
 

定 例 記 者 懇 談 会 次 第 

令和２年11月24日(火) 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年度牧之原市議会１１月定例会 市長提出議案について…………………資料１ 

 

 

令和２年度牧之原市一般会計補正予算案（第９号）について……………………資料２ 

 

   

  駿河海岸細江地区防潮堤整備着工式…………………………………………………資料３ 

 

 

  （仮称）牧之原市立図書交流館の愛称決定について………………………………資料４ 

 

 

３ その他主な報道提供資料 

 

○アースランチフェスティバルの開催について 

○まきのはら初詣祈願式とメッセージ花火について 

 

 

４ 懇  談 

 

 

５ 閉  会 

 

 

 

次回記者懇談会 令和３年１月８日（金） 午後１時 15分～ 
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定例記者懇談会 資料№１ 
令和２年 11 月 24 日 

総務部 総務課 
電話 0548-23-0050 

 
 

令和２年度牧之原市議会１１月定例会 市長提出議案について 
 

補正予算 ４件  条例制定 ２件  条例改正 ８件  規約改正 ２件 

（合計 １６件） 

 

議案第７８号 牧之原市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

                               ＜総務課＞ 

令和２年人事院の給与勧告に準じ、職員の期末手当支給率を０．０５月分引き下

げる改正を行うことから、これに伴い、特別職の期末手当においても０．０５月分

引き下げる改正を行う。１１月２６日（本会議初日）の議決をお願いする。 

                        【議決予定日：１１月２６日】 

議案第７９号 牧之原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

                               ＜総務課＞ 

 令和２年人事院の給与勧告に準じ、職員の期末手当支給率を０．０５月分引き下

げる改正を行う。１１月２６日（本会議初日）の議決をお願いする。 

【議決予定日：１１月２６日】 

議案第８０号 牧之原市議会議員及び牧之原市長の選挙における選挙運動用自動

車の使用等の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 

＜総務課＞ 

公職選挙法が改正されたことにより、市議会議員選挙においても選挙運動用ビラ

の頒布が可能となったことから、当該ビラの作成費用について、公費でのビラ作成

を可能とするための改正を行う。        【議決予定日：１２月２３日】 

議案第８１号 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について            ＜総務課＞ 

地方税法等の一部を改正する法律による、租税特別措置法の改正に伴い、引用し

ている用語が改正されたため、同一の理由により改正が必要となる３つの条例につ

いて、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

を制定し、一括して改正を行う。改正する条例については、牧之原市国民健康保険

高額療養費貸付基金条例、牧之原市後期高齢者医療に関する条例、牧之原市介護保

険条例。                    【議決予定日：１２月２３日】 

議案第８２号 牧之原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

                             ＜国保年金課＞ 

令和２年９月４日に公布された国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令

により、軽減判定基準において、軽減判定所得の算定時における基礎控除相当分の

基準額を３３万円から４３万円に引上げるとともに、一定の給与所得者等が２人以
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上いる世帯については、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受

