
定 例 記 者 懇 談 会 次 第 

令和２年４月３日(金) 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 幹部・職員紹介 

 

３ 市長説明 

最近の市政運営の状況について 

 

牧之原市献上茶謹製事業記念式典について……………………………………………資料１ 

 

 牧之原市内荒茶工場激励訪問について…………………………………………………資料２ 

 

牧之原市内の春季観光情報（４月・５月）について…………………………………資料３ 

 

市内小中学校の学校再開と新型コロナウイルス感染拡大防止対策について………資料４ 

 

 

４ その他主な報道提供資料 

○地頭方原子力防災センターの完成について 

○市営バス「鬼女・菅山線」の運行開始のお知らせ 

○田沼街道を走る藤枝相良線の風景写真コンテストの結果と展示のお知らせ 

○「勝間田城」御城印の販売について 

○リニューアル版「パパママ子育てだいじょうぶっく」の発行について 

○第３次健やかプラン牧之原の策定について 

○牧之原市保育園等施設マネジメント計画の策定について 

○一般社団法人まきのはら産業・地域活性化センターからのお知らせ 

○「文芸まきのはら第 14 号」の発行 

 

５ 懇  談 

 

 

６ 閉  会 

 

 

次回記者懇談会 ４月 23 日（木） 午後１時 15 分～ 



令和２年度　牧之原市　幹部職名簿

職名 氏名

　建設理事（静岡県から派遣） 森西　洋之

企画政策部長 辻村　浩之

政策監 大石　隆

総務部長 大石　光良

防災監 近藤　恒史

市民生活部長 粂田　浩之

福祉こども部長 河原﨑　貞行

健康推進部長 鈴木　郁美

産業経済部長 田形　正典

建設部長 飯塚　一日

教育文化部長 内山　卓也

学校教育専門監 山本　喜宣

議会事務局長 原口　亨

建設管理課長 山田　哲士

情報交流課

課長（広報官） 大石　佳伸

情報交流係長 大石　昌秀

　〃　     総括主任 田中　美紗子

　〃　     主任 鈴木　宏洋

　〃　     主査 粂田　優

　〃　     主事 森　怜也



定例記者懇談会 資料No.１ 

令和２年４月３日 

産業経済部 お茶振興課 

0548-53-2621 

 

牧之原市献上茶謹製事業記念式典について 
 

 

１ 事業概要   

伝統ある茶づくりを継承することの意義を市民に再認識してもらうとともに、

牧之原市の基幹作物であるお茶の魅力を広く市内外にＰＲし、静岡牧之原茶産地

の認知、販路の拡大により本市茶業の振興を図ることを目的に、令和２年度に皇

室へ茶を献上する献上茶謹製事業を実施します。（本市での献上茶謹製事業は平

成18年以来 14年ぶり２回目。） 

 

２ 式典概要    

   ○期 日 令和２年４月 11日（土） 

   ○出席者 国会議員、県議会議員、市議会議員など  64 名【別添名簿参照】 

○式 典 １）茶摘み式典  

午前７時 30分から 

           太田氏茶園【片浜地区】 

        ２）謹製記念式典 

           午前９時から午前 10時 30分頃 

           相良総合センター い～ら 

        ３）謹製手揉み記念式典 

           午前 10時 30分～午後３時 30分 

           相良総合センター い～ら 

    

※新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、式典は当初 204 名の参加を予定

していましたが、約１/３の 64 名に縮小したうえで、３つの密（密閉、密集、

密接）を避けて式典を開催します。 

 

３ 今後の予定 

   ○皇室への献上  令和２年５月２０日（水） 

     献上先：宮内庁、赤坂御所、御仮寓所、議員会館、総理官邸、農林水産省 

     献上者：牧之原市長、ＪＡハイナン組合長、牧之原市手揉み保存会長 

         園主（太田宜孝、川瀬和弘、水嶋千利）   計６名 

  ○県知事報告   令和２年６月１９日（金） 

   

 

 

 

 

 

 （献上茶用の桐箱と茶筒） 



 

 

 

 

 

 

【参考】広報まきのはら（平成 18 年 5 月 5 日号） 

 

静岡牧之原茶の献上茶謹製事業の記事 
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牧之原市献上茶謹製記念式典 

