもりが定期購入に

﹇事例１﹈
スマホアプリで﹁お試し５００
円﹂と美白ファンデーションの広
告が表示され︑販売サイトにアク
セスして注文した︒数日後︑同じ
商品が２個届いたので販売業者に
メ ー ル す る と︑﹁ あ な た の 注 文 し
たコースでは︑お試し品を含め全
部で４回︑総額２万５千円を払っ
た後でないと解約できない﹂とい
う返信が来た︒
﹇事例２﹈
動 画 広 告 を 見 て﹁ 初 回 ５ ０ ０
円﹂という定期購入のダイエット
サプリを申し込んだ︒２回目から
は５千円と高くなるが︑いつでも
解約できると書いてあり︑すぐに
解約すればいいと思っていた︒し
かし︑解約のための電話窓口に何
度かけてもつながらない︒
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看護師を目指す皆さんを奨学金
で応援します︒榛原総合病院への
就職希望者は︑徳洲会奨学金制度
と併せて利用できます︒その場合︑
最大で月額 万円の貸与を受ける
ことが可能です︒
学校区分 大学・短期大学・専門
学校などの区分は問いません︒
貸付限度額 月額５万円︵徳洲会
と併用の場合は月額 万円︶
貸与期間 正規の修学期間
返還の免除 看護師などの免許取
得後に︑貸与の期間と同じ期間を
牧之原市や吉田町内の医療施設な
どで勤務すると︑修学資金の返還
が全額免除されます︒

市ホームページ

地域包括支援センター
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試験日 令和５年１月 日 ︵学
科試験︶・ 日 ︵面接試験︶
受験資格 高等学校を卒業または
令和５年３月卒業見込みの人
﹇共通﹈
募集要項請求方法 ▼窓口＝祝日
を除く 〜
午前８ 時 分〜
午 後５ 時 分 ▼ 郵 送 ＝ 封 筒 の 表
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［萩間・勝間田・牧之原小学校区の人］
▶地域包括支援センター さんいく
☎㉓3600
事務所：株式会社笠原産業本社ビル１階

相談員が解決の方法を一緒に考
えます︒ひとりで悩まずに相談し
てください︒

30
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10

10

12

10

▶長寿介護課（総合健康福祉センターさざんか１階）
▶市民課相良窓口係（市役所相良庁舎１階）
市ホームページ

1900
☎
［相良・菅山・地頭方小学校区の人］
▶地域包括支援センター さがら
事務所：市役所相良庁舎１階
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［川崎・細江・坂部小学校区の人］
▶地域包括支援センター オリーブ
☎㉒8822
事務所：総合健康福祉センターさざんか１階
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安く買えるはずが⁝販売サイトに
落とし穴
定期購入の販売サイトでは︑低
価格であることが強調されている
一方で︑契約条件や解約方法など
の表示が小さかったり︑販売サイ
トとは別のリンク先に書かれてい
たりして︑注意深く読まないと契
約内容を認識しづらくなっていま
!?

ཪࡔঌਫ਼ȁ ૪ࡔৡ!☎㉓1112 ၻৡ!☎ 3711ȁࡿஜ˔শ26ȡࡿࢃˑশȪକဟ͉ࡿࢃ˓শ́͘ȫ
ࣣ࠲ࢫছΓϋΗȜ̯̰̥ͭ!☎㉓1181ȁȁ૪ࡔاΓϋΗȜ!☎㉓1113ȁȁၻࣣΓϋΗȜ̞ȡͣ!☎ 6655

