
 

定 例 記 者 懇 談 会 次 第 

令和２年10月30日(金) 午後1時15分 

牧之原市役所榛原庁舎５階庁議室 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 市長説明 

 

最近の市政運営の状況について 

 

 

令和２年度牧之原市市民意識調査結果について……………………………………資料１ 

 

 

牧之原市立静波保育園の民営化について……………………………………………資料２ 

 

 

 

 

３ その他主な報道提供資料 

 

○お茶の淹れ方教室用の教材制作について 

○身近な福祉について語ろう 

○「地産地消『オンリーまきのはら』物産市」の開催について 

○「飲食店応援キャンペーン・レシート抽せん」の実施について 

○田沼意次侯顕彰銘菓「二朱銀」の商品化について 

○安心安全と牧之原市のＰＲを兼ねたマスクケースの配布について 

○建設中のウェイブプールについて 

 

 

４ 懇  談 

 

 

５ 閉  会 

 

 

次回記者懇談会 11月 24日（火） 午後１時 15分～ 



 
 

令和２年度牧之原市市民意識調査結果について 

（企画政策部秘書政策課） 

 

１ 調査の概要 

・目   的 市の取り組みに対する市民の評価や意識を把握するとともに、第２

次総合計画の進捗管理及び推進の資料とするために実施する。 

 ・調 査 期 間 ８月７日（金）～８月 21日（金） 

 ・対   象 16歳以上の市民 1,400人を無作為抽出 

 ・実 施 方 法 郵送による調査票配布及び回収（回答は無記名） 

 ・発  送  数 1,397通（転出等により３通未達） 

 ・有効回収数 832件 有効回収率 59.5％ (Ｒ元 766件 54.9％) 

 ・調 査 項 目 ９分野、質問数 28問、全 90項目 

 

２ 「浜岡原子力発電所の今後についてどう思うか」について 
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牧之原市立静波保育園の民営化について 

 今年３月に策定した保育園等施設マネジメント計画では、「民間活力の最大限の活

用」を図るため、公設民営保育園及び公立保育園等の民営化の方策を定めている。 
 公設民営保育園「牧之原市立静波保育園」の民営化については、「牧之原市公立保

育所民間移管審査委員会」に、移管先となる法人の評価等について諮問し、答申を

受けた。 

 答申を受け、市では、現在指定管理者制度で運営している「学校法人榛原学園」

に民間移管することを決定した。その経過等については以下のとおり。 
 
１ 審査委員会からの答申 

 10月 12日（月）、公立保育所民間移管審査委員会から答申を受けた。 

 
・静波保育園を民営化することについて妥当である。 
・学校法人榛原学園は静波保育園を移管する法人として適格である。 

 
２ 市の方針決定 

 委員会からの答申を受け、10月 15日（木）、市の意思決定機関である「まちづく

り推進本部会議」を開催し、次のとおり決定した。 

 

 ・学校法人榛原学園は、これまでの実績が十分であり、民間移管後においても適

切な管理・運営が認められるため静波保育園を同法人へ民間移管する。  
 
３ 静波保育園の概要等について 

（１） 園名：牧之原市立静波保育園 
（２） 定員：150人、建物：ＲＣ造２階、平成 21年建築 
（３） 移管先法人 学校法人榛原学園（現指定管理者） 
（４） 民間移管年月日 令和４年４月１日 

 
４ 今後のスケジュールについて 

 静波保育園の民間移管に伴い、公の施設から廃止するため 11月定例会に「牧之原

市保育所条例の一部を改正する条例（案）」を上程する。 
 また、菅山、萩間、勝間田等の公立保育園民営化に伴う「社会福祉事業団」の設

立については、準備会を立ち上げ、設立の準備を進めている。 
 

定例記者懇談会 資料 No.２  

令和２年 10 月 30 日 

福祉こども部民営化推進室 

電話：0548-23-0084 

 

 

 



 報道機関への情報提供資料（牧之原市） 令和２年 10月 30日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