ける者の数の合計数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えること

になった。本市においても、国民健康保健税条例の一部を改正し、令和３年度以後

分の国民健康保険税について適用する。      【議決予定日：１２月２３日】 

議案第８３号 牧之原市保育所条例の一部を改正する条例 

   ＜保育園民営化推進室＞ 

牧之原市立静波保育園を民間移管するにあたり、公の施設として廃止する必要が

あるため改正を行う。なお、施行日は指定管理者による指定管理終了後の令和４年

４月１日とする。               【議決予定日：１２月２３日】 

議案第８４号 牧之原市中小企業金融支援基金条例の制定について 

                             ＜商工振興課＞ 

国から交付される「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を令和

３年度以降の事業に充当するに当たり、基金を造成する必要がある。基金の造成に

は、地方自治法第２４１条第１項の規定に基づき、条例の制定が必要となるため、

本条例を制定する。              【議決予定日：１２月２３日】 

議案第８５号 牧之原市さがら子生れ温泉会館条例の一部を改正する条例 

                               ＜観光課＞ 

現行条例では、休館日や利用時間の料金区分が明確でなく、また利用料金の納入

先や料金の設定方法の記述がないため所要の改正を行う。 

【議決予定日：１２月２３日】 

議案第８６号 牧之原市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道 

技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 

                               ＜水道課＞ 

水道法施行規則が改正されたことに伴い、布設工事監督者の資格要件となる試験

の選択科目の一部を削除する必要があるため改正を行う。 

【議決予定日：１２月２３日】 

議案第８７号 牧之原市立図書館条例の一部を改正する条例 

＜社会教育課＞ 

牧之原市立相良図書館を移転し、新たに牧之原市立図書交流館を設置することに

伴い改正を行う。               【議決予定日：１２月２３日】 

議案第８８号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び 

規約の変更について 

＜総務課＞ 

 静岡県市町総合事務組合の構成団体である相寿園管理組合が令和３年３月３１

日付けで解散することに伴い、本組合から脱退するものとして改正を行う。 

【議決予定日：１２月２３日】 
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議案第８９号 吉田町牧之原市広域施設組合規約の一部を変更する規約 