ঌଽૂ༭— ŎŢŬŪůŰũŢųŢġńŪŵźġŊůŧŰųŮŢŵŪŰů

̻͈̺̞ͩ͘ȁΒȜθͼϋ

˶˫˫˩ȁ˥˪ȁ˩˝˧˥˪˫ˤ˝ˮ˝ȁ˰˫ˬ˥˟˯

ΒȜθͼϋȊ
ȁΏλȊȊ

֚๔ಋບٛા̤́ಋ̞̾̀͐ͅڠ
ɡల28֚ٝ๔ಋບٛȆ̤ಋޗ
ȁ˓˒ȂၻࣣΓϋΗȜ̞〜ͣ́Ȃঌ
ު৪݈ފ͈֚ٛ๔ಋບ̦ٛٳट̯̱̹ͦ͘ȃ
ȁঌඤ֥͈ٛಋࢥા̥ͣ74ത͈֚๔ಋ̦̯ͦȂ
ٸ۷͞କȂࣝܨȂসྙ͈ːࣜ࿒̞̾̀ͅૣऔ̯
̱̹ͦ͘ȃडਜર͉ͅȂࣞੳ̯ͭȪଫ५
໐ȫ͈̤ಋ̦̱̹͊ͦ͘ȃ
ȁບٛࢃȂঌඤ͈ڠ̹̻͜ͅཪࡔಋͅ
̱͙̤̠ͬ̽̀ͣ͂͜Ȃ̤ಋޗ͜ٳटȃઉఞ
̯̹ͦ456૽͈ൺ̹̻͉Ȃૣऔٛા͈ࡉ̤͞ڠ
ಋ·ͼΒ̈́̓́Ȃ̤ಋ̞̹̱͍̾̀͘ͅڠȃ

ࢩ༭൚̦̭̓́৾͜ͅऺ̧࣐̳͘ͅȃ
̜̹͈̈́߃̜ͥͅγΛΠ̞̱́ڢდఴ͞ͼαϋΠ͈̈́̓ૂ༭̤ͬఞ̻
̱̞̳̀͘ȃ
ૂ༭ၠهȁ☎‴1151ȁȁtfjtblvAdjuz/nbljopibsb/tij{vplb/kq

̧̹̥̥̥̾̾͠

ુͼ͈ڰρΑΠ̥͈ͣڰεͼϋΠͬ͐ڠൺ

౷أݩͬاཡ̧̪̹̭͉͛́ͥ͂ͅ
ɡͺȜΑȆ΅ΛΒΙλτϋΐ!΅Λ·έͼαϋΠ
ȁळࢺࢷڠఘ֗˓˓́܁Ȃࡇ౷أݩاཡ
গڰ൲ଔૺΓϋΗȜ̦ঔ̳ͥȶͺȜΑȆ΅ΛΒ
Ιλτϋΐȷ͈΅Λ·έͼαϋΠ̦ٳट̯ͦȂ
ːා78૽̦४̹̱̱͘حȃ
ȁൺ̴͉͘Ȃ൳ΓϋΗȜ֥ͥ͢ͅȶأاη
Σ࣒जȷ̫ͬȂ౷أݩॽ͞ે࡛͈اழ͙̈́̓
̹̱͍ͬ͘ڠȃ̷͈ࢃȂΈσȜί̥ͦͅȂ
ȶ΅Λ
Βอഩਫ਼ȷȶ̮͙༆ΊȜθȷȶڰఱैȷ
͈ˏ͈̾ఘࡑȜȜͬਜ਼๔ٝͤͅȂ۪ͬޏၻ̩
̳ͥ৾ͤழ͙ͅచ̳ͥփে̱̹ͬࣞ͛͘ȃ

ɡζςϋΑεȜΜఘࡑٛ
ȁȶ෨ȜέΑΗΐͺθȷ͈ͤ̓̈́͢ͅުٳȂঌඤ
͉́Ȝέͻϋ͈̈́̓ζςϋΑεȜΜ͈͒۾̦ࣞ
̞̳̽̀͘͘ȃঌ͉́˓Ȃུڒഎ̈́ζςϋΑεȜΜ
͈শͬܢஜͅȂ౷ࡓ͈ȜέȜ͞ζςϋΑεȜΜ۾
߸৪ͅފႁ̧̞̹̺Ȃঌඤˏ͈̾́ࢷڠȶζςϋΑ
εȜΜఘࡑٛȷͬٳट̱̱̹͘ȃ
ȁ˓͉ͅȂཪࡔ˒ࢷڠා42૽ͬచયͅȶȜ
έͻϋఘࡑȷͬٳट̱̱̹͘ȃൺ͉ȂȜέδȜΡ
̠̾ͅ໖̵́ͤȂΩΡσȪ̭̪́൲ैȫ͞δȜΡ
ષͅၛ̻ષ̦ͥႯਠ࣐̞̦ͬ̈́ͣȂ36ιȜΠσίȜσ
ͬː؉໘̱̱̹͘ȃ
ȁ22͉ͅȂ౷൮༷ࢷڠίȜσ́Ȃˑා45૽ͬచ
યͅȶŔŖőȪɖȫఘࡑȷͬٳट̱̱̹͘ȃൺ͉Ȃ̴͘
ΩΡσ̨͈̻༷̭༷͞ȂΨρϋΑ͈༷࣒৾ͤ̈́̓ͬ
̥ͣࢃ̹̽ͩޗȂषͅίȜσ́δȜΡͅၛ̽̀Ⴏ
ਠ̱̱̹͘ȃ̹͘Ȃ24͉ͅ౷൮༷٬ຩ́Ȃ٬́
͈ŔŖő͜ఘࡑ̱̱̹͘ȃ
ȁ31͉ͅȂੳۼന́ࢷڠȶίυȜέȜ͈̤დ
ٛɕȜέͻϋఘࡑȷͬٳट̱ȂˑȆ˒ා64૽̦४
̹̱̱͘حȃஜ͉Ȃ౷ࡓ́ڰ̳ͥίυȜέȜ
२ႊࣅ̯ͭȪനȫȂऎ၏̯ͭȪࢄஜॄঌ
ȫ͈ˎ૽̥ͣȂ̭͈ͦ́͘ࠐࡑࣽ͞ࢃ͈࿒ດ̈́̓
̞͈࣒̾̀ͅდ̧̱̹ͬ͘ȃࢃ͉ȂίȜσ́ˎ૽
̥ͣೄ୪ঐ൵̫̦ͬ̈́ͣȂȜέͻϋ͈ఘࡑ̱ͬ͘
̱̹ȃ

