
定 例 記 者 懇 談 会 次 第 

令和２年４月23日(木) 午後1時15分 

牧之原市役所榛原庁舎４階会議室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 市長説明 

 

最近の市政運営の状況について 

 

  新型コロナウイルス感染症に関する市の対策について……………………………資料１ 

 

 

 

 

３ その他主な報道提供資料 

○市民相談センターの相談状況について 

 

 

 

４ 懇  談 

 

 

 

５ 閉  会 

 

 

次回記者懇談会 ５月 29 日（金） 午後１時 15 分～ 



 

市内海岸の陸閘（ゲート）閉鎖について 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、「緊急事態宣言」の対象区域が

全国の都道府県に拡大されたことに伴い、4 月 18 日（土）にバリケードなどを

設置して市内の海岸駐車場を閉鎖した。 

しかしながら、その週末には静波海岸隣接道路等への路上駐車や市外からの

海岸利用に歯止めがかからないことから、更なる強化をするため静波海岸・相良

海岸の陸閘を閉鎖する。 

 

期  間 令和２年４月 25 日（土）～当面の間 

     ※なお、４月 24 日（金）午後から順次閉鎖作業を行う。 

閉鎖箇所 静波海岸の陸閘     ４箇所 

     相良サンビーチの陸閘  ３箇所 

 

以下の日時に陸閘を閉門する作業を実施しますので、取材をお願いいたします。

取材を希望される場合は、下記問合せ連絡先までお願いいたします。 

       

日  時  令和２年４月 24 日（金） 14 時～ 

場  所  静波海岸 女神像前 陸閘（ゲート）     

  

定例記者懇談会 資料№１―１ 
令和２年４月 23 日 

建設部建設管理課 0548-53-2627 
産業経済部観光課 0548-53-2623 

教育文化部スポーツ推進室 0548-53-2643 

【問合せ連絡先】 
牧之原市建設部建設管理課 課長 山田哲士 
電話 0548-53-2627 携帯 090-1784-7452 



定例記者懇談会 資料No.１－２ 

令和２年４月23日 

産業経済部観光課    0548-53-2621 

産業経済部商工振興課 0548-53-2647 

 

市内の飲食店応援プロジェクト始動 
 

１ 事業概要   

現在、（一社）まきのはら産業・地域活性化センターでは、飲食業者や宿泊業者

に対する支援として、「＃牧之原エール飯」を立ち上げました。 

加えて、商工会と連携し、料理の持ち帰りができるお店をまとめたチラシを作成

し、“テイクアウトまきのはら”として、お弁当販売などの情報発信を始めました。

なお、これらの情報をまとめたサイトについては、現在構築中です。 

また、マキノハラボでは、カタショー酒場実行委員会と牧之原飲食店有志一同で

「おうちでまきめし」のサイトを立ち上げ、地域を盛り上げていこうという取組が

始まっています。 

これらの取組を市ではホームページやＬＩＮＥ、フェイスブックなどで市民など

に周知して応援していきます。 

 

２ 取組内容 

 （１）＃牧之原エール飯 

      

 

 

   

 

○ テイクアウトした料理の写真を撮影して、「＃牧之原エール飯」「＃

RIDEONMAKINOHARA」とハッシュタグをつけて SNS に投稿することで、より多く

の人の目にとまりやすくなります。 

 

 （２）テイクアウトまきのはら 

○店舗数 24店舗（市内の宿泊業者、飲食業者） 

   ○内 容  日替わり弁当、ハンバーガー、カレーなど多彩な弁当があり、各店舗

に事前に電話注文が必要です。注文数によっては配達も行っています。 

  

 （３）おうちでまきめし 

 

 

 

 

 

 

○店舗数 11店舗（市内の飲食業者） 

○内 容  弁当のほか、居酒屋のおつまみやオードブルなどもあり、各店舗に

事前に電話注文が必要です。また、毎週土・日曜日には「カタショー・

ワンラボ（旧片浜小）」で“まきめしカタショードライブスルー”とし

て、事前に注文して車で来場した住民に弁当を販売しています。 

 

 



   新型コロナウイルス対策標語の募集について 

 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、い

つも穏やかな私たちの牧之原市内もウイルス感染対策に翻弄されています。 

 一刻も早く、市民のみなさんの知恵と協力で、安心で安全な生活を取り戻さな

ければなりません。 

 そこで、今、私たちがすべきこと、できることを考え、学んでもらうきっかけ

の一つとなるよう、大好きな学校に行けずに家庭で頑張っている市内小学生の

皆さんに下記のとおり標語を募集することといたしました。応募して頂いた標

語は、今後の感染対策の啓発に活用いたします。 

 