お茶の淹れ方教室用の教材制作について 

問い合わせ先 

 牧之原市茶業振興協議会 

 担当：大石 

 電話：0548-53-2621（直通） 

日 時 令和２年 10月 30日（金）定例記者懇談会で発表 

場 所 － 

主 催 者 

又は担当課 
牧之原市茶業振興協議会（事務局：牧之原市産業経済部お茶振興課） 

１ 背景 

お茶の消費拡大に向け、牧之原市茶業振興協議会では様々な取り組みを行って

います。その取り組みの一つとして、例年、市内小中学校などにおいて「お茶の

淹れ方教室」を実施しておりますが、新型コロナウイルス感染症により、今年は

学校等で実施することが難しい状況になっています。 
 

２ 目 的 

○例年に引き続き、子供達に継続してお茶の淹れ方の知識を得てもらうこと。 

○お茶の産地であり、また富士山静岡空港が立地している市民として、お茶の淹

れ方を、子供の頃から理解することで、将来のお茶のＰＲ大使を育てること。 
 

３ 制作した教材 

【動画】 

① 緑茶の淹れ方「ティーバッグ編」    （１分 17秒） 

②   〃   「フィルターインボトル編」（１分 43秒） 

③ 紅茶の淹れ方             （２分５秒） の３種類です。 

※ 牧之原市の風景を入れることで、静岡牧之原茶の淹れ方をイメージして

いただくことも含めて作成しています。 

※ リーフ茶の淹れ方（スタンダード ４分 10秒）については、既に動画作

成しております。 

【プリント】 

① 幼稚園児から小学校低学年向け 

② 小学校中学年向け   

③ 小学校高学年から中学生向け  の３種類です。＜約１万６千人に配布＞ 

※ 静岡牧之原茶の特徴や種類、おいしい淹れ方を写真やイラストを使い、子

どもでも分かりやすいよう工夫しました。 
 

４ 今後の展開 

○今回制作した教材は、市内小中学校などに配布して、お茶教室の教材として使

用していきます。また、11 月に東京都文京区の幼稚園、小中学校計 40 施設に

お茶と一緒に寄贈します。 

○動画は、茶業振興協議会の YouTubeチャンネルにアップして、静岡牧之原茶を

取り扱う茶業者に使用していただく予定です。 

（添付資料） 

 ・無 

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 10月 30日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

身近な福祉について語ろう 

問い合わせ先 

牧之原市福祉こども部社会福祉課 

担当：佐藤 真夏 

電話：0548-23-0070（直通） 

日 時 令和２年 11月４日（水）午後３時 30分から午後５時 45分まで 

場 所 榛原文化センター ３階大会議室（牧之原市静波 1024-3） 

主 催 者 

又は担当課 

主催者：牧之原市榛原地区民生委員児童委員協議会 

事務局：牧之原市役所 社会福祉課 

 

１ 内容 

  民生委員児童委員と中学生、高校生、社会福祉協議会・市役所職員、がワークショッ

プを行い、お互いに耳を傾け、意見を共有することで身近な福祉について考える。 

（今回 17回目） 

  ワークショップは市民ファシリテーター（ＣＬＩＰ）が行う。生徒を主役とした会を

目指す。 

 

２ テーマ 

「福祉のまちってどんなまち」～みんなが気持ちよく暮らすには～ 

 

３ 次第 

15：30 開会 

15：32 あいさつ 

15：40 ワークショップ等 

  17：30 まとめ 振返りグラフィック 

17：40 お礼のことば・閉会 

 

４ 出席予定者（人数は予定） 

（1）榛原中学校   生徒 12名      

（2）榛原高等学校 生徒  8名 

（3）榛原地区民生委員児童委員  16名 

（4）市社会福祉協議会   職員  1名 

（4）市福祉こども部    職員  3名 

 

 

（添付資料） 

 ・無 

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



 

 

 

 

定例記者懇談会 資料 

令和２年 10月 30日 

産業経済部商工振興課 

0548-53-2647 

 
「地産地消『オンリーまきのはら』物産市」の開催について 

 
 

新型コロナウイルスの影響を鑑み、例年実施している「産業フェア」の開催が難し

いことから、規模を縮小しての代替事業として市内の様々な地場産品等を広く市民 

に紹介・周知し、生産者、販売者の売上向上につなげることを目的とした「地産地消

『オンリーまきのはら』物産市」を開催します。 

 