＜秘書政策課＞ 

 吉田町牧之原市広域施設組合が行っている、し尿処理施設をはじめ、各施設の設

置及び管理運営に関する事務について、関係市町が負担する経常的経費及び臨時的

経費に係る分担金の算出に係る均等割等の割合の変更に伴い改正を行う。 

【議決予定日：１２月２３日】 

議案第９０号 令和２年度牧之原市一般会計補正予算（第９号） 

＜財政課＞ 

 令和２年度の９回目の補正予算として編成するもので、現在、整備中の（仮称）

図書交流館などへの新型コロナウイルス感染拡大防止対策や回復傾向にあるふる

さと納税推進事業費、単独浄化槽から合併浄化槽への設置替えの補助制度の拡充に

よる浄化槽推進費の増額、令和元年度事業に係る生活保護費等の国県支出金の精算

金、組合負担割合変更などによる吉田町牧之原市広域施設組合負担金の減額、法人

市民税の還付金などをはじめとした事業の執行見込みから生じる不用額を財政調

整基金へ繰り戻すことについての計上で、歳入歳出それぞれ１億１，９６２万７千

円を減額し、補正後の予算総額を２９０億２，１３８万４千円とするもの。 

【議決予定日：１２月２３日】 

議案第９１号 令和２年度牧之原市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

＜国保年金課＞ 

 令和２年度の３回目の補正予算として編成するもので、主な内容は、県支出金の

追加、一般被保険者高額療養費及び償還金の追加、予備費の減額によるもので、歳

入歳出ともに４，５８７万円を増額し、補正後の予算総額を５１億９，４２４万７

千円とするもの。               【議決予定日：１２月２３日】 

議案第９２号 令和２年度牧之原市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

＜長寿介護課＞ 

 令和２年度の３回目の補正予算として編成するもので、主な内容は、令和３年度

介護保険制度改正に係るシステム改修費の計上及び生活機能の向上を目的に専門

職が短期集中的に実施する訪問サービスの利用増加によるもので、歳入歳出ともに

３２０万円を増額し、補正後の予算総額を４３億８，９５６万２千円とするもの。 

【議決予定日：１２月２３日】 

議案第９３号 令和２年度牧之原市土地取得特別会計補正予算（第１号） 

＜管理情報課＞ 

 令和２年度の１回目の補正予算として編成するもので、都市計画街路中央幹線事

業用地を先行取得するための費用の計上により、歳入歳出ともに１，７１５万８千

円を増額し、補正後の予算総額を１，７３０万６千円とするもの。 

【議決予定日：１２月２３日】 
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 議会日程  

  １１月２６日（木） 本会議  提案説明、総括質疑、 

一部議案 審議－採決 

  １２月 ８日（火） 本会議  通告質疑－委員会付託 

     １４日（月） 本会議  一般質問 

１５日（火） 本会議  一般質問 

１６日（水） 本会議  一般質問 

１７日（木） 委員会  補正予算連合審査 付託議案審査 

     ２３日（水） 本会議  委員長報告－審議－採決  



令和２年度牧之原市一般会計補正予算案（第９号）について 
 
 
 本予算は、令和２年度予算の９回目の補正である。今回の補正予算は、現在、整備

中の（仮称）図書交流館などへの新型コロナウイルス感染拡大防止対策や回復傾向に

あるふるさと納税推進事業費、単独浄化槽から合併浄化槽への設置替えの補助制度の

拡充による浄化槽推進費の増額、令和元年度事業に係る生活保護費等の国県支出金の

精算金、組合負担割合変更などによる吉田町牧之原市広域施設組合負担金の減額、法

人市民税の還付金などをはじめとした事業の執行見込みから生じる不用額を財政調

整基金へ繰り戻すことが主な内容となっている。 

 補正額は、１１９，６２７千円、率にして０．４％の減となった。 

 （参考：令和元年 11月補正額 531,281千円の増額） 

 

１ 予算額 

 補正前予算 ２９，１４１，０１１千円 

 補 正 額 △１１９，６２７千円 

 補正後予算 ２９，０２１，３８４千円 

 

２ 補正予算の概要 

 (1) 歳入 △１１９，６２７千円 

  国庫支出金 27,159千円 臨時交付金、循環型社会形成推進交付 

金ほか 

 寄附金 70,000千円 ふるさと納税 

  繰入金 △441,523千円 財政調整基金 

  市債 226,100千円 臨時財政対策債ほか 

  その他 △1,363千円 受益者分担金（農業費）ほか 

 

 (2) 歳出 △１１９，６２７千円 

  徴収事務費 △218,728千円 還付及び還付加算金 

  障害者自立支援事業費 11,261千円 国県支出金精算金ほか 

  保育推進事業費 3,000千円 牧之原市社会福祉事業団出損金 

  生活保護費 36,980千円 国県支出金精算金 

  浄化槽推進費 18,213千円 浄化槽設置事業補助金 

  ふるさと納税推進事業費 31,950千円 返礼品代、郵送料ほか 

  図書館感染対策事業費 12,340千円 非接触図書貸出機器購入 

  広域施設組合負担金 △32,521千円 牧御組合、吉牧組合負担金 

  その他 17,878千円 新型コロナ対策、辻川改修ほか 

定例記者懇談会 資料№２ 

令和 2 年 11月 24 日 

企画政策部財政課 

0548-23-0054 



 

駿河海岸細江地区防潮堤整備着工式 

 
１． 目  的   市内の沿岸部ではレベル１津波に対する防潮堤の整備が進められてい 

    るが、今年度から細江海岸においても国土交通省による防潮堤の整備が

始まるため、工事開始にあたっての着工式を開催する。 
２． 日 時  令和２年１２月１９日（土） 午前１０時３０分から 
３． 場 所  静波海岸 海浜公園（女神像付近） ※次ページ案内図参照 
        雨天時：榛原文化センター     
４． 主 催  牧之原市 
５． 来 賓  牧之原市議会議員、国会議員、静岡県議会議員、国土交通省、静岡県 
６． 参加者  来賓・主催等あわせて６０名程度（見込） 

 

７． 主な式典内容 

（１）開会挨拶（２）来賓挨拶・紹介（３）事業説明（４）セレモニー 
（５）アトラクション（６）閉会 
 

８． 牧之原市内の整備内容 

① 国土交通省：駿河海岸細江地区 
                 R１までの実績   設計       

               R２の計画     工事      延長 200m 

② 静岡県御前崎港湾管理事務所：榛原港海岸 

R１までの実績   設計 

          工事（R1） 延長 944m 

          事業費   138.8百万円 

R２の計画      工事    延長 334m 

           事業費   126百万円 

③ 静岡県島田土木事務所：相良片浜海岸 

                  R１までの実績      設計 

                         工事（R1） 延長 2,359m 

                         事業費   94百万円 

R２の計画     工事     水門・陸閘嵩上げ 

                         事業費   46百万円 

⑤ 静岡県島田土木事務所：相良須々木海岸 
R１までの実績   調査、設計 

工事(H27～) 延長 461m 

事業費   1,771百万円 

                  R２の計画      工事      延長 144m 

                            事業費   406百万円 

⑥  牧之原市：地頭方漁港海岸 

               R１までの実績   設計 

                         工事(H28～) 延長 113m 

                        事業費   550.5百万円 

               R２の計画       工事     延長 43m 

                         事業費   154 百万円                       

定例記者懇談会 資料 No.３ 
令和２年 11 月 24 日 

建設部建設課 0548-53-2628 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場案内図 
広域図 

