


地区 実施日 地区が希望した市政内容・質問や意見（主なもの） 人数

萩　間 ６月26日
▶統合型リゾート誘致▶区画線の復旧▶市の税収および新規社員採用への影響▶嘱託保育士の新規雇用
▶学校・保育園の再編▶道路沿いの樹木伐採▶広域農道の舗装修繕▶ごみ処分費用

60人

相　良 　28日

▶さがらサンビーチ保安林の伐採 小堤山公園（多目的防災公園化、照明灯などの設置、
防災倉庫移転、レクレーション使用） 大原憩いの場・公園プロジェクト▶須々木
大溝線の事業計画 避難タワー▶防災公園の
案内表示板設置

90人

牧之原 ７月８日
▶高台開発における道路整備 矢崎ものづくりセ
ンターの交通渋滞対策 急発進防止装置の補助▶自主運行バス萩間線の路線変更 同報無線の進捗状況
▶中原断層とガス管埋設 災害の警報レベル▶小中一貫校

77人

菅　山 10日 ▶農 公立保育園民営化・再編▶小中学生の通学用交通手段 保育園と小学校 82人

坂　部 17日 ▶県道大東吉田線 統合型リゾート 44人

片　浜 23日
▶津波避難タワー建設 特急静岡相良線の停留所設
置▶ 国道150号の側溝清掃▶河川浚渫

47人

地頭方 25日
▶放射線防護施設 相良須々木海岸Ｌ１防潮堤工事▶奥の谷ソーラー増設地で発掘さ
れた古墳

52人

細　江 29日
▶細江コミュニティセンターの無停電化 市の活性
化▶ ため池の防災
利用 県の防災アプリ

74人

勝間田 ８月５日
▶勝間田川堤防の荒廃防止 同報無線▶大型車両の規制 榛原中学校
前の交通混雑

70人

川　崎 ７日
▶県立自然公園（龍眼山）の整備・樹木伐採 勝間田川桜の枝払い▶耕作放棄地の有効活用▶Ｌ
２防潮堤整備▶勝間田川の整備 建設関連要望書の簡素化▶安全安心まちづくり（交通事故対策）
▶デマンドタクシー▶令和時代の教育環境 農地の大型トラック駐車▶統合型リゾート

72人

計 668人668人計

72人
▶▶▶ 車 統令和時代の教育環境 農育 統代の教タ 型大型トラック駐教 トトド ククシ ラデ リゾ地の大型トラック駐ン ッ 合地マ の大型トラック駐和時代の 統時 駐環境 統駐時 駐 型型 型農地の大型トラッシ リゾーー 型型ン 令 合令和時代の教育 農環 合境シ 環ド 代デマ ド ゾラ ク駐デ ゾ

▶▶ 交簡 安全安心まちづくり（交通素 故設川 策関連要望書の簡素化間防潮堤 ちづくり（交通事故対策）事建設関連要望書の簡勝間田川の整備防潮堤整備 くり（交通事故対書の簡素化整整 まちづくり備備 対望書の簡素潮 故設 全安心の川の づ田 建設関連要望書の簡堤 連２ 通間 心まちづくり（交通事故対勝 心まちづくり書整整 設関連要望潮 設堤 全設 安安全安心まちづくり（交通事故対策設関連要望書の簡 心潮 づ勝 づくり（交設
▶▶▶ 枝 作放棄樹 放棄地の有川桜然公園（龍眼山）の整備・樹木伐採 耕間県立自然公園（龍眼山） 効活用勝間田川桜の枝払備・樹木伐採 放整 効活県立自然公園（龍眼山）の整備 地の有効活園 地のの山）の整備・樹自 い立 田川園（龍眼 Ｌ樹 間 い立自然公園（龍眼山）の整備・樹 勝・樹 棄地の有効県立自然公園（龍眼山）の整 活採 桜龍眼山）の整備 樹木伐採 棄園 桜樹 桜伐 活然 効立 勝採