記 

 

１ 募集内容  新型コロナウイルス対策として、市民の皆さんができること、

みんなにしてもらいたいことを表現した標語（親子で一緒に

考えてください） 

２ 応募資格  牧之原市内小学校に通う小学生 

３ 周知方法  まきはぐＷｅｂアンケート及び市ホームページ 

        （学校が臨時休業中であるため、４月２４日頃を予定） 

４ 応募方法  まきはぐＷｅｂアンケートへの回答又は E-mail 

        （５月８日まで必着、非接触な手法を採用） 

５ 審査結果  低学年の部、中学年の部、高学年の各部門ごと審査し、ホーム

ページへの公表及び入賞者へ発送をもって発表 

（５月１５日頃を予定） 

６ 賞 品 等  テイクアウト食券（まきのはら産業・地域活性化センター協賛品） 

７ 主 催 等  主催：牧之原市、市教育委員会 

        協賛：（一社）まきのはら産業・地域活性化センター 

賞及び賞品 

 各部門  最優秀賞 １点 市内テイクアウト食券 5,000 円相当分  

      優秀賞 ４点 市内テイクアウト食券 3,000 円相当分 

      努力賞 20 点 市内テイクアウト食券 1,000 円相当分 

 

 内訳 

  最優秀賞 １点 ×３学年（３人）×5,000 円＝ 15,000 円 （ 3 人） 

  優秀賞 ４点 ×３学年（３人）×3,000 円＝ 36,000 円 （12 人） 

  努力賞 20 点 ×３学年（３人）×1,000 円＝ 60,000 円 （60 人）  

   計   111,000 円 （75 人） 

 
＜標語の活用方法（例）＞ 

・市民向けに発送する封筒に標語を印刷、又はシールに印字して貼って啓発 

・テイクアウトのお弁当に、シールに印字した標語を貼って啓発 

・市内スーパー等の小売店に貼って市民へ啓発など 

定例記者懇談会 資料№１-３ 

令和２年４月 23 日 

教育文化部学校教育課 

0548-53-2645 



  

市では、平成 22 年４月に市民相談センターを開設し、満 10 年を経過しました。 

市民相談センターでは、専門の消費生活相談員２名と一般相談員１名を配置し、週

５日、午前９時から午後４時まで、市民の困りごとの解決を支援しています。 

また、市民相談センターを会場として、社会福祉協議会が主催する弁護士による法

律相談（毎月２回）や司法書士による心配ごと相談（毎月２回）のほか、東海税理士

会による税の無料相談（毎月１回）、交通事故相談所による巡回交通事故相談（隔月で

年６回）なども行っています。 

 