招待者 名簿（６４名）  

No. 区 分 団  体  名 役 職 名 氏  名 備考 

1 実行委員会 牧之原市役所 市長 杉本 基久雄  

2 実行委員会 ハイナン農業協同組合 代表理事組合長 大石 直司  

3 実行委員会 牧之原市茶手揉保存会 会長 枝村 和秋  

4 実行委員会 榛原茶商組合 組合長 池田 幹男  

5 実行委員会 相良茶商組合 組合長 小栗 久智  

6 実行委員会 志太榛原農林事務所 所長 望月 辰彦  

7 実行委員会 静岡県茶手揉み保存会 会長 平栁 利博  

8 実行委員会 静岡県茶手揉み保存会 副会長 澤村 章二  

9 指定園主   太田 宜孝 実行委員会幹事 

10 指定園主   川瀬 和弘 実行委員会幹事 

11 指定園主   水嶋 千利 実行委員会幹事 

12 静岡県 静岡県 知事 川勝 平太 （代理対応） 

13 静岡県 静岡県 経済産業部長 天野 朗彦 県知事代理 

14 静岡県 静岡県 お茶振興課長 小林 栄人  

15 静岡県 志太榛原農林事務所 所長 望月 辰彦 （重複） 

16 静岡県 志太榛原農林事務所 企画経営課課長代理 中川 博之 実行委員会幹事 

17 牧之原市  副市長 横山 裕之  

18 牧之原市  教育長 橋本 勝  

19 牧之原市  産業経済部長 大石 光良 実行委員会幹事 

20 ＪＡ ハイナン農業協同組合 常務理事 田中 義孝 実行委員会幹事 

21 ＪＡ ハイナン農業協同組合 営農経済部長 藤田 健一郎 実行委員会幹事 

22 議員 国会議員 衆議院議員 井林 辰憲  

23 議員 国会議員 参議院議員 牧野 京夫  

24 議員 静岡県議会 県議会議員 大石 健司  

25 議員 牧之原市議会 議長 中野 康子  

26 議員 牧之原市議会 副議長 大井 俊彦  

27 議員 牧之原市議会 総務建設委員長 平口 朋彦  

28 茶業関係 静岡県茶手揉保存会 理事 平栁 利博 （№7重複） 

29 茶業関係 静岡県茶手揉保存会 理事 佐津川 博昭  

30 茶業関係 静岡県茶手揉保存会 理事 小澤 晃  

31 茶業関係 静岡県茶手揉保存会 理事 牧野 力雄  

32 茶業関係 静岡県茶手揉保存会 理事 鈴木 主馬  

33 茶業関係 静岡県茶手揉保存会 理事 澤村 章二 （№8重複） 

34 茶業関係 静岡県茶手揉保存会 理事 小澤 守  

35 茶業関係 静岡県茶手揉保存会 牧之原支部長 枝村 和秋 （№3重複） 
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No. 区 分 団  体  名 役 職 名 氏  名 備考 

36 茶業関係 静岡県茶手揉保存会 牧之原 紅林 公一 実行委員会幹事 

37 茶業関係 静岡県茶手揉保存会 茶匠会  勝又 初郎 幾田流 

38 茶業関係 静岡県茶手揉保存会 茶匠会  長谷川 幸司 小笠流 

39 茶業関係 静岡県茶手揉保存会 茶匠会  住田 恵朗 青透流 

40 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 駿東・伊豆 勝又 豊明 師範 

41 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 沼津 伊藤 雅章 師範 

42 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 富士宮 鈴木 利広 師範 

43 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 富士 木村 和彦 教師 

44 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 清水 西山 京子 師範 

45 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 静岡 玉井 敏宏 教師 

46 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 岡部 丹羽 文雄 教師補 

47 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 藤枝 岡本 津多恵 師範 

48 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 島田支部長 山田 実信 師範 

49 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 川根 棚森 貢 教師 

50 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 金谷 落合 はる美 師範 

51 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 菊川 赤堀 実 師範 

52 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 菊川 進士 誠 教師 

53 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 小笠南 土屋 正之 師範 

54 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 掛川 萩原 明 師範 

55 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 袋井 鈴木 芳弘 教師 

56 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 周智 栗﨑 香代子 師範 

57 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 浜松 長谷 壽一 師範 

58 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 牧之原 斉田 幹雄 師範 

59 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 牧之原 村松 浩明 師範 

60 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 牧之原 戸塚美紀子 師範 

61 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 牧之原 藤野 進 教師 

62 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 牧之原 小塚 正治 教師･実行委員会幹事 

63 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 牧之原 植田 孝美 教師 

64 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 牧之原 富田 明美 教師 

65 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 牧之原 横山 嗣人 教師 

66 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 牧之原 河原崎 浩明 教師補 

67 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 牧之原 鈴木 正和 教師補 

68 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 牧之原 池ヶ谷 祐太 教師補 

69 奉仕者 静岡県茶手揉保存会 牧之原 植田 大 教師補 
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定例記者懇談会 資料No.２ 