７日川 崎川　崎崎

70人
前の交通混雑の交通混雑前の交通通混雑前 交

▶▶ 車 中線無荒荒 榛原中学校規制報川 榛原中学校同報無線間田川堤防の荒廃防 両報無勝間田川堤防の荒 学大型車両の規制防の荒廃防 規 原のの 線間田川堤防の荒廃防止 同報無線 制無 榛勝 型荒 学型堤 同荒 学勝 校
８月５日勝間勝間田

74人
災県の防用利利 県の防災アの防災アプリ利 県の防災アプリ災アプ

▶ 防災化 池 防化 池たため池のため池の防災池
▶ 市無 性細江コミュニティセンターの無停電化化 活テ 活性細江コミュニティセン の細江コミュニティセンターの無停 性ミ 性江コミュニティセンターの無停電 活江コミュニティセンタ の無停電 活ティセ タ の無停

29日江細細　江

52人
れた古墳た古墳

▶▶ 発須護 岸線 設相良須々木海放射線防護施設 海岸Ｌ１防潮堤線防護施 掘須々木海岸Ｌ１防潮堤工事射 奥の谷ソーラー増設地で発掘さ相良須々木海岸Ｌ１防防 増放 谷ソーラー増設地で発掘施 岸Ｌ１防潮 ソーラー増設地設 の谷ソーラー増設地で線 工 増々木海岸Ｌ１防潮堤線 須射 須護 奥の谷護 ソーラー増設設 ーラー増設地で発海 で潮 設設 で堤護 設設 須施 海 谷岸護 設設 海岸Ｌ１防潮護 ラ護 設設
25日頭頭地頭方

47人▶▶ 渫側 河川溝清 川浚号の側溝清掃 河溝 渫道置 国道150号の 川150置 国道150号の側 河国 河川浚渫道150号の側溝清掃 河川浚渫溝清 浚
▶ 線特波 岡相良線の停留所設津波避難タワー建設 線静難タワー建 特急静岡相良線の停留波 急 所津波避難タワ 設難タワー建設 急静岡相良線の避難タワー建 特急静岡相良線避 急静岡相良線の停留所設ー建設 留津 留波 設設 静岡相良線の停留所設設 岡相良線の停留所設津波避難タワ 建設 停留所設設

23日浜浜片　浜浜

44人▶ 統線東県道大東吉田線 統合型大 ト県道大東吉 合型リゾ線 統田 統道大東吉田線 型リゾー県 型吉 合道 ゾ17日部坂　部

82人▶▶ 交 保保中学生の通学用交通編保保 校再編 育園と小学校小中学生の通学用交通手段育園民営化・再編農 用 学学生の通学公立保育園民営化 園と園 の再編 生立 園園 通学用交通立保育園民営化・再編 小小 小小・農 公 学学生の通学営 段 育育農 園園 通学用交通 学学生の通学 学学生の通学営 学学生の通学立保育園民営 校交編10日菅菅　山

77人
▶▶ 貫貫中中 校報災原断層とガス管埋設 小中一貫校報断層 警層 害ガス管 レとガス ル原断層とガス管埋設 の警報レベル断層とガス管埋 ベ断 貫警 小災害の警層 害の警管埋設 一警設 災害の警警設 害 貫断 ベガス管埋設 ベガ 校警設
▶交 変発 線無線の路線変更通渋滞 報無線の進捗状運行装置の補 同報無線の進捗状況萩間線の路線防策 報無線の進行バス萩間進ターの交通渋滞 捗状防止装置の補助渋 況路対 急 バ急対 バス萩間線の路置ン のののの 線主運行バス萩間線の路線急 自 線線の路線止装置の補助 運通 間置 進進 線線の路線急 同報無線の進捗対 無渋 急 萩間線の路線変ー 装 況発滞 変渋 装 変ンタ の交通渋 状滞 行 同通渋滞対策 運 状運 進進防止装渋 萩滞 況バ交 主運行バ

▶ 発開高 崎開 矢る道路整備 くおける道路整 ものづくりけ 備台開発における道路 のづくりセけ づに 崎高 崎道 り高台開発における道路整 崎道 づ高
月 日７ ８日牧之原之原