１ 市⺠相談センターでの相談実績 
令和元年度の相談件数は、一般相談 287 件、消費生活相談 401 件、法律相談ほか

を含めた全体件数は 904 件でした。 

前年度と比較して、一般相談は 30 件（9.5%）の減、消費生活相談は 50 件（11.1%）

の減、全体では 110 件（10.8%）の減となりました。 

開設時の H22 年度と比較してみると、一般相談は 122 件（29.8%）の減、消費生

活相談は 64 件（19.0%）の増、全体では 96 件（9.6%）の減となりました。 

【相談区分別件数】  ※同一者が同一案件で複数日の相談を受けた場合は、延べ件数として算入。 

区分 
相談件数 増減件数 増減割合(%) R1 相談方法 

H22 H30 R1 対 22 対 30 対 22 対 30 電話 来所 出張等 

一般相談 409 317 287 -122 -30 -29.8 -9.5 197 90 0 

消費生活相談 337 451 401 64 -50 19.0 -11.1 232 161 8 

法律相談 163 170 134 -29 -36 -17.8 -21.2 0 134 0 

心配ごと相談 49 58 62 13 4 26.5 6.9 0 62 0 

税の無料相談 19 10 16 -3 6 -15.8 60.0 0 16 0 

交通事故相談 7 2 1 -6 -1 -85.7 -50.0 0 1 0 

行政相談 - 6 2 2 -4 皆増 -66.7 0 2 0 

その他 16 0 1 -15 1 -93.8 皆増 0 1 0 

計 1,000 1,014 904 -96 -110 -9.6 -10.8 429 467 8 

２ 相談内容の概要 

(1) 一般相談 

    家庭の問題や金銭問題、環境問題、隣人関係など幅広い相談を受けています。 

    令和元年度の相談件数は 287 件で、家庭問題 39 件、行政関係 38 件、環境問

題 29 件、相隣関係 28 件、相続贈与 24 件などなっています。 

10 年前と比較して、全体件数は 122 件の減、増減割合が大きかったものは、

結婚相談 89%減（1/9）、金銭関係 73%減（14/51）、交通事故 72%減（5/18）、介護

関係 64%減（4/11）の一方、労働問題 163%増（21/8）、行政関係 81%増（38/21）、

相隣関係 65%増（28/17）となりました。 

定例記者懇談会 資料 

令和２年４月 23 日 

市民生活部市民課 

市民相談センター 

0548-23-0088 
 

市民相談センターの相談状況について 
 



 
(2) 消費生活相談 

     消費生活相談窓口には、さまざまな相談が寄せられますが、消費者の権利の

擁護や消費者被害の防止のため、専門の消費生活相談員による消費者トラブル

の問題解決の助言や手助けを行うとともに、消費者協会と連携した消費者被害

の未然防止や抑制、周知を図るための街頭広報などを行っています。 

    令和元年度の相談件数は 401 件で、店舗販売 81 件、携帯電話・インターネ

ット販売 61 件、電話勧誘販売 45 件、訪問販売 42 件などとなっています。 

10 年前と比較して、全体件数は 64 件の増、増減割合が大きかったものは、

送りつけ商法 93%減（1/15）、多重債務 57%減（16/37）、訪問販売 34%減（42/64）

の一方、通信販売 153%増（38/15）、製品事故・苦情 133%増（7/3）、電話勧誘販

売 45%増（45/31）となりました。 
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旅館 はちぼし  
📌ビジネス弁当600yen・天丼500yen 
チャーシュー丼500yen・晩酌セット500yen   

天ぷら/フライ/刺身盛り２人前1000yen 他 
〒421-0422牧之原市静波3114-1 
TEL0548-22-6688 FAX0548-22-6788 
定休日 なし ※ランチ休月曜日 
TAKEOUT時間 １１：００～１７：００ 
           当日１５：００迄に予約 ※要相談 

せせらぎの宿 大とく屋 
📌ハンバーグ弁当500yen・焼魚弁当500yen 

〒421-0512牧之原市大江50-1 
TEL0548-52-0055 FAX0548-52-6956 
定休日 なし 
TAKEOUT受付時間 １０：００～１３：００         

Cafe Dining ＴＡＮＵＭＡ  
              （磯の宿田沼） 📌ハンバーガー900yen～  
ロコモコ丼1000yen・モチコチキン丼900yen～ 

ピザ各種1300yen～ 他 

〒421-0522牧之原市相良263-179 
TEL0548-52-4040 FAX0548-52-5077 
定休日 月曜日・火曜日 
TAKEOUT受付時間 事前ＯＫ １０：００～２０：００ 

尾白弁当 
📌日替わり給食400yen 
 

〒421-0524牧之原市須々木2698-31 
TEL0548-52-3247 FAX0548-52-3234 
定休日 不定休 
TAKEOUT受付時間 当日９：００迄に予約 
              １１：００～１２：００にお届け 

テイクアウトまきのはら➊ 

               

味付きとろろ汁（自然薯）285ｇ540yen 
 

ミックスフライ弁当500yen 

鳥の唐揚げ350yen・鰯つみれだんご250yen 

和楽～Delicios Kitchen～  

📌ローストビーフ丼750yen  

〒421-0533牧之原市新庄11-1 
TEL0548-58-1287 FAX0548-58-0845 
定休日 なし 
TAKEOUT時間 事前予約 

ダチョウ牧場の中のカフェつなぐ 
📌つなぐオリジナル弁当1000yen 

〒421-422牧之原市静波2220-2 
TEL0548-22-7537 or 0548-22-6779(時間外） 
定休日 土曜日・日曜日 
TAKEOUT受付時間 １１：３０～１４：００  
            ※予約優先 配達はしません 