令和２年４月３日 

産業経済部 お茶振興課 

連絡先：0548-53-2621 

 

牧之原市内荒茶工場激励訪問 
 

 

１ 概  要   

牧之原市内の荒茶工場への激励訪問と、茶商店舗への新茶の活発な取引の激励

を実施する。今年度で１５年目を迎える。 

 大変厳しい茶業界ではあるが、生産者、茶商店舗などの現状を把握し、課題や

問題点を直接聞き取ることで、今後の茶業振興に活かしていく。また、「牧之原

市のお茶安心安全取組宣言」に基づき、良質で安全・安心なお茶の生産と、農作

業事故防止の徹底を呼びかける。 

 

２ 体  制  

全荒茶製茶工場 151工場を４班体制で訪問する。 

       

□ 杉本市長          ３３工場 

□ 横山副市長         ３８工場 

□ 田形産業経済部長      ３９工場 

□ 田中ＪＡハイナン常務    ４１工場 

 

 

３ 訪問及び取材依頼  

未定（※決定次第、速やかに連絡いたします） 

    

候補（Ｒ２年度は榛原方面） 

     ・茶ＹＯＵ（細江）…細江地区の生産者がまとまり設立 

     ・丸三茶農協（三栗）…献上茶園主の川瀬氏が所属する茶工場 

 

４ 担  当 

  牧之原市茶業振興協議会事務局 

  （産業経済部 お茶振興課） 

  電話 0548-53-2621 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【参考】広報まきのはら 

   （平成 18 年 5 月 5 日号） 

お茶安全・安心への取り組み宣言 



定例記者懇談会 資料№３ 

令和２年４月３日 

産業経済部観光課 

0548-53-2623 

 
牧之原市内の春季観光情報（４月、５月）について 

 
１ 勝間田川堤さくら見頃 （4月上旬） 

 勝間田川の両岸に植樹された約 600 本もの桜が、4 月上旬にかけて咲き、見事な桜

のトンネルを作り出します。開花時期には、夜間ライトアップもされ、夜桜も楽しめ

ます。 

 【中止となったイベント】橋向町内どんぐり会 桜まつり 

 

２ 勝間田公園ミヤマツツジ見頃 （4月中旬～下旬） 

 勝間田山の頂上付近には、県の天然記念物に指定されている「ミヤマツツジ（学名： 

コバノミツバツツジ」が約１万本群生しています。 

 【中止となったイベント】勝間田公園つつじまつり 

 

３ 東光寺長藤見頃 （4月中旬～下旬）  

  磐田市「行興寺」の「熊野（ゆや）の長藤」の一枝を東光寺が譲り受け、育てら

れた長藤です。100 年以上かけ、今では根回りが４メートルある立派な長藤となっ

ています。 

 【中止となったイベント】東光寺長藤まつり 

 

【新型コロナウイルス感染拡大により、中止または延期となったイベント】 

 

・4月 5日（日） 相良油田の里公園 原油汲み上げと桜まつり 中止 

 

・4 月 12 日（日） 勝間田公園つつじまつり 中止 

         午前 10 時～ 区役員と町内会長を対象とした神事を開催  

※雨天中止 

         場所：勝間田山頂上 主催：勝間田区（電話：0548-28-0201） 

 

・4 月 19（日）～4月 30 日（木） 東光寺長藤まつり 中止 

             主催：東光寺長藤保存会（電話：0548-22-6580・期間中） 

 

・4 月 26 日（日） 第 44 回さがら草競馬大会 中止 

         主催：さがら草競馬大会実行委員会 （電話：0548-22-5600） 

 

・4 月 26 日（日） 田沼意次みなと祭 2020 中止 

         主催：田沼意次みなと祭 2020 実行委員会 

（牧之原市商工会 電話：0548-52-0640） 

 

・4 月 26 日（日）、5月 3日（日・祝） ぶらり田沼の旅 延期 日程未定 

         主催：観光課 （電話：0548-53-2623） 

 

・5 月 9 日（土） さがら海上花火大会 延期 日程未定 

         主催：さがら海上花火大会実行委員会 （電話：0548-22-5600） 



 

 

 

市内小中学校の学校再開と新型コロナウイルス感染拡大防止 

対策について 

（教育文化部 学校教育課） 
 

 ３月３１日に行われた第９回牧之原市感染症対策本部会議を受け、下記のとおり

対策を強化した上で、４月６日の始業式（６日、７日）より学校を再開する。 

 なお、この対応は緊急事態宣言等の発令に伴い変更することもある。 

 