90人

設板案 表示板内表示案内表示板設置示板設
▶線の事業 災溝 防線の事業計 タ難事 防大溝線の事業計 公避難タワ 園難画 の線の 園避線 避画 災公ー溝線の事業計 災計 園避溝線の事業計 難業計

▶場 須使移転、 須々木原防災倉庫移転、レクレーション使 ） 須憩倉庫移転、レクレーション使用 大防 憩倉庫移転 クトク 公園プロジ庫移転、レクレーシ 憩いの場・公園ン 原憩いの場・公園プョ いの場・公園プロジェ 々憩い 須災 須憩いの場・公園プロジシ 公災倉庫移転 レクレーション 場 須園プロジ倉庫移転 レクレ シ ジプロジ転
▶ 安保保 、災公園化、照明灯などの設採 小堤山公園（多目的防災公園化、照明灯林 （多目的防災公園化、照明灯らサンビーチ保安林の伐採 防さがらサンビーチ保安林の伐 多目的防災公園化、照明灯なサ 公園（多目的防災公園化、照明灯などの設置が 園（多目的防災公園化、照明灯などの設ンビ 目的防災公園化、照明灯などのの 小堤山公園（多目的防災公園化、照明灯などの設置ー 設がらサン 堤採 災公園化 照採 設安林の伐採 園（多目的防災公園 などの設がらサ ビ チ保安林の伐採 設

28日良相

60人▶▶▶▶ 費修樹編保保 装修繕木伐採校・保育園の再 広域農道の舗校・保育園の再編 分費用域樹木伐採 修繕伐学 路沿 広域農道の舗 処道道路沿園 ののの再編 ご繕いの樹 み園 修繕 費域樹 域農道の舗装修道路沿い編 処樹 域農道の舗装修繕樹・ 農路 修 分舗 分沿 装沿学 装採育 ご農採園 舗樹 道道学 装沿いの樹木伐学校 ご採 域 ご舗編
▶▶▶▶ 収 新新 嘱託保育士の新市の税収および新規社員採用への影復線統 規税収および新規社員採用への影復 育士の新規雇線誘 嘱託保育士の新規雇用税収および新規社員採用統 雇型 および新規社員採用への影響致 託誘 よト 託影旧 規規リゾート誘致 び区画合 のの税収および新規社員採用への線の 社線の復旧 影統 士へ統 区 嘱線 員画 影響型リゾ 託ート誘 響型 および新規社員採用への影合 育採 託採誘 新新合 影復 税復 び新規社員 託誘 びゾ 新新規社員採ゾ ト誘 託保育士 新規雇

６月26日間萩　萩萩　間

数人数希望した市政内容・質問や意見地区が希望した市政内容・質問や意見（主なもの）実施実施日地地区





[表１] 身体介護ヘルパーと生活援助ヘルパーの違い

類型 サービス内容 利用者の
体に 専門性 必要な研修

身体介護

食事介護・入浴介
助・排泄介助・着
替えの補助・シー
ツ交換　など

触れる 高い
130時間
（介護職員
 初任者研修）

生活援助

（生活支援）

掃除・洗濯・買い
物・食事の準備・
調理　など

触れない 低い
59時間
（生活援助
 従事者研修）



開設日時
平日（登校日）＝下校時～午後６時15分土曜日＝午前７時30分～午後６時15分春・夏・
冬休みや振替休校日＝午前７時30分～午後６時15分　＊祝日、年末年始、お盆期間を除く。

申込方法
申込書に必要事項を記入し、就労証明書などの必要書類を添えて、子ども子育て課（さざん
か内）へ提出

申込書類配布
10月７日～　配布書類＝募集要項、申込書、就労証明書、自営業申告書、確認書
　　　　　　　配布場所＝子ども子育て課、相良窓口課、各放課後児童クラブ

保護者の就労
などの条件

保護者には児童と同居（同一敷地内、隣接地を含む）する65歳未満の祖父母を含む
勤めの場合＝①月12日以上かつ終了時間が午後２時以降（新１年生）、午後３時以降（新２
年生以上）、②午前７時30分～午後６時15分のうち５時間以上自営業・農業・漁業などの場
合＝①事業主：月140時間以上の就労、②専従者：月100時間以上の就労などその他＝疾病
がある、家族を介護しているなど　＊詳しくは配布時に確認します。