ੳۼനࢷڠȶίυȜέȜ͈̤დٛɕȜέͻϋఘࡑȷ

 Λ ί

̯̹̤ͦಋ͈̥ࣝͤͤͬͥ͛͞ږൺ

ఞ̻ͅఞ̹̽٬̧ٳȊ
ɡ٬କဵા٬̧ٳ
ȁ˓26̯̦ͣͅϋΫȜΙȂ෨٬କဵા́
٬̧࣐̦ͦͩٳȂၰ٬କဵા́ΏȜΒϋಎ͈հ
̳ͬͥܐܫ૰ম̦࣐̱̹ͩͦ͘ȃ
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食べが悪くなったりしたら
前の段階に戻すなど︑進ん
だり戻したりを繰り返しな
がら慣れていけば大丈夫で
す︒特に︑初めてのものを
赤ちゃんの初めての食事
与えたときは︑体調に変化
﹁離乳食﹂
がないかよく観察しましょ
赤ちゃんは︑生後５〜６
う︒
か月ごろから﹁エネルギー
●食べる楽しさを伝える
や栄養素をとること﹂や﹁食
最後に︑離乳食を進める
べる練習﹂のために離乳食
上で意識してほしいこと
を始めることが必要になり
は︑楽しい雰囲気の中で進
ます︒時期がきたら︑次の
めることです︒せっかく用
ポイントを意識して始めま
意した離乳食を赤ちゃんが
しょう︒
食べないとやりきれない気
●母乳は授乳のリズムに
持ちになるかもしれません
沿って
が︑イライラした雰囲気は
離乳食がスタートした後
赤 ち ゃ ん に も 伝 わ り ま す︒
も︑母乳は授乳のリズムに
沿っていれば︑赤ちゃんが ﹁ 残 し て も 大 丈 夫 ﹂ と い う
気 持 ち で﹁ お い し い ね！﹂
欲しがる量を与えて大丈夫
です︒ただ︑﹁泣いたから﹂ など声掛けをしながら︑赤
ちゃんの食べる力を育みま
などの理由で時間や間隔に
しょう︒
関係なく与えるのは︑空腹
●離乳食教室を開催してい
感が起こらず︑離乳食が進
ます！
まないことがあるため避け
月１回開催している離乳
ましょう︒
食教室では︑離乳食の進め
離乳食のスタート期であ
方の講話やおかゆのすりつ
る５〜６か月は︑食事の２
ぶし体験︑個別相談を行っ
〜３時間前はなるべく授乳
ています︒
せず︑赤ちゃんが空腹にな
希望者は︑身体計測も可
るようにしましょう︒
能です︒ご予約をお待ちし
●赤ちゃんのペースで
ています︒
赤ちゃんの発達には個人
差があります︒離乳食の目
健康推進課 栄養士
安は参考です︒嫌がったり
˪˫ȅ271
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「世界アルツハイマー月間」特集展示
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健康や介護がテーマの本、読書推進運動協議会
による「敬老の日読書のすすめ」で選定された
小説・エッセイ本などを展示します。
また、長寿介護課によるパネル展示やパンフ
レットなどの配布を行います。
［展示期間］
▶図書交流館いこっと
８月20日 〜９月30日
▶榛原図書館
９月１日 〜９月30日
［共催］
長寿介護課

社会教育課図書係 元木香代 ☎㉓7007 ℻㉓7008
tosyo@city.makinohara.shizuoka.jp

「自殺予防週間」特集展示
〜牧之原市民の生きるを支える〜
９月10日 〜９月16日 は自殺予防週間です。
心のケアに関する本や悩みに効く本などを展示
します。併せて、健康推進課による相談窓口の
パンフレットなどを配布します。
［展示期間］
８月20日 〜９月15日
［展示場所］
図書交流館いこっと、榛原図書館
［共催］
健康推進課

!!