記 

１ 基本的な感染症対策 

 (1) 児童・生徒・全教職員に対し、家庭における毎朝の検温及び風邪症状の確

認を行う。 

・児童生徒に発熱等のかぜ症状が見られた場合は出席停止とする。 

・教職員に発熱等のかぜ症状が見られた場合は特別休暇等を取得することと 

する。解熱後に再び発熱するケースがあることから、３日程度自宅で経過観

察を行う。 

 (2) 児童・生徒・全教職員に、学校でマスク着用を要請する。 

  ・市販のマスクが無い場合は、手作りマスクを推奨する（市のＨＰ掲載中）。 

２ 集団感染のリスク対応 

 (1) 次の３点について徹底する。 

  ・換気の悪い密閉した空間にしないための換気の徹底 

  ・多くの人が手の届く距離に集まらない配慮 

  ・近距離での会話や大声での発声の可能な限りの制限 

 (2) 上記のことを踏まえた始業式・入学式・ＰＴＡ総会等となるように実施す

る。 

  ・参加者人数は制限する。 

  ・来賓については一律に「参加無し」とする。 

  ・その他感染症への対応について工夫する。 

３ 学校再開ガイドラインで示されたチェックリスト（裏面）を有効活用する。 

４ 出席停止者数（教職員の発熱等による休暇取得者数を含む）を毎日、市教委に

報告する。 

５ その他 

  ・児童・生徒・保護者・全教職員の不要不急の遠出、静岡市を含む大都市への

外出の自粛 

  ・大都市圏からの来客（家族も含む）との可能な限りの接触回避 
 

記者懇談会資料 No.４ 
令和２年４月３日 

教育文化部学校教育課 
0548-53-2645 



 



 報道機関への情報提供資料（牧之原市） 令和２年４月３日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

 地頭方原子力防災センターの完成について 

問い合わせ先 

 牧之原市総務部防災課 

 担当：羽田・前田 

 電話：0548-23-0057 

日 時 
令和２年４月 19 日（日） 【式 典】午前 10 時～午前 11 時 

             【内覧会】式典終了後～午後３時  

場 所 牧之原市 地頭方原子力防災センター （新庄 297 番地１） 

主 催 者 

又は担当課 
牧之原市総務部防災課 

県内初となる放射線防護施設である牧之原市地頭方原子力防災センターが完成したの

で、落成式典・内覧会を執り行う。 

（原子力災害時に地頭方地区の要配慮者が一時的に避難できる施設） 

 

１施設概要 

 (1) 構造・規模 

鉄筋コンクリート造２階建 建築面積 776 ㎡（延床面積 1476 ㎡） 

     避難室８部屋（内和室２部屋）、管理室、備蓄倉庫（資機材、物資） 

機械室（陽圧化装置）、非常用発電設備、地下タンク（軽油） 

（2）工期 

     令和元年 10 月 17 日 ～ 令和２年３月 19 日 

 (3) 事業費 

   建築一式工事  632,500,000 円  

   設計業務    15,984,000 円 

   施工監理    14,300,000 円        

計 662,784,000 円 

 

２出席者 

（1）来賓：国会議員、県議会議員、市議会正副議長、地頭方地区区長ほか（予定） 

(2)  市 ：市長、副市長 

 

３内容 

 (1) 開会 

  (2) 式典：挨拶、工事及び施設概要説明 ほか 

 (3) 施設見学  

 

※完成式典は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、規模を縮小して開催します。 

（添付資料） 

 

 

 



 報道機関への情報提供資料（牧之原市） 令和２年４月３日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

市営バス「鬼女・菅山線」の運行開始のお知らせ 

問い合わせ先 

 牧之原市企画政策部地域振興課 

 担当： 空港交通係 吉國 

 電話：0548-53-2612（直通） 

日 時 令和２年４月７日（火）から 

場 所 鬼女新田地区・菅山原地区 

主 催 者 

又 は 担 当 課 
地域振興課 

１ 概要  

 これまで、鬼女新田地区を運行していた路線バスは１日１便の運行で、主な利用者として相良

小学校の児童が登校に利用していた。鬼女新田地区からは、下校に対応した便の要望があり、ま

た隣地の菅山小学校に通学する菅山原地区からも、通学に対するバス運行の要望があったため、

主な利用者を両地区の小学生とした市営バスを令和２年４月から運行する。 

 