利用料

①平日は月額7,000円
②夏休みのみ利用の場合は8,000円
③春休み、冬休みのみ利用の場合は、それぞれ3,500円
④土曜日は月額1,000円
①～③で土曜日利用の場合、それぞれの利用料に1,000円追加
＊令和元年度の市民税非課税世帯または児童扶養手当受給者は、上記の半額となります。

受付期間
10月15日～11月８日（土、日、祝日を除く）　

午前８時15分～午後５時（水曜日のみ午後７時まで）

備　考

保育園などの入所申し込みで使用する就労証明書を併用可能。必要に応じてコピーを取っ
ておいてください新規利用者は申込受付後、12月に面接申込者が定員を超えた場合は、
児童の学年や保護者の就労時間、家族構成などを考慮して優先順位を決定（優先順位が低い
場合は待機）　＊申込期間中は、先着順ではありません。

市内の放課後児童クラブ一覧

名　　称 開設場所 定　員

静波放課後児童クラブ 静波1430番地１ 60人

川崎放課後児童クラブ 川崎小学校内 60人

細江第１放課後児童クラブ 細江小学校体育館内 25人

細江第２放課後児童クラブ 細江1244番地５ 50人

細江第３放課後児童クラブ 細江コミュニティセンター 35人

勝間田・坂部放課後児童クラブ 農村の家（勝間田小学校敷地内） 35人

相良放課後児童クラブ 相良小学校内 65人

菅山放課後児童クラブ 菅山小学校給食棟内 25人

萩間放課後児童クラブ 萩間小学校内 35人

地頭方放課後児童クラブ 地頭方小学校 35人

牧之原小学校放課後児童クラブ 牧之原小学校内 35人

榛原土曜日児童クラブ 静波1430番地１ 20人

相良土曜日児童クラブ 相良小学校内 20人



職種 運用 月額上限 返済免除の条件 問い合わせ

看護師
（３～４年間）

＊併用により、

　月額10万円と

　することも可。

榛原総合
病院組合

５万円
（総額：

 180～240万円）

牧之原市・吉田町の医療
施設、介護保険施設で
常勤看護師として従事

榛原総合病院
組合
☎9510

榛原総合
病院
（徳洲会）

５万円
（総額：

 180～240万円）

榛原総合病院または徳
洲会グループの施設で
常勤看護師として従事

榛原総合病院
総務課
☎1131

薬剤師
（薬学部６年間）

榛原総合
病院
（徳洲会）

10万円
（総額：720万円）

榛原総合病院で常勤薬
剤師として従事



大会名称 GOSEN CUP スウィングビーチ牧之原国際女子オープンテニストーナメント

開催期間

[シングルス]
予選＝10月７日～８日　　本戦＝10月８日～13日

[ダ ブ ル ス]
本戦＝10月８日～12日

会　場 静波リゾートホテル・スウィングビーチ

試合種目
[シングルス]＝本戦32人 ( 予選32人 )
[ダ ブ ル ス]＝本戦16組

試合方法
３タイブレークセットマッチ
(シングルス予選とダブルスファイナルは10ポイントタイブレーク )

入場料 無料

主　催 牧之原国際女子オープンテニス実行委員会

会場問い合わせ 静波リゾートホテル・スウィングビーチ　☎1717

大会ホームページ http://www2.tokai.or.jp/takase.tennis.p/gosencup.htm

牧之原台地開拓年表

年 内容

慶応３（1867）年 大政奉還

明治２（1869）年 版籍奉還　
徳川藩士駿府新番組　牧之原に入植

明治３（1870）年 大井川川越し制度廃止
大井川の川越職人　牧之原に入植

明治６（1873）年 牧之原で初めての茶葉を摘採



期　間

２泊３日の合宿を２回、日帰りの就労体験を５日間
実施します。
[合宿]
　① 11月18日～20日（２泊３日）
　② 12月２日～４日（２泊３日）
[就労体験]
③ 11月25日～29日（日帰りを５日間）