１ 開催日時・会場 

開 催 日 時 会 場 来場者駐車場 

令和２年 11月８日（日） 

午前９時～午後１時 
市役所相良庁舎駐車場 

相良中学校グラウンド 

（雨天時：相良サンビーチ） 

令和２年 11月 15日（日） 

午前９時～午後１時 

市役所榛原庁舎駐車場 

（榛原文化センター北側） 

旧ＮＴＴ駐車場、榛原庁舎

南側及び北側駐車場の一部 

※雨天決行。（ただし、暴風雨等が予想される場合や新型コロナウイルス感染拡大の 

状況により中止となる場合もあります） 

 

２ 内 容 

 ◆野菜・果物・農産加工品・お弁当などを軽トラ市スタイルで販売します。新型  

コロナウイルス感染拡大防止のため、飲食物の販売の場合はテイクアウトのみと

し、会場内に飲食スペースは設置しません。 

 ◆出店者は牧之原市内に事業所・営業所等がある事業者で、出店数は 11/8が 39件、

11/15が 29件です。（詳細は別紙をご覧ください） 

◆出店者及び来場者には、マスク着用・アルコール消毒等の徹底をお願いする  

とともに検温及び感染発生の場合に備えた連絡先の確認を実施するなど、新型 

コロナウイルス感染防止対策を行います。（37.5 度以上の発熱が認められた場合

は、ご入場いただけません） 

   

３ その他 

  11月上旬に、チラシの新聞折込みにて市民へ周知いたします。 

また、牧之原市の広報紙やホームページにも掲載しております。 
    
 
４ 主催者・問合せ  

  地産地消「オンリーまきのはら」物産市実行委員会 

（牧之原市商工会内 0548-52-0640） 

 



◆11/8及び11/15開催　地産地消「オンリーまきのはら」物産市　出店者一覧
11/8 11/15 事業所名・団体名 販売物

1 1 こめ香　㈲山本耕業 ・米　・おにぎり　・焼き菓子
2 2 カーネギー５５ ・バーガー　・からあげ　・ポテト　・いちごパフェ
3 3 カワムラキッチン ・ロングポテト　・ジェラート　・牛串
4 4 菓子長 ・串だんご　・花饅頭　・赤飯
5 5 ゼイビアのカレー ・ビリヤニ　・カレーライス　・タンドリーチキン
6 6 湊街企画 ・焼き栗　・かき氷
7 7 ケーティー㈱ ・除菌液イノリプラス　・ルアックコーヒー
8 8 まきのはらし図書館友の会 ・古本販売
9 9 OGURI Tea Farm1916 ・ドリンク販売（ﾀﾋﾟｵｶﾃｨ等）　・お茶等
10 10 ㈲まるととづか ・干いも　・焼きいも　・芋菓子
11 11 café Hmong ・タイ風やきとり　・タイ風チャーハン
12 12 ヤキトリフード大石 ・ふりふりポテト　・たこ焼き  ・富士宮焼きそば
13 13 NPO法人こころ　さがら作業所 ・焼き菓子　・乾燥糸にんにく　・トイレットペーパー
14 14 Ｍ.みかん合同会社 ・柑橘　・柑橘加工品
15 15 (一社)まきのはら産業･地域活性化センター ／ こめや原口酒店 ・日本酒(相良城酒) ／ ・オリジナルラベル日本酒720ml　・球磨焼酎
16 16 民宿東海・旅館はちぼし ・弁当
17 17 坂口産業㈱ ・しらす、ちりめん製品　・あじ、ほっけの干物　・さつまあげ
18 18 ふるさと創菓処扇松堂 ・菓子　・赤飯　・団子
19 19 牧之原市認定農業者協議会(マーケティング部) ・野菜　・加工品
20 20 牧之原市認定農業者協議会(本部) ・茶　・野菜　
21 21 海岸通り ・うな丼　・肉巻きおにぎり弁当　・スバイスカレー
22 22 池田屋酒店 ・地ビール「牧之原えーる」500ml
23 23 牧之原市商工会女性部 ・マキティカレー
24 24 福餃子 ・冷凍餃子
25 25 生涯学習推進ボランティア協議会スマイル ・さがらの塩（茶々塩屋敷産）
26 26 温泉わくわく市 ・次郎柿　・みかん　・自然薯
27 扇子家菓子店 ・陣太鼓最中　・栗おこわ　・田沼茶バームクーヘン
28 赤堀園 ・茶　・菊芋（生芋、ﾊﾞｳﾀﾞｰ）　・生姜（生、ﾊﾟｳﾀﾞｰ）
29 菓子処　玉月堂 ・赤飯　・カステラの耳　・生クリーム大福
30 ㈱栗山商店 ・黒豚コロッケ　・若鳥からあげ　・黒豚ハムカツバーガー
31 kakoちゃん手作りの店 ・手作りバッグ　・手作りマスク　・手作り帽子
32 相良おはよう市 ・野菜　・漬物　・米
33 ラ・フォンテーヌ洋菓子店 ・お茶の葉クッキー　・フォンダンショコラ　・焼菓子
34 自然薯ﾌｧﾐﾘｰ萩間自然薯研究会 ・自然薯
35 牧之原市第２こづつみ作業所 ・甘食　・カップケーキ　・ラスク、スノーボール
36 相良建築工業組合 ・木工品
37 牧之原市認定農業者協議会(茶業部) ・茶　・野菜　・加工品
38 カネヨシ鈴木製茶 ・自然薯　・茶
39 エツナ ・ピザ　・ポテト　・チュロス

