
定 例 記 者 懇 談 会 次 第 

令和３年８月30日(月) 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 

最近の市政運営について（別紙あり） 

 

 

３ 質疑応答 

 

４ 報道提供資料 

 ◇令和３年９月市議会定例会 市長提出議案について ……………………資料１ 

 ◇令和３年度牧之原市一般会計補正予算案（第５号）の概要  …………資料２ 

 ◇市指定文化財「権九観音」が７年ぶりに御開帳 …………………………資料３ 

 

 

５ 懇  談 

 

 

６ 閉  会  

 

 

 

 

 

☆ 午後２時～「記者クラブ主催 市長選用 写真撮影・横顔取材」  

場所：榛原庁舎５階・庁議室 

 

 

 

 

次回記者懇談会 ９月 29日（水） 午後１時 15分～ 
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令和３年９月牧之原市議会定例会 市長提出議案について 

 

 人事案件 ３件  決算認定 ８件  条例改正  １件  補正予算  ３件

（合計１５件） 

 

議案第４３号 公平委員会委員の選任について 

＜総務課＞ 

本年１０月で１人の公平委員会委員が任期満了となるため、委員の選任について

議会の同意を求める。任期は令和３年１０月１１日から４箇年となる。９月１０日

（本会議２日目）の議決をお願いする。       【議決予定日：９月１０日】 

議案第４４号 教育長の任命について 

                         ＜教育総務課＞ 

本年９月で教育長が任期満了となるため、教育長の任命について議会の同意を求

める。任期は令和３年１０月１日から３箇年となる。９月１０日（本会議２日目）

の議決をお願いする。               【議決予定日：９月１０日】 

議案第４５号 教育委員会委員の任命について 

＜教育総務課＞ 

本年１２月で１人の教育委員会委員が任期満了となるため、委員の任命について

議会の同意を求める。任期は令和３年１２月３日から４箇年となる。９月１０日（本

会議２日目）の議決をお願いする。         【議決予定日：９月１０日】 

認定第１号 令和２年度牧之原市一般会計歳入歳出決算の認定について 

＜財政課＞ 

令和２年度牧之原市一般会計歳入歳出決算について、監査委員の審査の意見を付

し、議会の認定を求める。歳入は２８９億６，３３７万９，３０４円、歳出は    

２８１億４７９万８，２０５円で、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた歳入歳

出差引残額は７億７，８１２万５，０９９円となった。 

【議決予定日：１０月４日】 

認定第２号 令和２年度牧之原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて                    ＜国保年金課＞ 

令和２年度牧之原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、監査委員の審

査の意見を付し、議会の認定を求める。歳入は５２億３，８１６万２，２３０円、

歳出は４９億９，９６０万８，９５１円で、歳入歳出差引残額は２億３，８５５万

３，２７９円となった。              【議決予定日：１０月４日】 

 
定例記者懇談会 資料№1  
令和３年８月 30 日 
総務部 総務課 
0548-23-0050 
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認定第３号 令和２年度牧之原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて                    ＜国保年金課＞ 

令和２年度牧之原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、監査委員の

審査の意見を付し、議会の認定を求める。歳入は５億１，６２３万４，２７５円、

歳出は５億１，６１７万２，４７５円で、歳入歳出差引残額は６万１，８００円と

なった。                     【議決予定日：１０月４日】 

認定第４号 令和２年度牧之原市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

                    ＜長寿介護課＞ 

令和２年度牧之原市介護保険特別会計歳入歳出決算について、監査委員の審査の

意見を付し、議会の認定を求める。歳入は４４億２，２７０万３，４０９円、歳出

は４２億９，３９０万１，８２０円で、歳入歳出差引残額は１億２，８８０万   

１，５８９円となった。              【議決予定日：１０月４日】 

認定第５号 令和２年度牧之原市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について 

＜管理検査課＞ 

令和２年度牧之原市土地取得特別会計歳入歳出決算について、監査委員の審査の

意見を付し、議会の認定を求める。歳入は１，６６６万９，３０１円、歳出は    

７５６万３０１円で、翌年度へ繰り越すべき財源は９１０万９，０００円となった。 

【議決予定日：１０月４日】 

認定第６号 令和２年度牧之原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について                   ＜お茶振興課＞ 