新 着 本 紹 介
砂まみれの名将

徳川家康 100の言葉

野村克也の1140日
ΠΛίβȜΐȪນঞ͈̤დȫ
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市の総合防災訓練のため、榛原図書館を午前中
臨時休館とします（図書交流館は通常通り開館）。

ࡓ̈́ܨLJET༡ਬಎ

ͼϋΑΗΈρθ

［日時］９月４日

宝島社

家康は前半生を人質として送り、大名
となっても常に二番手、三番手の存在
だったが、秀吉の死後、天下を治める
ことに成功。波瀾万丈で、じっと耐え
てきた家康の100の言葉を「決断」
「戦
い」
「教訓」
「治世」
「天下」
「家」
「生き
様」のテーマごとにまとめる。

阪神の指揮官を退いた後、野村克也
にはほとんど触れられていない「空白
の３年間」があった。当時の番記者が
関係者の証言を集め、プロ復帰まで
の日々に迫るノンフィクション。

臨時休館のお知らせ
˓˕Ȃ෨٬΅́܅ΛΒȜέͻϋΑ
·Ȝσ̦ˏා͐ͤͅٳट̯ͦȂঌඤ̥ͣٸ
21:૽͈ڠ̦४̹̱̱͘حȃ
౷ࡓ͈Ȝέͻϋ߸۾৪͈̈́̓ঐ൵͈͜
͂Ȃٛા͉ͅ෨ͤͅಯ̳ͥঊ̹̻̓͜
͈ઢ͞ۥ̦̜͏̱̹ͦ͘ȃ
મळ͉38βȜΐ̮ͬ။̩̺̯̞ȃ

眞邊明人／監修
榛原図書館所蔵

加藤弘士／著 新潮社
図書交流館所蔵

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。

午前９時〜午後１時

＊図書交流館は午前10時から午後６時まで、
榛原図書館は午後１時から午後５時まで開館

榛原文化センターの停電のため、 榛原図書館の
み、９月25日 を終日臨時休館とします。
代わりに、９月27日 を振替開館します。
＊図書交流館は通常通り、25日 は開館し、27日
は休館です。
休館中の本の返却は、返却ポストをご利用ください。
ご不便をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

ひまわり号巡回日程 ９月

図書館HP

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］ ９月６日
［２コース］ ９月７日
［３コース］ ９月13日
［４コース］ ９月14日
［５コース］ ９月21日
曜日の変更
［６コース］ ９月22日
があります。
ご注意
［７コース］ ９月28日
ください。
［８コース］ ９月29日
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3,580,000円

3,300,000円 92.18% 畑一級建築設計事務所

水 牧之原市給水区域内漏水調査業務委託

3,210,000円

2,900,000円 90.34% 水道テクニカルサービスⓚ 静岡営業所

水 市道仁田19号線他配水管布設替工事設計業務委託

8,670,000円

8,400,000円 96.89％ ⓚ大場上下水道設計 焼津営業所

水 市道波津46号線他配水管布設替工事設計業務委託

11,720,000円

11,100,000円 94.71％ ⓚ蓮池設計 島田営業所

学 牧之原市立小・中学校ICT支援員配置業務委託

11,256,000円

11,212,000円 99.61％ ⓚトツカ

集

都 市営湊団地補修工事設計業務委託

募

1,100,000円 94.83% 一級建築士事務所 松下建築設計事務所

﹁脳トレ学習塾﹂のサ
ポーターを募集します

1,160,000円

日時 ９月８日 ︑ 日 ︑
日 ︑ 日
午前 時〜正午
会場 さざんか 多目的室
対象 令和４年３月 日〜令和
４年７月７日生まれの第１子の
お子さんとその母親
申込方法 こどもセンター︵さ
ざんか内︶にある申込書に必要
事項を記入し︑参加費を添えて
申し込む︒
︵テキスト代︶
参加費 １１００円
申込期限 ９月１日
問い合わせ こどもセンター
田中 ☎︵ ︶００８３