27 甘蔵さかした ・二朱銀　・季節の和菓子など
28 NPO法人精神保健福祉みどり会 ・雑貨バザー品
29 長谷川製茶 ・自然薯　・茶

39店 29店
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牧之原市商工会 

0548-52-0640 

 
「飲食店応援キャンペーン・レシート抽せん」の実施について 

 
 

牧之原市商工会観光飲食サービス部会（部会長：萩原 恒）では、会員の飲食店   

及び宿泊店を利用した方に、最高 5,000 円の「まきのはら市共通商品券」が当たる  

『飲食店応援キャンペーン・レシート抽せん』事業を実施します。 

 

１ 実施期間 

令和２年 11月１日（日）～令和３年１月 31日（日）の３か月間 
 

２ 事業内容 

 ◆実施期間内の各月の１日から月末までの間に、牧之原市商工会員の店舗(飲食店･

宿泊店に限る)を３店舗以上利用し、かつ利用額が合計 10,000円以上のレシート

で抽選に応募できます。なお、応募はお一人様につき毎月１回に限ります。 

  ※ 本日（10/30）、市内に別添のチラシを新聞折込みしました。 

◆店内での食事、テイクアウト、宴会など利用シーンや金額・人数は問いません。 

◆レシート等の有効期間は、各月の１日から月末までとなります。 

◆応募の締切日は次のとおりです。（翌月の 10日まで） 

 ①期間：令和２年 11月１日～11月 30日 ⇒ 応募締切日：令和２年 12月 10日 

 ②期間：令和２年 12月１日～12月 31日 ⇒ 応募締切日：令和３年１月 10日 

 ③期間：令和３年１月１日～１月 31日 ⇒ 応募締切日：令和３年２月 10日 

◆抽選の内容は次のとおりです。 

共通商品券の金額 当選人数 
★毎月 100,000 円分、総額 300,000 円分の

商品券が当たります。 

★当選者には、ハガキでお知らせします。 

5,000円分 ５人 

3,000円分 15人 

1,000円分 30人 

◆対象店舗（130店舗）については、別添の名簿をご覧ください。 
 

３ 応募方法 

 ◆別添の「応募用紙」を持参（郵送・FAX も可）又は e-mail（住所･氏名･連絡先･

レシート等写真添付)にて商工会宛て御応募ください。 
 

４ 景品引換 

 ◆当選者へ郵送するハガキに景品引換期間が記載してありますので、期間内に商工

会事務所までお出かけください。    
 

５ お問い合わせ先  

  牧之原市商工会観光飲食サービス部会（〒421-0523 牧之原市波津691－2） 

電話：0548-52-0640。 e-mail：makinohara@wind.ocn.ne.jp 
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店　名 所在地 店　名 所在地 店　名 所在地 店　名 所在地

