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　緑町では昨年に引き続き「緑町保健福祉教室」を開催しており、本年度は、「地域や家庭における保健・福
祉の知識と実践」をテーマに第1回、第2回をすでに終了しています。 
　今回の第3、4、5回の講座内容は、受講者の方 と々いっしょに考えながら、楽しい講座にすることを目標にし
ています。介護に携わっている方のみならず、保健・福祉に関心をお持ちの方のご参加をお待ちしております。 

●講習内容 （日程・内容など一部変更する場合があります。） 

●対 象 者  高校生以上で保健・福祉に関心のある方 
 （未成年者は保護者の同意が必要） 
●開催場所 町民センター 
●講習時間 午後1時30分から休憩を含めて2時間程度 
●受 講 料  無料（ただし、視察研修参加者は昼食代1,000円程度が必要） 
●申 込 先  下記の窓口またはお電話でお申し込みください。 
 緑町社会福祉協議会・高田145－1765

※途中からの参加も可能です。 
※第4回までは、単発の参加でも構いません。また、第5回のみの参加はできませんのでご注意ください。 

実 施 日  科 目 名  内 　 容  

第3回 

第4回 

第5回 

8月 6日（金） 

8月20日（金） 

9月10日（金） 

調理実習 

福祉の学習会 

視察研修 

実習「高齢者にやさしい食事作り」 

講義（内容は参加者の希望をもとに決定します） 

福祉関係施設の現場見学 

工 事 名　下水道管布設工事に伴う上水道管布設替工事（山添2） 
工事場所　三原郡緑町山添地内 
予定価格　37，653，000円 
落札金額　37，275，000円 

入札者氏名 第1回入札金額（税抜き、単位：円） 
㈲廣田工務店 35,500,000 
㈱武田工務店 36,000,000 
㈱立花組 36,200,000 
㈱上田組 36,250,000 
山岡水道工業㈱ 36,500,000 
㈱藤井 36,800,000 
辻設備工業 37,000,000 
淡島水道工業㈱ 37,200,000 
㈱滝本　緑支店 37,300,000 
㈱堀川忠義商店 37,500,000 
小畠電工㈱ 37,800,000

6月24日 
入札分 

は落札業者 

工 事 名　特定環境保全公共下水道事業2号幹線管渠舗装復旧工事（その1） 
工事場所　三原郡緑町山添地内 
予定価格　27，972，000円 
落札金額　27，825，000円 

入札者氏名 第1回入札金額（税抜き、単位：円） 
㈱武田工務店 26,500,000 
㈱坂本建設 26,770,000 
㈱土居建設 26,900,000 
㈱山野工務店 26,940,000 
㈱滝本　緑支店 27,080,000 
堀建設㈱ 27,240,000 
㈱立花組 27,400,000 
㈱ゆづるば建設 27,670,000 
㈱松野建設 27,710,000 
㈱上田組 28,050,000

6月24日 
入札分 

工 事 名　広田小学校図工教室増築工事 
工事場所　三原郡緑町広田中筋地内 
予定価格　9，229，500円 
落札金額　5，565，000円 
 入札者氏名 
東海リース㈱　神戸営業所 5,300,000 
大和工商リース㈱　神戸支店 5,800,000 
㈱オービス　大阪営業所 6,200,000 
大和ハウス工業㈱　神戸支店 6,600,000 
コマツハウス㈱　大阪支店 11,600,000

7月6日 
入札分 

工 事 名　特定環境保全公共下水道事業口堂・中道・三宅線管渠舗装復旧工事 
工事場所　三原郡緑町山添地内 
予定価格　26，439，000円 
落札金額　25，599，000円 
 入札者氏名 第1回入札金額（税抜き、単位：円） 

第1回入札金額（税抜き、単位：円） 

㈲廣田工務店 24,380,000 
㈱榎本工務店 25,000,000 
㈱金山工務店 25,000,000 
㈱斉藤工務店 25,050,000 
㈱宮本土建 25,200,000 
奥浜土建㈱ 25,500,000 
㈱西畠土建 25,800,000 
栄和興業㈱ 26,000,000 
㈱榎本組 26,200,000 
三原開発㈱ 26,500,000

6月24日 
入札分 

工 事 名　疎林広場整備工事 
工事場所　三原郡緑町広田広田地内 
予定価格　6，510，000円 
落札金額　6，384，000円 
 

㈱斉藤工務店 6,460,000 6,080,000 
㈱武田工務店 6,950,000 6,320,000 
㈱金山工務店 6,815,000 6,350,000 
㈲斉藤建設 6,800,000 6,380,000 
㈱立花組 6,730,000 6,400,000 
入谷緑化土木㈱ 6,690,000 6,410,000 
光洋建設㈱ 6,750,000 6,420,000