公 油田の里公園資料館屋根廻り改修工事実施設計業務委託

萩間川のカメ調査イベ
ントの参加者を募集中

8,100,000円 92.47% 服部エンジニアⓚ 島田事務所

歳以上の人を対象とした
﹁脳トレ学習塾﹂を手伝ってい
ただける人を募集します︒
対象者 ▼ 歳以下の人▼事前
研修︵９月６日 午前中︑ 日
午前中に開催予定︶に参加で
きる人▼月２回程度教室にご協
力いただける人 ＊託児あり
月４日 〜令和５年２
日時
月 日
毎週火曜日の午前中
会場 さざんか
謝礼 １回千円︵託児利用の場
合は１回５００円︶
申込期限 ９月２日
申込方法 窓口に直接または電
話で申し込む︒
申込先・問い合わせ 健康推進
課 加藤 ☎︵ ︶００２４

4,400,000円 95.65％ ⓚ加藤組

8,760,000円

﹁魅せる！俺の・私のボ
ディ教室﹂参加者募集

4,600,000円

建 市道菅ケ谷本線（(準)藤沢川３号橋）ほか５橋橋梁補修設計業務委託

捕獲調査体験を通して︑淡水
ガメなどの現状や外来種問題に
ついて理解を深めます︒
月１日
午前９時〜
日時
︵２時間程度︶
会場 市史料館・萩間川
対象 どなたでも︵小学生以下
には保護者同伴︶
申込方法 Ｗｅ ｂ
で申し込む︒
参加費 無料
人
定員
申込期限 ９月 日
問い合わせ 環境課 太田
☎︵ ︶２６０９

建 市道八ツ枝毛ヶ谷線舗装改良工事

エコアクション 無料
セミナー参加者を募集

2,850,000円 91.94％ ⓚ中野地質

運動指導のプロが︑家ででき
る運動をお教えします︒体組成
測定で自分の体の状態を知るこ
ともできます︒参加費無料︒
月６日
①午後６時
日時
〜②午後７時〜︵各回１時間
分程度︶
会場 さざんか
対象 市内在住・
在勤の 歳未満の人
申込方法 Ｗｅ ｂ
で申し込む︒
申込期間 ９月５日 〜 日
申込先・問い合わせ 健康推進
課 栁原 ☎︵ ︶００２４