大栄館 相良333-2-4 万寿田 須々木2611 飛鳥 静波188-1 はちぼし 静波3114-1

寿亭 相良350 みっくす 須々木2701-13 Ｔｕｋａｓａ 静波1328-18 天然釣魚料理　伝吉山 静波2409-2

ハーク 相良252 大とく屋 大江50-1 寿司割烹・宴会のよし村 静波370-16 焼肉男爵 静波2260-10

なかたに 相良237-15 民宿文一 大江658-22-1 料理旅館わかき家 静波329 自家焙煎珈琲屋コスモス 静波2263-6

乃庄 相良262-3 もりまさ 片浜3380-378 ぱすてる 静波321-2 とっくり 静波2299-1

宝明楼 相良277-2 寿しとも 片浜1070 スズヤ菓子店 静波347 ラーメンショップ中原 細江2237-1

磯の宿田沼 相良263-179 手打ち蕎麦処　門膳 片浜1033 居酒屋　はる 静波348 ちろり 細江1830-1

むぎわらぼうし 相良263-3 寿し政 大沢647-1 かわもり 静波745-5 独楽屋 細江3884-1

相良亭 相良229-10 のんき 大沢606-1 洋食屋  アントレー 静波784-1 手打ちそば  はしもと 細江2086-1

ﾍﾟﾝｼｮﾝリリカル 相良218-1 笑勝 大沢1-17 ら～めんのはしもと 静波1767-9 池めん 細江945-1

らーめん樹 相良219-1 なに和 大沢327-3 ペンション  セイラーズ 静波2220-76 うなぎ・しゃも鍋処　藏せい 細江199-58

居酒屋やまろく 相良61-1 スナックじゅん 大沢567-1 麺屋たいちゃん 静波1994-1 トラットリアヴィヴァーチェ 細江200-10

いかりや 相良349-1 輪 菅ヶ谷1911 松徳庵 静波2267-27 うな雄 細江550-2

末広飯店　風来坊 波津1575-1 Bar coeur 大沢1-73 民宿  東海 静波1699-2-150 ＪＢ’Ｓ 細江200-52

うみねこ 相良255-7 天保屋 菅ケ谷665-2 居酒屋  つま恋 静波1707-7 居酒屋  金時 細江573-1

よしみや 波津424-4 エツナ・ジャルディーノ 松本426-2 大連飯店 静波1694-26 小僧寿し　榛原店 細江1449-6

南苑 波津1737 チェスナット 菅ケ谷181-2 くじらのせなか 静波1714-4 カーネギー55 細江1508-1

おばたや 波津438 ふくろ茶や 東萩間972 和るん藤 静波1702-2 居酒屋　えぼし 細江302-1

肉の食遊館クリヤマ 波津422-5 うを吉 東萩間1942-28 丸吉屋 静波2829-1 さかえ家 細江2858-4

池田屋 大沢528-12 寿し若 東萩間1943-102 海鮮いちば 静波669-1 小松 神戸1058-5

御食事処やさか 波津282-9 休巣 東萩間2116-8 桔梗屋 静波981-3 門 細江3210-6

ラウンジ華蓮 波津237-6 うおとも 地頭方1581-50 ｵ-ｼｬﾝﾋﾞｭ- はまゆう 静波2228-48 上越 勝俣1732-2

和ダイニングすけろく 波津1-6 大漁苑 落居451-21 スウィングビーチ 静波2228-43 カシュカシュ 勝俣2455-7

アーバン 波津2-43 寿しどころ喜楽 地頭方929-4 カフェレストラン Ｔ＆Ｔ 静波2270-4 さぐぢ 坂口621

ルビー 波津1-4 Ｐコック 地頭方252-6 網笑 静波2219-180 西野屋 勝間271-2

海舟 波津1-88 大海老 地頭方1269-1 Re:つなぐ 静波2220-2 さぬきうどん　たまにや 静谷2542-10

喜多八 波津605-2 きんつば 堀野新田468-3 磯駒 静波2165-4 麺屋　才蔵 静波1066-2

梨野 波津249 きよ寿司 新庄1217-6 居酒屋　旅籠屋  五番街 静波2263-26 ㈱静鉄リテイリング 鷹匠1-14-5