２ 運行内容  

（路線名称）    牧之原市営バス「鬼女・菅山線」 

（運航開始日）   令和２年４月７日（火）から 

（運行日）     相良小学校又は菅山小学校の開校日（約 210 日） 

（運行便数）    日３便（菅山原発１便、相良庁舎発２便） 

（運行時刻）    菅山原発 ①7:00 発－7:34 着 

          相良庁舎発 ①14:45 発－15:19 着、②15:40 発－16:14 着 

（運航経路）    菅山原～須々木入口経由～相良庁舎 

（運賃） 

 ◆普通運賃    １乗車につき、○大人（中学生以上）：200 円、○小人（小学生）：100 円 

○小学生就業前の幼児：無料、○障がい者：大人 100 円、小人 50 円 

 ※定期券運賃あり 

（使用する車輌）   市所有マイクロバス（29 人乗り） 

（乗車可能人員）   ・運転手を除く 28 人が乗車可能（利用者の制限はなし）。 

・菅山原発には２つの小学校の児童が乗車する（令和２年度：21 名）。 

           ・中学生以上の方は、席に限りがある。 

（添付資料） 

 ・ バス運行チラシ 

牧之原市情報交流課 電話 0548-23-0040 / FAX 0548-23-0059 



 

 

 

 

 

これまで、鬼女新田地区を運行していた「鬼女新田線」の運行範囲

を拡大し、菅山原地区を走るバスを運行します。 
 

◆路線名称 牧之原市営バス「鬼女・菅山線」 

◆運行開始日  令和２年４月７日（火）から 

◆運行経路 菅山原～須々木入口経由～相良庁舎 

◆運行日 相良小学校又は菅山小学校の開校日（約 210 日） 

 ※小学校の夏休み等の長期休みや行事等で運行日が決まりますの

で、ご注意ください。 

◆運行便数 １日３便（菅山原発１便、相良庁舎発２便） 

◆運賃 【普通運賃（１回乗車につき）】 

 ○大人（中学生以上）：２００円 

 ○小人（小学生）：100 円 

 ○小学校就学前の幼児：無料 

 ○障がい者：大人 100 円、小人 50円 

 【定期券運賃】 

 普通運賃の大人、小人料金の 55％ 

 ※１か月単位で購入できます。 

◆使用する車輌 市所有マイクロバス（29人乗り） 

◆乗車可能人員  運転手を除く 28人が乗車できますが、菅山原発には２つの小学校

の児童が乗車します。（令和２年度：２１名） 

  中学生以上の方は、席に限りがありますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月７日から 

鬼女・菅山線の運行を開始します!! 

【運行に関する問い合わせ】 

牧之原市地域振興課 
電話 0548-53-2612 

FAX 0548-52-6770 



◆運行時刻 

【菅山原発】 【相良庁舎発】 

名 称 １便 名 称 １便 ２便 

菅山原 7:00 相良庁舎 14:45 15:40 

菅山原公民館 7:02 相良高校 14:48 15:43 

河原崎商事前 7:04 菅山小学校（はるかぜ） 14:55 15:50 

大向原 7:06 須々木原 14:58 15:53 

須々木入口 7:12 鬼女新田 15:03 15:58 

鬼女宮前 7:13 鬼女中原 15:04 15:59 

鬼女中原 7:15 鬼女宮前 15:05 16:01 

鬼女新田 7:16 須々木入口 15:07 16:02 

須々木原 7:21 大向原 15:13 16:08 

菅山小学校（はるかぜ） 7:24 河原崎商事前 15:15 16:10 

相良高校 7:31 菅山原公民館 15:17 16:12 

相良庁舎 7:34 菅山原 15:19 16:14 

  ※運行状況により、遅延が発生する場合があります。 

◆ 路線図 

 

 

 

 

 

 

 



 報道機関への情報提供資料（牧之原市） 令和２年４月３日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

田沼街道を走る藤枝相良線沿線の風景写真コンテストの

結果と展示のお知らせ 

問い合わせ先 

 牧之原市企画政策部地域振興課 

 担当： 空港交通係 吉國 

 電話：0548-53-2612（直通） 

日 時 令和２年４月 14 日（火）から令和２年５月 24 日（日） 

場 所 
市役所榛原庁舎ラウンジ 

総合センター「い～ら」エントランス 

主 催 者 

又 は 担 当 課 
地域振興課 

１ 目的  

牧之原市から吉田町、焼津市、藤枝市を走る路線バス「藤枝相良線」は、田沼意次侯が相良藩主の

時代に整備した「田沼街道」を走るバスである。 

 田沼意次侯生誕 300 年大祭を機に、田沼意次侯の顕彰及び藤枝相良線の利用促進を目的に、藤枝相

良線沿線の美しい風景写真コンテストを実施し、沿線地域の魅力を発信することで藤枝相良線を PR す

る。 

 