会　場

[合宿]
　天竜厚生会研修センター（浜松市浜北区）
[就労体験]
　牧之原市周辺

参加要件
就労がうまくいかない65歳以下の人で、①～③全て
に参加できる人。

申込方法
社会福祉課（☎0078）に電話で申し込む。
＊午前８時15分～午後５時まで（土日祝日を除く）
＊申込受付後、面談をさせていただきます。

費　用 無料

定　員 若干名

申込期限 10月30日







項目 期日 時間 会場 対象 持ち物など 問

母子健康手帳の交付
（妊婦健康相談）

７日、21日
９：00～11：00 妊婦

妊娠届出書、 個人番号カー
ドまたは通知カード
都合がつかない人は連絡し
てください

健
28日

赤ちゃん相談 ９日 ９：00～10：30 生後２カ月～７カ月未満 母子健康手帳、アンケート 健

７か月児健康相談 ３日 ９：00～９：30 平成31年２月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

１歳児健康相談 23日 ９：00～９：30 平成30年９月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

１歳６か月児健診（満年齢） 10日 13：00～13：30 平成30年２月、３月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

２歳児歯科健診 15日 13：00～13：30 平成29年９月、10月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

２歳６か月児歯科健診 16日 13：00～13：30 平成29年３月、４月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

３歳児健診（満年齢） ８日 13：00～13：30 平成28年８月、９月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

３歳６か月児歯科相談 18日 ８：30～10：00 平成28年３月、４月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