ギャザー 波津2-10 旅の館大沢 新庄11-1 あぶらや 静波1771-3 サガミ榛原店 細江1213

呑み喰い処　まつばえ 波津1-35 神徳 新庄748-1 割烹  峰 静波2276-2 夏目商店 大平台4-24-21

酒味歌こっこ 波津626-1 ジュー・ド・ポム 新庄558-1 晩酌ジャン 静波976 ビーボーイケバブ 細江3436

カワムラキッチン 波津605-13 らくがき 池新田2472-1 夏屋　利久 静波2219-130

いけそば 女神26-12 四季彩　新 池新田2472-1 翠山荘 勝俣1958-1

牧之原市商工会観光飲食サービス部会（飲食・宿泊店等名簿）



　☆住　所

　☆連絡先

e-mailでの応募も可能です。「住所・氏名・連絡先・レシート等写真添付」にてご応募ください。

※　用　紙　は　必　ず　1　枚　づ　つ　切　り　取　り　の　上　ご　応　募　く　だ　さ　い　。

＜必ず下記をご記入の上、ご応募下さい。＞ ＜必ず下記をご記入の上、ご応募下さい。＞

　☆連絡先

R02年11月01日からR03年01月31日の間、各月1日から月末までに「牧之原市商工会員飲食店･宿泊店等」を利用し、3店以上、計10,000円分以上のレシート等を
下の貼付面に貼付、切取りの上、商工会まで応募して下さい。お一人様月に一度限りの応募となります。

【応募〆切日】　第１回・12/10　第２回・1/10　第３回・2/10　　　　【応募先】牧之原市商工会　TEL52-0640/e-mail:makinohara@wind.ocn.ne.jp

＜必ず下記をご記入の上、ご応募下さい。＞

　☆氏　名　　　　　　　　　　　　（　　）才

【景 品 引 換】ハガキ連絡後、景品引換期間内に商工会までお出かけください。期限を過ぎると「当選無効」となります。ご注意下さい。
【　景　　 品　】「牧之原市共通商品券5,000円分- 5名・3,000円分-15名・1,000円分-30名」に当ります。当選者にはハガキで連絡します。

　☆氏　名　　　　　　　　　　　　（　　）才

　☆連絡先

※上記は本事業の抽選以外の目的には使用いたしません。

　☆住　所　☆住　所

※上記は本事業の抽選以外の目的には使用いたしません。※上記は本事業の抽選以外の目的には使用いたしません。

　☆氏　名　　　　　　　　　　　　（　　）才



田沼意次侯顕彰銘菓「二朱銀」の商品化について 

 
牧之原市坂部で菓子の製造・販売業を営む「甘蔵さかした」が 2019年の田沼意次

侯生誕 300 年を契機に、意次侯にちなんだ商品の開発に取り組み、今年の６月に限

定販売された「二朱銀」について、このたび、装いも新たに商品化が決定しました。 

「二朱銀」は、意次侯最大の功績と言われる「貨幣改革」において、新たに発行

された「南鐐二朱銀」を題材とした、上品な甘さでしっとりと口溶けの良い和菓子

です。正式な商品化にあたり、パッケージのデザインを一新、意次侯ゆかりの「陣

太鼓」や「仙台河岸」とともに、牧之原市の名産「牧之原茶」や市の花「あじさ

い」をモチーフとした、過去と現在のデザインが融合したものになっています。 

菓子の販売を通じて、意次侯の功績と牧之原市をＰＲし、より一層の顕彰機運の

醸成を図るとともに、地域経済が活性化するようにとの願いを込めました。 

また、牧之原市の名産である「牧之原茶」に合うように考えられていますので、

これから多くの市民に愛される、郷土を代表する銘菓に育ててまいります。 

 

１ 菓子の概要 

（１） 「南鐐二朱銀」について 

   ・江戸幕府の老中であった意次侯が明和９年（1772）に発行した銀貨です。 

   ・それまで銀貨は重さを量る必要がありましたが、意次侯は新たに発行した銀

貨８枚と小判１両を交換できるようにしました。今回、この特徴にちなんで

８個入りを商品化しました。 

   ・結果、両替にも計算にも便利な貨幣が誕生し、当時の商品経済は驚くべき発

展を遂げ、銀貨の歴史を変えてしまいました。 

 