2,500,000円 80.75％ 野ヶ本建設ⓚ

3,100,000円

あなたもベビープログ
ラムに参加しませんか

午前９時
申込期限 ９月 日
日時 ９月 日
枝地域事務所
分〜午前 時 分
申込先・問い合わせ 環境課
☎０５４︵６４３︶６３９１
会場 さざんか
知久 ☎︵ ︶２６０９
相良カントリー倶楽部
対象 牧之原市在住で︑在宅で
のボランティア募集中
﹁水の恵み体感ツアー﹂
介護をしている人やこれまで介
の参加者を募集します
護を経験した人︑今は介護をし
ゴ ル フ コ ー ス を 歩 き な が ら︑
私たちの暮らしに欠かせない
ていないが将来的に介護に不安
週 １ 回 ３ 時 間 の 軽 作 業︵ 目 土 ︶
水がどこから来ているか︑楽し
を感じている人
のお礼に︑平日廉価でゴルフプ
みながら学びませんか︒詳細は
参加費 無料
レーも可能︒詳しくは説明会に
ホームページをご覧ください︒
申込方法 電話で申し込む︒
ご来場ください︒
月 日
午前９時〜
午後１時〜
日時
申込期限 ９月 日
日時 ９月 日
午後３時
その他 送迎が必要な人は申込
場所 相良カントリー倶楽部
会場 奥大井接岨湖カヌー競技
時に相談してください︒
対象
歳以上の人
場︵川根本町犬間︶
問い合わせ まるにデイサービ
問い合わせ ＮＰＯ法人幸齢社
対象 牧之原市︑
ス 加藤・望月
会づくり協会 中村
焼津市︑吉田町在
☎︵ ︶２１０２
☎０８０︵１１８１︶３４６０
住の小学生以上の
駿遠学園管理組合では
人
お知らせ
職員を募集しています
申込方法 ホームページまたは
市議会９月定例会開催
募集職種 一般事務・児童支援員
電話で申し込む︒
誰でも傍聴ができます
勤務条件 島田市職員に準ずる
申込期限 ９月 日
日程 ▼９月１日 ＝提案説明
申込先・問い合わせ 一般社団
対象 ▼ 歳未満で大学または
短期大学を卒業した人︵見込み
▼ ９日 ＝ 通 告 質 疑 ▼ 日 ・
法人エコティかわね
含む︶▼普通自動
日 ＝一般質問▼ 日 〜
☎０５４７︵ ︶７０００
日 ＝決算連合審査会▼ 日
車運転免許証を所
出会いから子育てまで
＝
補
正
予
算連合審査会・常任委
有
し
て
い
る
人
の短歌コンテスト開催
月
員会 付
試験日時
( 託議案審査︶▼ 日
子育てのエピソードや︑恋人
日
午前９時〜
＝採決
との出会い︑家族への想いなど
会場 駿遠学園
会場 相良庁舎４階 議場
を詠んだ短歌を募集します︒ま
申込期限 ９月 日
問い合わせ 議会事務局 本杉
た９月４日 には︑初心者向け
申込方法 Ｗｅ ｂで申し込む︒
☎︵ ︶２６５０
短歌講座を開催します︒詳細は
問い合わせ 特別地方公共団体
国保傷病手当金の対象
ホームページをご覧ください
駿遠学園管理組合 郷渡・内村
期間が９月末まで延長
︵﹁第９回あいのうた﹂で検索︶︒
☎０５４７︵ ︶５９１１
コロナに感染︑または発熱な
募集期間 ９月 日 まで
﹁なりたい自分になれる
ど の 症 状 が あ り 感 染 が 疑 わ れ︑
応募資格 どなたでも
道﹂自衛官を募集します
労務に服することができず給与
応募方法 郵送︑ＦΑＸ︑ホー
を受けられなかった人で︑牧之
ムページのいずれかで申し込む︒ ﹇自衛官候補生﹈
歳以上 歳未満の人
対象
原市国民健康保険の被保険者
問い合わせ あいのうた事務局
試験 ①９月 日 ＝ＷＥＢ試
︵雇用されている人に限る︶の
☎０５３︵４５２︶０５５５
験 ② 月 １ 日 ＝ 口 述 試 験︑
場合︑傷病手当金が支給されま
介護者のつどい﹁運動
身体検査
す︒
して元気に過ごそう﹂
受付期間 年間を通じて受付
詳しくは市ホームページで確
入隊時期 令和５年３月下旬か
認またはお問い合わせください︒
ら４月上旬
対象期間 ９月 日 まで
申込方法 問い合わせください︒ 問い合わせ 国保年金課 田村
☎︵ ︶００２３
申込先・問い合わせ 自衛隊藤

3,096,000円

建 市道黒子静波線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託

身体を動かす爽快感や楽しさ
を感じながら無理なく運動︒認
知症講座のほか︑参加者・介護
職員との座談会もあります︒

商 相良油田油井裏小屋修繕工事

経費削減＋環境貢献につなが
るエコアクション ︵ΕΑ ︶
の取得を無料で支援します︒
午後 時
日時 ９月 日
分〜︵３時間程度︶
会場 牧之原市役所相良庁舎
３階 第１・２会議室
＊その後も受講する場合は︑毎
月１回計５回程度のセミナーに
より︑ΕΑ 取得まで支援︒
対象 市内事業者
申込方法 電話で申し込む︒

20

5,300,000円 91.25％ 岩堀電設ⓚ

初めての赤ちゃんを育ててい
るママのための︑親子の絆作り︑
親同士の仲間作りと育児の知識
を学ぶプログラムです︒

30

14,900,000円 94.30% ⓚ中野地質

5,808,000円

シュカードをお預かりする﹂﹁暗
証番号をお聞きする﹂ことはあ
りませんのでご注意ください︒
ご不明な点は︑お近くの信用
金庫にお問い合わせください︒
問い合わせ 一般社団法人静岡
県信用金庫協会
☎０５４︵２５５︶５５３０

15

15,800,000円

商 さがら子生れ温泉会館照明改修工事【第２工区】

グ対策の一環として︑お客さま
の安心・安全な取引のため︑お
客さまの﹁氏名﹂
﹁生年月日﹂
﹁ご
職 業 ﹂﹁ 取 引 の 目 的 ﹂ な ど に つ
いて︑窓口や郵送書類などによ
り確認をお願いする場合があり
ます︒
信 用 金 庫 の 職 員 が﹁ キ ャ ッ

60

53

茶 牧之原９期地区（奥の谷池他３池）地質調査業務委託

給付の対象となり
ます︒詳しくは︑
厚生労働省のホー
ムページをご覧く
ださい︒
問い合わせ
▼厚生労働省 静岡労働局
☎０５４︵２５４︶６３６９
▼島田労働基準監督署
☎０５４７︵ ︶４９１３