２ コンテスト結果  

（応募写真） 

① 藤枝相良線のバス停から概ね徒歩 15 分以内の風景とする。 

② 撮影日は平成 30 年 8 月 1 日以降のものとする。 

（募集期間） 

令和元年８月 13 日（火）から令和２年２月 28 日（金）まで 

（応募作品） 

 市内外から計 38 作品 

（審査結果） 

① 最優秀賞（1 点） 「小堤山のアーチ」 

② 市内風景特別賞（４点） ①「300 年の生命力（根上り松）」、②「富士の眺めは太田浜」、 

③「相良水門」、④「夏の光景」 

③ 市外風景特別賞 （１点） 「城」 

④ 田沼特別賞（田沼にゆかりのある風景）（１点） 「竹灯籠（平田寺）」 

（展示方法） 

・榛原庁舎２階ラウンジ ５月 12 日（火）から ５月 24 日（日）まで 

・総合センター「い～ら」エントランス ４月 14 日（火）から４月 29 日（水）まで 

 

（添付資料） 

 ・ 受賞作品一覧 

牧之原市情報交流課 電話 0548-23-0040 / FAX 0548-23-0059 



 報道機関への情報提供資料（牧之原市） 令和２年４月３日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

「勝間田
か つ ま た

城
じょう

」御城印
ご じ ょ う い ん

の 

販売について 

問い合わせ先 

牧之原市企画政策部地域振興課 

 

勝間田区絆づくり事業グループ 

加藤正直  

０９０－５６３９－０６００ 

販売開始日時 令和２年４月５日(日曜日)９：００～  

販 売 場 所 
扇松堂菓子店（牧之原市勝間２３９）   

(通常営業時間 8：30～19：00 水曜休み)  TEL 0548－28－0036 

（内容） 

１．事業趣旨 

  牧之原市勝間田区絆づくり事業グループは、勝間田城の観光ＰＲ・勝間田区の地域活

性化を目的として「勝間田城」御城印を作成しました。地区商店の協力を得て、城の日

（4月 6日）前日より販売を開始します。 

  御城印は近年の城ブームの中、全国 240 以上の城で発売され、城めぐりの記念として

人気を得ています。 

御城印の売り上げは、勝間田城の環境整備に活用します。 

 

 

２．概要 

（１）デザイン 華を散らした模様和紙に、勝間田氏の家紋と伝わる「向い鶴
むかいづる

（溝越
み ぞ ご

し 

鶴）」を記載。 

 

（２）サイズ  縦１６．０㎝×横１０．４㎝ 

 

（３）価格   1 枚３００円（税込み） 

 

 

※ 勝間田城跡は、地域・学校の名称にもなって                 

いる郷土の武将（勝間田氏）によって築かれた

山城で、来年度廃城 545 年を迎えます。 

昭和 58 年県指定史跡に指定され、発掘調査       

成果をもとに復元整備が行われています。 

城跡からは、富士山・静岡空港を望めます。    

 

 

 牧之原市情報交流課 電話 0548-23-0040 / FAX 0548-23-0059 



  

 報道機関への情報提供資料（牧之原市） 令和２年４月３日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

リニューアル版「パパママ子育てだいじょうぶっく」 

の発行について 

問い合わせ先 

福祉こども部子ども子育て課 

 担当：子育て支援係 

 電話：0548-23-0071（直通） 

日 時 令和２年度（令和２年４月１日（水））より配布 

場 所 

母子手帳発行時、健康推進課で配布 
転入時は、牧之原市健康福祉センターさざんか（子ども子育て課）・相良庁

舎市民課で配布 

主 催 者 

又は担当課 
牧之原市 福祉こども部 子ども子育て課 

【概要】 

牧之原市の子育て情報誌『令和２年度版パパママ子育てだいじょうぶっく』をリニュ

アルして発行しました。これから出産を迎える人や子育て中の人向けに、各種相談窓口

助成制度のご案内、保育園、幼稚園、一時預かり、放課後児童クラブ、医療機関リスト等

子育てに関する便利な情報が満載です！ぜひ、ご活用ください！ 

 

【リニューアルの内容】 

◎ リニューアル ポイント 
■ バックにも入るコンパクトサイズに！ 
■ 全面カラー版に。保育園や子育て支援施設等の写真を掲載。 
■ 利用目的別に整理をして、インデックス検索ができる！ 
■ カラー版「まきのはらマップ」で市内の子育て関連施設がどこにあるかわかる！