（２） 仕様等 

   ・「小豆
しょうず

羽二重
は ぶ た え

時雨
し ぐ れ

」という上生菓子の種類で、中に風味豊かな栗あんを入

れて仕上げました。お茶請けに良く合います。 

   ・縦５cm、横３cm、厚さ 2.5cm で、実物の「南鐐二朱銀」と縦横の比率は同じ

です。 

   ・パッケージには、意次侯の生涯・功績と「南鐐二朱銀」について、読み応え

のある説明が記載されています。 

 

２ 販売について 

   11/15（日）開催の「地産地消『オンリーまきのはら』物産市」でお披露目と

なり、販売が開始されます。以降は、下記の販売元店舗で購入が可能です。 

（１） 価格等  １個入り  270円（税込） 

        ８個入り 2,160円（税込） 

 

（２） 販売元  「甘蔵さかした」 

          所 在 地：牧之原市坂部 4972 

          電  話：0548-29-0507 

          営業時間：午前 10時～午後６時 

          定 休 日：月曜日 

定例記者懇談会 資料 

令和２年 10月 30日 

産業経済部 観光課 0548-53-2623 

教育文化部 社会教育課 0548-53-2646 



  

   

安心安全と牧之原市のＰＲを兼ねたマスクケース配布について  

      

【概要】      

 このたび（一社）まきのはら産業・地域活性化センターは牧之原市の

RIDEONMAKINOHARA 誘客キャンペーン第２弾の対象となる宿泊施設に、安心安全

と牧之原市を PRしたマスクケースを配布します。     

 マスクケースの表面に牧之原市の公式スローガン「RIDE ON MAKINOHARA」のロ

ゴ、裏面には牧之原市のＰＲも兼ねて空・海・茶の写真を載せました。 

配布したマスクケースで食事の際、宿泊客がマスクを清潔に保管出来る事と

観光ＰＲを目的とします。      

      

【実施事業者】      

（一社）まきのはら産業・地域活性化センター    

  

【マスク配布期間】      

令和２年 11月 1日（日）～令和３年２月１日（月）   

 （誘客キャンペーン第２弾の対象期間） 

      

【マスク配布先】      

誘客キャンペーン第２弾対象の市内宿泊施設（23事業者）  

    

【マスク配布枚数】 

  1施設 85枚ずつ配布 

      

【問い合わせ先】      

（一社）まきのはら産業・地域活性化センター     

TEL0548-22-5600 担当：栗田      

定例記者懇談会 資料 

令和２年 10月 30 日 

（一社）まきのはら産業・地域活性化センター

 0548-22-5600 



建設中のウェイブプールについて 

サーフ スタジアム ジャパン 株式会社 

 

名称：静波サーフスタジアム 

※今後は、この名称で統一 

 

１ 経過 

 H31. 3.22  ウェイブプールの建設から運営までの新会社設立 

R 1.12.20  地元でのプレスリリース（場所：牧之原市役所 榛原庁舎） 

 R 2. 2.22  安全祈願祭（工事着工 秋完成予定） 

     2.28  東京都内でのプレスリリース（場所：ANAインターコンチネンタルホテル東京） 

 R 3.      開業は、新型コロナ感染状況などにより判断 

 

２ 会社の概要 

（１）会 社 名  Surf Stadium Japan 株式会社 

（２）設立年月日  2019年３月 22日 

（３）所 在 地  牧之原市静波 2315番地 6 

（４）代 表 者 名  代表取締役 安達俊彦 

 

３ 施設概要 

（１）建 設 地  静波海岸背後地 

（２）用 地 面 積  約 1.6ha 

（３）事 業 費  十数億円 

（４）プール規模  横幅約 150m × 縦 60m の半楕円形状 

（５）波 の 特 徴  柔らかい入門用の波から 1.8mの波高で筒状（チューブ）や    

空中（エアー）競技用の波を造波 

（６）平均波乗時間  約 10秒 

（７）造 波 装 置  AMERICAN WAVE MACHINE 社 

       Perfect Swell240型 

（アメリカテキサス州 BSRサーフリゾートと同型） 

（８）営 業 概 要  料金、営業時間等は調整中 

 

４ 取材申込み先 

Surf Stadium Japan 株式会社  安達俊彦 

☎0548 – 23 - 4173 

                         よいなみ 

        

定例記者懇談会 資料 
令和２年 10 月 30 日 

 



 

工事中写真 



 

完成予想図 
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