詳細図 

★女神像 

式典会場 

静波海岸 
駐車場 

牧之原市榛原文化センター 

（牧之原市静波 1024-3） 

（牧之原市役所榛原庁舎敷地内） 

※雨天の場合 

式典会場 

駐車場 

詳細図 

静波海岸 

牧之原市役所榛原庁舎 

牧之原市役所 

榛原庁舎 

セブンイレブン 

至 吉田町 

至 御前崎市 

静岡県立榛原高校 

←国道 150号利用の方 

セブンイレブン交差点を 

静波海岸方面へ約 550ｍ 

 

榛原庁舎入口交差点 

Ｎ 

勝間田川→ 

至 榛原庁舎入口交差点 

ＪＡハイナン 



Ｎ

牧
之
原
市

海
岸
延
長

約
15
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

※R1末,R2末時点の数字は、
海岸堤防のレベル１高さまでの整備延長比率を示す
例）R1末 Ｌ＝レベル１整備延長／計画延長

①駿河海岸
（榛原工区）
R2着手

R1末 L=0/820ｍ
R2末 L=200/820ｍ

＜国土交通省静岡河川事務所＞

②榛原港海岸
R1 着手

R1末 L= 944/1,865ｍ
R2末 L=1,278/1,865ｍ

＜静岡県御前崎港管理事務所＞

③相良片浜海岸
R1 着手

R1末 L=2,359/2,414ｍ
R2末 L=2,392/2,414ｍ
＜静岡県島田土木事務所＞

④相良港海岸
R3 着手予定
R1末 L=0/4,185ｍ
R2末 L=0/4,185ｍ

＜静岡県御前崎港管理事務所＞

⑤相良須々木海岸
H27 着手

R1末 L=461/4,110ｍ
R2末 L=605/4,110ｍ
＜静岡県島田土木事務所＞

⑥地頭方漁港海岸
H28 着手

R1末 L=113/1,100ｍ
R2末 L=156/1,100ｍ

＜牧之原市＞

⑦相良新庄海岸
未着手

R1末 L=0/516ｍ
R2末 L=0/516ｍ

＜静岡県島田土木事務所＞



  
 

 

 

（仮称）牧之原市立図書交流館の愛称決定について 

 

 令和３年４月 17 日（土）オープンを予定し、市内波津地区の民間施設ミルキー

ウェイスクエア内に整備を進めている「（仮称）牧之原市立図書交流館」の愛称が

決まりました。 

 

＜概要＞ 

       

(1) 愛   称 いこっと ＩＫＯＴＴＯ 

 

(2) 応 募 者 市内 勝間田小学校 ４年生  

村松咲和（むらまつさきわ）さん 10歳 

 
(3) 選考の理由 いつでも誰でも気軽に訪れてほしいという施設のコンセプ

トにぴったりということで選出されました。 
 

〖参考〗 

 施設のコンセプト 

「豊かな暮らしを創るための交流・学びの拠点」 

            「気軽に立ち寄れる知的空間」 

            「憩いの場として親しまれる施設」 

           選考基準 

「覚えやすく親しみやすいもの」 

 

(4) 選定過程  

     ①応募期間 令和２年 10月 15日（木）～令和２年 11月 15日（日）  

②応 募 者 総数 811件  （内市内 280件、市外 531件）  

③選 定 一次審査（教育文化部）、二次審査（図書館協議会） 

          三次審査（市長、副市長、教育長）   

④表  彰 後日、採用者には図書カードの贈呈（３万円分） 
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（施策、イベント、行事等の名称） 