■ 市内の公園を写真で紹介。「ＱＲコード」で公園の場所がスマートフォンでわかる

 

【作成部数】 

1,500 部 

 

【配備先】 

児童館、子育て支援センター、保育園、幼稚園、小中学校、近隣産婦人科・小児科等 
 

（添付資料） 

 ・ パパママ子育てだいじょうぶっく 

牧之原市情報交流課 電話 0548-23-0040 / FAX 0548-23-0059 



 

 報道機関への情報提供資料（牧之原市） 平成２年４月３日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

第３次健やかプランまきのはらを策定しました 

問い合わせ先 

牧之原市 

健康推進課（担当：池谷） 

電話：0548-23-0024（直通） 

子ども子育て課（担当：藤永） 

 電話：0548-23-0071（直通） 

日 時 ― 

場 所 ― 

主 催 者 

又 は 担 当 課 
牧之原市健康推進部健康推進課・福祉こども部子ども子育て課 

（内容） 

 今回策定しました「第３次健やかプランまきのはら」は、子どもの健やかな成長を支援し、子育て

世代の皆様が安心して、産み・育ち・学べる環境づくりを進め、食生活や運動などを通じた健康的な

生活習慣の形成により、健康寿命の延伸を図り、生きがいを持ち、自分らしい生活が送ることができ

る社会の実現を目指します。 

関連する分野の計画と連携をとり、一体的に策定することで施策の一層の推進と実効性を確保する

ため、本計画は「第２期牧之原市子ども・子育て支援事業計画（次世代育成支援行動計画、子どもの

貧困対策計画）」、「第３次牧之原市健康増進計画」、「第３次牧之原市食育推進計画」、「いのち支える牧

之原市自殺対策計画」の４つの計画を１つにまとめました。 

  

 １ 計画期間 令和２年度から令和６年度までの５年間 

        （いのち支える自殺対策計画は平成 30 年度末に策定し、平成 31 年度から令和 6 年

度までの 6年間。） 

 

 ２ 計画の進行管理 

 （１）子ども・子育て支援事業計画（次世代育成支援行動計画、子どもの貧困対策計画） 

    牧之原市子ども・子育て会議による進捗・評価を行い、各種事業は庁内連携にて総合的・横

断的な進行管理を行います。 

 （２）健康増進計画 

    牧之原市健康づくり推進協議会にて、指標や取組内容を点検・評価を行い、進行管理を行い

ます。 

 （３）食育推進計画 

    牧之原市食育推進会議にて、指標や取組内容を点検・評価を行い、進行管理を行います。 

 

※計画詳細は別紙「概要版」を御覧ください。 

（添付資料） 

 ・ 計画の概要版 

牧之原市情報交流課 電話 0548-23-0040 / FAX 0548-23-0059 



 報道機関への情報提供資料（牧之原市） 令和２年４月３日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

 

牧之原市保育園等施設マネジメント計画を策定しました 

問い合わせ先 

 牧之原市福祉こども部 

民営化推進室 

 担当：板倉 義樹 

 電話：0548-23-0084（直通） 

日 時  

場 所  

担 当 課 牧之原市（福祉こども部子ども子育て課保育園民営化推進室） 

（内容） 

「子どもを産み育てやすいまちづくりの実現」や「子育て家庭の支援」を充実させるため、魅力的

で持続性の高い、健全な都市経営を実現しつつ、教育・保育環境の向上を図ることを目的とし、今後

の公立保育園等施設の運営、適正配置など目指すべき姿を定めた保育園等施設マネジメント計画を

策定しました。  

 

 １ 計画の対象 

（１）対象施設 公立保育園、幼稚園、認定こども園 計１１施設 

（２）計画期間 令和２年度～令和９年度（８年間） 

 

２ 基本方針・・・P13～ 

（１）市全体の教育・保育サービスの質の向上と子育て家庭への支援 

○指導主事、幼児教育アドバイザー等の配置 ○指導体制の整備 

○牧之原市独自の人員基準の創設      ○公立園の役割の確保 

（２）資源の有効活用・施設の適正配置 

○適正配置 

（３）民間活力の 大限の活用 

○公設民営（指定管理）保育園の民営化   ○公立保育園等の民営化 

 

３ 園別の取り組み方針・・・P18 

施 設 名 
定員
(人) 