7月7日 
入札分 

業 務 名　山添中道橋拡幅詳細設計業務 
業務場所　三原郡緑町山添地内 
予定価格　5，880，000円 
落札金額　5，040，000円 
 

入札者氏名 第1回入札金額 
（税抜き、単位：円） 

第2回入札金額 
（税抜き、単位：円） 

入札者氏名 第1回入札金額 
（税抜き、単位：円） 

第2回入札金額 
（税抜き、単位：円） 

阪神測建㈱　洲本支店 7,000,000 4,800,000 
㈱西幡設計　淡路営業所 7,600,000 6,650,000 
㈱ウエスコ　淡路営業所 8,440,000 6,700,000 
㈱日産技術コンサルタント　神戸支店 7,240,000 6,740,000 
若鈴コンサルタンツ㈱　兵庫営業所 8,200,000 6,750,000 
㈱カイヤマグチ　神戸支店 7,200,000 6,800,000

6月24日 
入札分 

入札結果の公表 入札結果の公表 

　兵庫県では被爆者二世の方を対象に健康診断を実施します。
受診を希望される方は、申込書を郵送しますので下記問い合わせ
先までご連絡ください。（昨年受診申込をされた方についてはご連
絡いただく必要はありません。） 

日　　時 

場　　所 

対 象 者  

申込期限 

問い合わせ 

平成16年11月上旬から平成17年2月上旬 

県が指定する医療機関など 

8月31日（火）（予定人数を超えた場合は、募集を締め
切ることがありますので、ご了承ください。） 

兵庫県健康生活部健康局疾病対策課難病係 
1078－362－3245（直通） 
兵庫県被爆者相談室1078－361－8604（直通） 

原爆被爆者二世の方（両親のいずれかが被爆者である方） 

軍人恩給の受給資格を 
調査します 

軍人恩給の受給資格を 
調査します 

　旧軍人　旧軍人またはその妻で夫の死後再婚していない
人で軍人恩給軍人恩給を請求請求したことがない方に、軍人恩給軍人恩給
の受給資格を調査します（公務員退職などの年金
受給者受給者を除く）。 
　希望者　希望者は、役場健康福祉課役場健康福祉課にある「履歴履歴申立書立書」
に必要事項必要事項を記入記入し、終戦終戦当時の本籍地本籍地のある都
道府県援護担道府県援護担当課に提出提出してください。 

　旧軍人またはその妻で夫の死後再婚していない
人で軍人恩給を請求したことがない方に、軍人恩給
の受給資格を調査します（公務員退職などの年金
受給者を除く）。 
　希望者は、役場健康福祉課にある「履歴申立書」
に必要事項を記入し、終戦当時の本籍地のある都
道府県援護担当課に提出してください。 

問い合わせ 

兵庫県援護室恩給係 
1078－362－3203（直通） 

入院時一部負担金減額 
認定等の申請について 

　住民税非課税世帯の方は「国民健康保険標準負担額減額認定証」
「老人医療の限度額摘要・標準負担額認定証」を医療機関の窓口に
提示すると、入院時の食事代が減額されます。 

　現在、認定証をお持ちの方は、有効期限が平成16年7月31日まで
になっていますので、役場健康福祉課で更新の手続きを行ってください。 

【申請に必要なもの】 
○国民健康保険の場合 
　保険証・印鑑・旧認定証（現在お持ちの方） 
○老人保健該当者の場合 
　保険証・老人保健医療受給者証・印鑑・旧認定証（現在お持ちの方） 
　また、入院日数がすでに90日を超えている場合は、そのことが 
証明できる領収書などをご持参ください。 

問い合わせ　役場健康福祉課・森崎145－1762

 
住民税非課税 
世帯など 

住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受けている方 1日 300円 

90日までの入院 1日 650円 

90日を超える入院 
（過去12ヵ月の入院日数） 

1日 500円 

日　　時　8月18日（水）午前10時～ 

場　　所　町民センター 

参 加 費　無料 

材　　料　各自持参（タマネギ、桶、塩、包丁など） 

募集人数　30名程度 

募集期限　8月10日(火) 

問い合わせ　緑町観光協会事務局（役場農林商工課内）・ 
 片山145―1764 

　「タマネギの粕漬け」の作り方を知りたいという多
くの方々からの問い合わせにおこたえして、緑町観
光協会では「タマネギの粕漬け」講習会を実施します。
興味のある方はぜひご参加ください。なお、必要な
材料など詳細は申込者に後日ご連絡いたします。 