Ｒｅ家 

★★事前にお電話でのご注文をお願いします★★  

（旅の館 大沢）  

から揚げ丼550yen・しらす丼600yen 他 

ハンバーグ弁当1000yen・ロコモコ800yen 
オムライス800yen・プリン250～500yen 

 詳細なメニューは各店舗インスタ・ＦＢ等をご覧ください。 

 受取は各店舗にてお願いします。           

    ※但し注文数によっては配達もいたします。 

 ご予算・ご要望はお気軽にご相談ください。      

〒421-0531牧之原市落居1572-1 
TEL090-8263-7699 
定休日 月曜日 
TAKEOUT受付時間 １１：００～１４：００ 
              ※当日１０：００迄に予約 

📌本日のランチＢＯＸ・からあげちゃんＢＯＸ 

ぶたさん角煮ランチＢＯＸ 各770yen 
お子様ランチＢＯＸ550yen  他 

Ｋｉｔｃｈｅｎむぎわらぼうし             
📌折詰お料理2000yen～（お祝い事・法事等） 

 

〒421-0522牧之原市相良263-3 
TEL0548-52-0151 FAX0548-52-0261 
定休日 なし （不定休） 
TAKEOUT受付時間 １１：００～１４：００ 
            ※前日１５：００迄に予約 

(一社）まきのはら産業・地域活性化センター 

おまかせ弁当550yen・かき揚げ丼550yen 
 ハンバーグ弁当540yen・焼肉丼550yen 他 



にこにこごはん エリア25  
📌酵素玄米500yen 
季節のお野菜天ぷら巻500yen 

各種ドリンク(酵素ジュース・コーヒー等）他   

 〒421-0414牧之原市勝俣2096-2 
TEL0548-23-3188 
定休日 土曜日～火曜日 
TAKEOUT時間 前日予約 １２：００～１５：００ 

さかえ家 
📌手作りハンバーグ550yen・オムレツ380yen 
さかえ家サンド400yen・エビマヨ530yen 
ローストビーフ550yen 他メニュー豊富 
〒421-0421牧之原市細江2858-4 
TEL0548-22-0078   
定休日 月曜日 ※店営業 金～土１７：００～２２：００ 
TAKEOUT受付時間 火～日１７：００～２０：００ 
              土・日 １１：３０～１３：３０ 

磯料理処 万寿田  ★宅配可 
📌うな丼800yen・スパイスカレー800yen 
天丼700yen・しらす丼600yen・肉巻きおにぎり 
500yen・金目煮つけ・まぐろかぶと焼き 他  
  〒421-0524牧之原市須々木2611 
TEL0548-52-1363 FAX0548-52-4531 
定休日 木曜日 
TAKEOUT受付時間 １１：００～１５：００  
              １７：００～１９：００ 事前予約   

カシュカシュ（ＣＡＣＨＥ ＣＡＣＨＥ） 
📌DELI BOX 1300yen・ピザ各種800yen～ 
 

〒421-0421牧之原市細江573-7 
TEL0548-22-3824 FAX0548-22-3824 
定休日 月曜日 月一で日曜日 
TAKEOUT受付時間 １１：００～２０：００ 
     ※夕方以降の受け渡しは予約のみ 

テイクアウトまきのはら➋ 

               

ロコモコ弁当1000yen・タコライス弁当 
850yen・バーガーBOX1000yen 他 

Ｃａｆｅ Ｈｍｏｎｇ （カフェモン） 
📌週替わり３種タイごはんランチ900yen  

〒421-0526牧之原市大沢135-42 
TEL0548-52-0820 
定休日 日曜日・第一月曜日 
TAKEOUT時間 １１：３０～１８：００  

旬の味 神徳 
📌鳥の唐揚げ・フライ盛り・チキン南蛮風 
チキンカツ・幕ノ内・白身南蛮風 各648yen 

オードブル・刺身盛り合わせ 他 
〒421-0533牧之原市新庄748-1 
TEL0548-58-2313・090-7027-0757 
定休日 水曜日 
TAKEOUT受付時間 １１：３０～１３：３０  
              １７：００～１９：００  

バングラデシュ料理ゼイビアのカレー 

📌折詰お料理2000yen～（お祝い事・法事等） 
 

〒421-0522牧之原市相良218-1 
TEL0548-52-6888 FAX0548-52-6896 
定休日 不定休 
TAKEOUT受付時間 １０：００～１４：００ 売切次第終了 
    ※前日予約１５：００迄 予約なら夜ＯＫ 
             