14

14,000,000円 90.97％ ⓚ共和コンサルタント 藤枝営業所

ドリームまきのはら﹂が︑焼き
菓子や乾物︑陶器などさまざま
な自主製品を販売します︒
午前 時〜
日時 ９月 日
午後１時
会場 相良庁舎 １階ロビー
問い合わせ さがら作業所 岩
本 ☎︵ ︶７４４７

﹁障害者就職面接会﹂に
参加してみませんか

慰霊友好親善事業の参
加者を募集しています
戦没者遺児を対象として︑父
等の戦没した旧戦域を訪れ︑慰
霊追悼を行うとともに︑現地の
住民と友好親善を図ります︒詳
細はお問い合わせください︒
万円
参加費
問い合わせ 日本遺族会事務局
☎０３︵３２６１︶５５２１
申込先 静岡県遺族会
☎０５４︵２６１︶７７９６

台風対策︵停電予防・感
電災害防止︶のお願い
強風によりビニールシートや
看板が飛来すると︑電柱や電線
に引っ掛かり︑停電の原因にな
ります︒台風接近前には︑これ
らの片づけ・撤去などの対策を
お願いします︒
また︑台風通過後︑切れて垂
れ 下 が っ た 電 線 や︑ 電 柱・ 電
線に巻き付いたハウスなどの
ビ ニ ー ル シ ー ト を 見 つ け た ら︑
触ったり近づいたりせずに︑す
ぐにご連絡ください︒
問い合わせ 中部電力パワーグ
リッド株式会社 ネットワーク
コールセンター︵ 時間受付︶
☎０１２０︵９８５︶２３２

信用金庫では定期的に
お客さま情報を確認中

13

26

30

30

15,390,000円

LoGoフォーム

茶 牧之原９期地区（奥の谷池他３池）耐震診断業務委託

10

信用金庫を初めとした金融機
関では︑マネー・ローンダリン

5,030,000円 94.20% ⓛナカジマ自動車

新たに委嘱された人権
擁護委員を紹介します

矢部

日時 ９月 日
午後１時〜
午後３時 分︵午後０時 分〜
受付︶
会場 焼津市文化センター
予約方法 電話で申し込む︒
その他 ▼約 社が参加予定▼
障害者手帳のある人は当日持参
してください︒
申 込 先・ 問 い 合 わ せ ハ ロ ー
ワーク島田 求人・専門援助部
門 ☎０５４７︵ ︶８６０９

全国一斉﹁子どもの人
権１１０番﹂強化週間
いじめや体罰︑虐待などのお
悩みについて︑気軽にお電話く
ださい︒家族からの相談も受け
付けています︒ひとりで悩まず︑
電話してください︒
期間 ８月 日 〜９月１日
までの７日間
時間 午前８時 分〜午後７時
︵ 土・ 日 曜 日 は 午 前 時 〜 午 後
５時︶
＊強化週間以外の期間において
も︑平日の午前８時 分から午
後５時 分まで︑相談を受け付
けています︒
子どもの人権１１０番
☎０１２０︵００７︶１１０
︵通話料無料︶

﹁職場でコロナ感染﹂は
労災保険給付対象です
業務によって新型コロナウイ
ルスに感染した場合︑労災保険

3,250,000円 99.31% ⓛ松浦工務店

5,339,510円

任期満了に伴い︑７月１日か
ら次の方が法務大臣から委嘱さ
れました︒
人権擁護委員は︑いじめや虐
待︑差別や偏見など人権問題の
相談に無料で応じます︒

問い合わせ 市民課
☎︵ ︶００２１

月に﹁はたちの集い﹂
の案内状を送付します
月上旬に︑市内に住所登録
がある人︵ 月１日現在︶に﹁は
たちの集い﹂︵１月８日 開催︶
の 案 内 状 を 郵 送 し ま す︒ 現 在︑
市内に住民登録がなく出席を希
望する場合は︑ 月 日 まで
に電話で申し込んでください︒
対象 平成 年４月２日〜平成
年４月１日に生まれた人
申込・問い合わせ 社会教育課
山本 ☎︵ ︶２６４６

後期高齢者医療保険料
コンビニ納付が可能に
令和４年度後期高齢者医療保
険料通知を発送しました︒
今回お届けする通知から︑コ
ンビニなどでの納付が可能とな
りました︒納付書が届いた人は
必 ず 開 封 し︑ 中 身 を 確 認 の 上︑
納期限までに忘れずに納付をお
願いします︒
問い合わせ 国保年金課後期高
齢者医療係 ☎︵ ︶００２３