アースランチフェスティバルの開催について 

問い合わせ先 

牧之原市教育文化部 

学校教育課 

 担当：佐藤 利彦 

 電話：0548-53-2645（直通） 

日 時 令和２年 11月 27日（金） 午前 10時 30分から午前 11時 30分まで 

場 所 ミルキーウェイスクエア 

主 催 者 

又は担当課 
牧之原市教育委員会学校教育課 

牧之原市内の参加小学校が、学校菜園や校区で採れる食材を使って、一からアイデアを

出し合い、仲間や地域の方と力を合わせて、創作一品料理を完成させる。 

このプロジェクトを通して、牧之原市のキャリア教育で目指す『郷に学び、将来を見通

し、自ら行動を起こすことのできる「起郷家」（きごうか）を育成する』ためのプログラム

の一つとする。 

１ 概要    

ミルキーウェイスクエアでフェスティバルを開催し、学校でつくったアースランチを持

ってくる。 

（１）各校代表児童３人が、ランチについてプレゼン発表を行う。 

（２）審査員が試食を行う。 

（３）審査員からコメントをもらう。 

（４）審査員が投票を行い、結果を集計して「アースランチ大賞」１校と各賞を決定する。 

（５）今回プレゼンされたメニューは、今後学校給食の献立としても検討していく。 

 

２ 参加者について 

（１）参加校 

  ・勝間田小学校 ６年 23人   ・牧之原小学校 ４年 30人 

  ・萩間小学校  ５年 20人   ・坂部小学校  ５年 18人 

  ※ 当日は、コロナ感染予防対策として密集・密接・密閉を回避するために、各学校

の代表児童３名のみが会場に来て発表を行う。その他の児童は、オンライン授業と

して参加する。 

（２）参加者 

  ・代表児童３人×４校＝12人  ・審査員＝９人（市長、教育長、静岡大学准教授、料

理長、食推協代表、教育委員２人、ミルキーウェイ館長、教育文化部長） 

  ・静岡大学教授、大学院生等９人 

・ボランティア 12人程度  ・当日の参観者約 30 人 合計 80人程度の見込み 

（添付資料） 

 ・無 

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



  

   

 まきのはら初詣祈願式とメッセージ花火について 

      

【概要】      

 まきのはら産業・地域活性化センターでは、さがらサンビーチ中央に鳥居を

建立し、その前で「まきのはら初詣祈願式」を来年元旦に行います。 

 今年初めての取り組みでありましたメッセージ花火も祈願式の前に行います。 

      

【主催】      

（一社）まきのはら産業・地域活性化センター     

  

【場所】      

さがらサンビーチ中央 

 

【日時】      

令和３年１月１日（祝・金）   

          

【日程】 

 午前６時 15分  メッセージ花火（ミニスターマイン）打上げ 

 午前６時 25分  新年祝賀花火（サンライズスターマイン）打上げ 

 午前６時 30分  神事 

（出席者：市議会議員、自治会長、観光関係者ほか 

市長、副市長、教育長、産業経済部長、当センター理事） 

 午前７時 00分頃 お賽銭を奉納された方にご祈祷した塩を進呈（数量限定） 

 

※メッセージ花火について 

 応募者（市ライン・広報まきのはら 11月号で募集中）の先着順で 7人限定。 

一人ひとりが、2021年の抱負、願い事、祝い事などを発したのち、花火（ミニ

スターマイン）を打ち上げます。 

      

【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    
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【まきのはら初詣祈願式】にて＂メッセージ花火参加者＂を募集します

初日の出に向かって、あなたの想いのこもったメッセージを発表しましょう

メッセージ発表後に、あなたの記念花火（ミニスターマイン）を無料で打ち上げます！！

※内容・・・今年の抱負・願い事・お祝い事・告白など！！

日　　時　：　令和3年１月１日（祝）　午前６時１５分～

場　　所　：　さがらサンビーチ中央

申込方法：　TEL/FAX/MAIL にて受け付けます

必要事項：　①氏名　②年齢　③住所　④電話番号　⑤メッセージ内容

※先着7名限定

※当日参加出来る方

申込金額：　無料
申込締切：　１２月１０日まで

一般社団法人

まきのはら産業・地域活性化センター

TEL ０５４８-２２-５６００ FAX ０５４８-２２-５３９９

MAIL kankou@msckc.jp
担当 栗田
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