★★事前にお電話でのご注文をお願いします★★  

単品メニュー・ドリンク 他 

 詳細なメニューは各店舗インスタ・ＦＢ等をご覧ください。 

 受取は各店舗にてお願いします。           

    ※但し注文数によっては配達もいたします。 

 ご予算・ご要望はお気軽にご相談ください。      

ペンション リリカル              

〒421-0523牧之原市波津3-7 
TEL070-1397-1133   
定休日 無休  ※４月３０日迄テイクアウト２５％OFF 
TAKEOUT受付時間 １１：００～１５：００  
              １７：００～２２：００ 
              

📌エッグカレー（+ライス）540yen  
 

アジアン雑貨カフェ 

チキンカレー（+ナン）540yen  
 キーマカレー・バターチキンカレー 他 

 

(一社）まきのはら産業・地域活性化センター 

おまかせ弁当600yen・天丼600yen 

牛丼600yen・カツカレー600yen 他 



旅館・和風レストラン なかたに  
📌天丼800yen・かつ丼800yen 
   

 
〒421-0522牧之原市相良237-15 
TEL0548-52-0296 FAX0548-52-1297 
定休日 日曜日 
TAKEOUT時間 １１：００～１５：００ ※予約優先 

江戸前 きよ寿司 
📌おうちで仲良く手巻き寿司セット1200yen 
 
 
〒421-0533牧之原市新庄1217-6 
TEL090-4238-9922 
定休日 火曜日 
TAKEOUT受付時間 １７：００～２０：００ 

割烹 海舟  

〒421-0523牧之原市波津1-108 
TEL0548-52-6333 FAX0548-74-1831 
定休日 月曜日 
TAKEOUT受付時間 前日予約 １１：３０～１３：３０ 
                     １７：００～２２：００ 

炭火串焼き 金時 

〒421-0421牧之原市細江573-1 
TEL0548-23-0112  
定休日 水曜日  
TAKEOUT受付時間 １６：３０～２０：００ 
           ※要予約（数に限りがあります） 

テイクアウトまきのはら➌ 

               

📌松花堂弁当2160yen～・ちらし寿司 
   

 

仕出しお弁当（幕ノ内864yen～）他 

   

 

御鮨・オードブル ※ご予算に応じて・・ 

   

 

📌串焼き100yen 
(とり・ぼんじり・レバー・とり皮・つくね・シロ） 

   

 

川エビ300yen・軟骨のからあげ350yen 他 

親子丼750yen・豚の生姜焼き弁当1250yen 

   

 

豚かつ弁当1100yen 他 ランチメニュー等 

   

 

ばらちらし丼1000yen・上海鮮丼1500yen 
 
 
各種にぎり寿司、ちらし寿司1000yen～他 

ラーメンはしもと  
📌チャーハン750yen・野菜炒め850yen  

〒421-0422牧之原市静波1767-9 
TEL0548-22-6299 FAX0548-22-6299 
定休日 月曜日（夜）・火曜日 
TAKEOUT時間 １１：００～１４：００ 
           １７：００～２０：００ 

(株)うおとも  ★宅配可  
📌日替わり弁当おかずのみ350yen 

〒421-0532牧之原市地頭方1581-50 
TEL0548-58-0500 FAX0548-58-2023 
定休日 なし 
TAKEOUT受付時間 ～１２：００ 
             ※前日２０：００迄予約  

カフェレストランＴ＆Ｔ 

★★事前にお電話でのご注文をお願いします★★  

日替わりごはん付き500yen（5/1まで） 

 詳細なメニューは各店舗インスタ・ＦＢ等をご覧ください。 

 受取は各店舗にてお願いします。           

    ※但し注文数によっては配達もいたします。 

 ご予算・ご要望はお気軽にご相談ください。      

〒421-05422牧之原市静波2270-4 
TEL0548-22-4774 FAX0548-22-4774 
定休日 木曜日・第ニ・三水曜日 
TAKEOUT受付時間 １０：３０～１９：３０ 
              

📌醤油ピラフとハンバーグ1000yen 
海老ピラフとハンバーグ1000yen 
やきそば700yen・ミックスピザ680yen 他 

ふくろ茶や             
📌日替弁当702yen・海老フライ弁当972yen 
 

〒421-0501牧之原市東萩間972 
TEL0548-27-2158 FAX0548-27-2188 
定休日 火曜日 
TAKEOUT受付時間 １１：００～１８：００ 
             

(一社）まきのはら産業・地域活性化センター 

仕出し料理2100yen～オードブル 他 

ニラ炒め850yen・ギョーザ５コ550yen  

とんかつ弁当864yen・焼肉弁当702yen 他 
 

ハンバーグ弁当・カキフライ弁当864yen  
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