﹁ドリームまきのはら﹂
相良庁舎で販売します
市内５つの就労継続支援Ｂ型
事業所で運営する﹁福祉のお店

3,272,430円

危 電気自動車購入
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22

30

33

管 榛原就業改善センター屋根改修工事

22

1,500,000円 93.75％ ⓚ田中建築設計室
1,600,000円
教 地頭方公民館解体工事実施設計業務委託

2,100,000円 96.77% 一級建築士事務所 松下建築設計事務所
2,170,000円
社 牧之原市静和会館改修工事実施設計業務委託

落札業者
予定価格（税抜） 落札価格（税抜） 落札率

23

24

30

46

26

22

18

53

15

28

11

30

10

工事・委託名

ホームページ

ホームページ

16

16

26

30

24

22

市ホームページ

21

30

58

41

1

11

30

10

管：管理検査課 危：危機管理課 社：社会福祉課 茶：お茶振興課
商：商工観光課 建：建設課 公：公園公共建築課 都：都市住宅課
水：水道課 学：学校教育課 教：社会教育課
問い合わせ 管理検査課 荒川 ☎ 2602
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■マリンスポーツフェスタ
７月17日、御前崎港マリーナで「マリンスポーツフェスタ」が開催されました。
このイベントは、海に面した地域の特性を生かし、地域密着型の海洋スポーツ事業を
開催することで、家族や友人が気軽に海に集い、海に対する理解を深めてもらうこと
を目的に、御前崎市と牧之原市が連携して毎年開催しています。
本年は３年ぶりに参加制限無しでの開催となり、会場は市内外から訪れた527人の来
場客でにぎわいました。参加者は、カヌー（①）やバナナボート（②）
、水上バイク（③）、
サ ッ プ

ヨット（④）、スタンドアップパドルボード（SUP・⑤）、クルーザー（⑥）などを体
験しました。一番人気のバナナボートは、猛スピードで激しい水しぶきを舞い上げ、
来場客の大きな歓声が海に響きました。

■静波パラサーフィンフェスタ
■キッズサーフィンスクール
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スタ」が開催されました。

た なか しん いち ろう

７月９日、静波海岸で「キッズサーフィンスクール」が開催されました。

この催しは、リハビリテーション科専門医の田中慎一郎氏（①）が代表理事を務める

この教室は、サーフィン人口の拡大と沿岸部の活性化を図るために一般社団法人日

一般社団法人ユニバが、障がいのあるサーファーも安心して参加できるようにと、海

本サーフィン連盟（NSA）が主催し、3 年ぶりの開催となりました。

よりもリスクの低いウエーブプールで初めて行われたものです。

当日は、市内外から小学生109人が参加し、３部制でサーフィンスクールを実施。

当日は全国からたくさんの選手がエントリー。選手たちはこの日のために練習してき

子どもたちは大人の指導を受けながら、一生懸命にボードに立つ練習を繰り返しま

た技を次々と披露し、ターンの積極性や難易度、スピードやパワーを競い合いました

した（①②③）。教室終了後、参加した子どもたちは修了証書を受け取ると（④）、
「波

（②）
。会場では、相良高校サーフィンサークルの生徒による静岡牧之原茶の呈茶サー

に立ててうれしかった！ また来年もチャレンジしたい！」と話してくれました。
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７月10日、静波サーフスタジアム（人工造波施設）で、日本初となる「パラサーフィンフェ

ビス（③）が行われるなど、大いににぎわいました。
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▼ 今 号 は︑﹁ ま ち の わ だ い ﹂

や巻末などのページで︑マリ

ンスポーツの話題が盛りだく

さんでした︒小学校ではマリ

ンスポーツ体験が行われたほ

か︑ ３ 年 ぶ り に 開 催 さ れ た

キッズサーフィンスクールに

は市内外から想定を超える数

の応募があったそうで︑サー

フィンを中心にマリンスポー

ツへの関心の高まりを感じま

す▼異常に早い梅雨明けから

しばらくはぐずついた天気が

続き︑７月上旬には豪雨被害

もありました︒７月下旬ごろ

か ら は 本 格 的 な 夏 が 到 来 し︑

猛暑が続いています︒それと

同時に︑オミクロン株の感染

が急増し︑８月上旬現在︑県

内では﹁医療ひっ迫警報﹂が

発令されています▼豪雨など

の 災 害 や 猛 暑 に よ る 熱 中 症︑

コロナをはじめとした感染症
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など︑注意すべきことばかり

ですが︑何とかこの夏

を乗り切りましょう︒