方向性 

静波保育園 150 指定管理期間終了後に民営化（公私連携型） 

あおぞら保育園 106 指定管理期間終了後に民営化（公私連携型） 

細江保育園 110 指定管理期間終了後に民営化（公私連携型） 

坂部保育園 80 公設公営として継続、今後の公立園の役割を確保する園として設定 

菅山保育園 80 建て替えを前提とした民営化（市が設立する社会福祉事業団へ移管） 

萩間保育園 80 建て替えを前提とした民営化（市が設立する社会福祉事業団へ移管） 

勝間田保育園 90 建て替えを前提とした民営化（市が設立する社会福祉事業団へ移管） 

牧之原保育園 120 
建て替えを前提とした民営化（市が設立する社会福祉事業団への移管を基本・社

会福祉法人等への移管も検討） 

地頭方保育園 90 
統合時に建て替えを前提とした民営化（市が設立する社会福祉事業団等へ移管） 

地頭方幼稚園 75 

相良こども園 93 適正配置を検討（地区の人口動態や利用状況、近隣施設を踏まえる） 

 



○ 公設民営（指定管理）保育園の民営化・・・P16 

指定管理者制度により、公設民営を行ってきた保育園の移管については、運営法人変更によ

る保育環境の影響や運営実績を考慮して「現在運営している法人」に移管することを基本とし、

これまでの実績や民営化後の取組を審査し決定する。 

 

○ 公立保育園等の民営化・・・P17 

民営化の方法としては、運営法人変更による保育環境の影響を考慮し、質を確保しつつ、保

育環境の維持・向上が可能な「市が設立する社会福祉事業団」へ移管することを基本とする。 

 

（添付資料） 

 ・ 牧之原市保育園等施設マネジメント計画 

牧之原市情報交流課 電話 0548-23-0040 / FAX 0548-23-0059 

  



 

 

一般社団法人 まきのはら産業・地域活性化センターからのお知らせ 

 
 

１ ホームページの開設 

   これまでの観光案内等のホームページを統合して、新たに法人のサイトを開設しま

した。 
   ＵＲＬ:  https://msckc.jp 
 

 
 
 
 
２ 観光情報誌「ことりっぷ しずおか牧之原」の制作 

 
  ・ 趣   旨  ターゲット層は全国の若い女性 
           若い女性目線で、牧之原の風景、食、体験などの魅力を再編集 
           表紙は、サーフボードとお茶を北欧風にデザイン 
   
  ・ 部   数  ３万５千部 
 
  ・ 配布予定先  行政機関５千部、催事イベントＰＲ用６千部、空港・駅・サービ

スエリア等１千部、市内企業１千部、観光事業者５千部、交流市町

等２千部、センターでのＰＲ用１万５千部 
 
 

定例記者懇談会 資料 
令和２年４月３日 

まきのはら産業・地域活性化センター 

0548-23-3150 



 
（件名） 

新型コロナウイルス感染症拡大がホストタウン事業に及ぼす影響について 

                                              （企画政策部情報交流課） 

 

 新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を受け、2020 東京五輪・パラ

リンピック大会の開催が１年ほど延期となった。延期が米国、中国を対象国と

したホストタウン事業等を推進する当市に及ぼす影響は、以下が考えられる。 

 

１ ホストタウン事業への影響について 

 (1)事前合宿について 

  両チームとも 2020 東京五輪大会前後に当市で合宿を実施する意向は表明

し 

 ているが現在の状況から具体的な調整には至っていない。 

  従って、現時点においては宿泊の予約やトレーニングに伴う環境整備は行 

 っておらずキャンセル等の金銭的損害は発生しない。 

 (2)日中書道交流展について   

  ６月下旬に中国上海市長寧区から朱濤先生を始め、約 50 人の書道家をお

招 

 きし、第８回日中書道交流展を開催する予定であったが、感染症拡大に伴う 

 入国制限が続く状況での開催は難しい状況である。なお、中止に伴う会場等 

 のキャンセル料は発生しない。 

 

２ その他の状況について 

 (1)マスクの寄贈について 

  中国ナショナルサーフィンチーム並び友好交流都市である陝西省安康市に 

 各 1,500 枚、計 3,000 枚のマスクを支援したことへのお礼として中国側から 

 支援物資が届く予定である。 

  なお、頂いた支援物資については、関係部課と協議し、医療機関への配布 

 等有効に活用することとしている。 

 ①安康市からの支援物資 

  医療（防護）用マスク 11,200 枚、防護服 200 枚、防護メガネ 200 点 

 ②サーフィンチームからの支援物資等 

  医療用マスク（数量は未定）、感謝メッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   サーフィンチーム感謝メッセージ             安康市支援物資（発送時） 
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