４歳児歯科相談 18日 ８：30～10：00 平成27年９月、10月生まれ 母子健康手帳、アンケート 健

予防接種説明会 ２日 10:00集合
令和元年８月生まれの子の
保護者

母子健康手帳
出生時の配布資料

健

ＢＣＧ予防接種
４日

13：00～13：30 平成31年４月生まれ
母子健康手帳
予診票、体温計

健
24日

離乳食教室（要予約） 24日 ９:50集合 ４～６カ月児の保護者 母子健康手帳、アンケート 健

まきたまクラブ～産前サポート事業～
（要予約）

19日 ９：00～16：00 妊婦とその夫または家族 母子健康手帳 健

家庭児童相談室
月～金曜日

＊祝日は休み
９：15～9：30 18歳未満の子の保護者など 事前に電話連絡 こ

ブックスタート 23日
13：00～13：30

受付
令和元年６月生まれ

母子健康手帳、バスタオル、
参加費：100円（本代）

子榛

期日 開業医（榛南西部地区） 開業医（榛南東部地区）

６日 廣瀬医院　　　　　　　　　　　　☎0006 こどもクリニックおおかわ小児科　☎6789

13日 藤本クリニック　　　　　　　　　☎1200 三輪クリニック　　　　　　　　　☎7300

14日　 永尾内科循環器科医院　　　　　　☎6611 玉井整形外科医院　　　　　　　　☎6667

20日 中村医院耳鼻咽喉科歯科　　　　　☎0434 千内科クリニック　　　　　　　　☎1001

22日　 石井内科皮膚科医院　　　　　　　☎0013 いしだ眼科　　　　　　　　　　　☎1400

27日 渡辺内科医院　　　　　　　　　　☎5232 さかい耳鼻咽喉科医院　　　　　　☎1818

項目 期日 時間 会場 問い合わせ・申し込み

国民健康保険特定健診
長寿健診
（オプション検査あり）

16日、17日、23日

12：45～14：00

細江コミュニティセンター 市民課　国保年金係　☎0023

オプション検査料金　尿酸検査：100円、前立腺がん検査：
1,600 円、心電図：1,500円、貧血検査：200円

28日 さざんか

31日 勝間田会館

胃がん・大腸がん・肺がん検診
前立腺がん検査
肝炎ウイルス検査
ペプシノゲン検査
喀痰検査
（オプション検査あり）

15日

８：15～11：00

萩間公民館
健康推進課　☎0024

胃がん検診：1,900円、大腸がん検診：1,000円、
肺がん検診：無料

＊実施医療機関により、オプション検査料金が異なりま
すので、ご確認ください。

＊10月19日はセット検診日（がん検診と特定健診の同
　時実施日）です。要予約、定員あり。

16日、19日、24日 相良保健センター

17日 トーク地頭方

18日 牧之原コミュニティセンター

21日 坂部区民センター

23日 細江コミュニティセンター

25日 さざんか

婦人科検診
（子宮頸がん、乳がん検診、骨粗
鬆症検診）

１日、２日

９：10～９：30
13：00～13：20

相良保健センター 予約制　健康推進課　☎0024

子宮頸がん検診：1,900円、乳がん検診：2,000円、骨粗鬆症
検診：1,300円＊
＊平成31年３月31日時点で、40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・
　65歳・70歳の人が対象です。

５日 さざんか

10日 牧之原コミュニティセンター

総合健康相談（心や健康のこと）
もの忘れ相談

１日、15日
９：00～11：00

相良保健センター 予約制
健康推進課　☎0024８日、22日 さざんか

体組成測定会
１日

10：00～11：00
相良保健センター 予約制

健康推進課　☎0024８日 さざんか

こころとねむりの相談会 16日
９：00～10：00
10：00～11：00

さざんか
予約制
健康推進課　☎0024

自死遺族面接相談「すみれ相談」 ２日 13：00～16：00 県精神保健福祉センター 県精神保健福祉センター　　☎054（286）9245

自死遺族のつどい
（東部わかちあい　すみれの会）

26日 13：30～15：30 ぬまづ健康福祉プラザ 県精神保健福祉センター　　☎054（286）9245

肝炎ウイルス検査
３日 18：00～19：40 中部健康福祉センター

（藤枝市）
予約制
中部健康福祉センター地域医療課　☎054（644）927317日 ９：15～11：00

精神保健福祉総合相談 １日、16日 13：30～
中部健康福祉センター
（藤枝市）

費用無料、予約制
中部健康福祉センター福祉課　☎054（644）9281

不妊・不育専門電話相談
毎週、

（祝日休み）
10：00～15：00

県総合健康センター
（三島市）

県不妊・不育専門相談センター　☎055（991）2006







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３分団坂部消防館新築工事 92,331,000円 89,600,000円 97.04％ 釘ヶ浦建設

防 相良地区ソーラー照明灯設置工事　その１ 12,660,000円 12,300,000円 97.16％ 東洋電設

防 相良地区ソーラー照明灯設置工事　その２ 10,160,000円 10,000,000円 98.43％ 岩堀電設

市 戸籍総合情報システム機器等賃貸借 803,700円 803,600円 99.99％ 静和事務機

環 牧之原市再生可能エネルギー設備導入による地域振興策検討業務委託 11,840,153円 7,000,000円 59.12％ ヒラテ技研　静岡事務所

建管 市道坂部85号線（前玉橋）他１橋橋梁補修設計業務委託 7,730,000円 7,100,000円 91.85％ フジヤマ　島田営業所

建 社会資本総合整備計画事後評価業務委託 2,947,000円 2,870,000円 97.39％ 不二総合コンサルタント　島田営業所

建 （準）沢垂川河川整備計画策定業務委託 7,260,000円 6,500,000円 89.53％ 服部エンジニア 島田事務所

水 市道堀野新田２号線他配水管布設替工事設計業務委託 5,800,000円 5,500,000円 94.83％ 蓮池設計

水 市道黒子静波線配水管布設替工事 31,530,000円 30,300,000円 96.10％ 榛南水道

水 市道中20号線配水管布設替工事 11,860,000円 10,500,000円 88.53％ 鈴木土建

学 校内無線LANアクセスポイント購入 22,433,300円 22,400,000円 99.85％ 五大産業

学 小中学校（７校）モノクロ複合機賃貸借 136,400円 131,100円 96.11％ 静和事務機　＊月額

学 小中学校自動体外式除細動器（AED）借上 48,300円 14,000円 28.99％ 中越クリーンサービス　静岡営業所　＊月額
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