令和２年度牧之原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について、監査委員

の審査の意見を付し、議会の認定を求める。歳入は１，６１１万１，６１３円、 

歳出は１，４７７万９，２５７円で、歳入歳出差引残額は１３３万２，３５６円と 

なった。                     【議決予定日：１０月４日】 

認定第７号 令和２年度相寿園管理組合会計歳入歳出決算の認定について 

＜長寿介護課＞ 

令和３年３月３１日をもって相寿園管理組合が解散したことにより、事務継承を

した本市が令和２年度相寿園管理組合会計の決算について、監査委員の審査の意見

を付し、議会の認定を求める。歳入は１億６，０３８万３，７８５円、歳出は１億

４，８３７万１，００１円で、歳入歳出差引額は１，２０１万２，７８４円となっ

た。                       【議決予定日：１０月４日】 

議案第４６号 令和２年度牧之原市水道事業会計の利益の処分及び決算の認定に 

ついて                     ＜水道課＞ 

令和２年度牧之原市水道事業会計の未処分利益剰余金を処分することについて

議会の議決を求めるとともに、決算の認定を求める。収入決算額は１０億    

３，１４７万４，５４０円、支出決算額は９億６，８３０万７，９８８円で、消費



 3 

税を抜いた損益計算においては、３，１２７万３，４９７円の純利益となった。 

令和２年度の未処分利益剰余金３，１２７万３，４９７円については、建設改良

積立金へ積み立てることで処分する。        【議決予定日：１０月４日】 

議案第４７号 牧之原市社会体育施設条例の一部を改正する条例 

＜スポーツ推進課＞ 

牧之原市海浜体育館を解体することに伴い、牧之原市海浜体育館を廃止するため

の改正を行う。                  【議決予定日：１０月４日】 

議案第４８号 令和３年度牧之原市一般会計補正予算（第５号） 

＜財政課＞ 

令和３年度の５回目の補正予算として編成するもので、Ｂ＆Ｇ財団の助成金を活

用した防災拠点の設置及び災害時相互支援体制の構築、公共施設等総合管理計画に

基づく解体（波津西住宅、消防団詰所、海浜体育館）、４月の人事異動に伴う人件

費の組替えなど、歳入歳出それぞれ３億４，４６１万３千円を増額し、補正後の予

算総額を１９９億２，３８０万１千円とするもの。 【議決予定日：１０月４日】 

議案第４９号 令和３年度牧之原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

＜国保年金課＞ 

今回の補正の主な内容は、歳出では県普通交付金の返還額確定に伴う償還金の減

額、歳入では前年度決算に伴う繰越金の増額及び国民健康保険税の本算定結果を計

上するもので、歳入歳出ともに１，７７５万３千円を減額し、補正後の予算総額を

５０億４２６万５千円とするもの。         【議決予定日：１０月４日】 

議案第５０号 令和３年度牧之原市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

＜長寿介護課＞ 

今回の補正の主な内容は、令和２年度決算に伴う繰越金の増額と国・県・市の負

担金の精算に伴う償還金を増額するもので、歳入歳出ともに５，０９４万６千円を

増額し、補正後の予算総額を４４億８，８７８万６千円とするもの。 

【議決予定日：１０月４日】 
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【議会日程】 

 ９月 １日（水） 本会議 提案説明、総括質疑 

 ９月１０日（金） 本会議 通告質疑－委員会付託、一部議案審議－採決 

   １５日（水） 本会議 一般質問 

１６日（木） 本会議 一般質問 

１７日（金） 本会議 一般質問 

２１日（火） 決算連合審査 

２２日（水） 決算連合審査 

２４日（金） 決算連合審査 

   ２７日（月） 委員会 補正予算連合審査、付託議案審査 

 10 月 ４日（月） 本会議 委員長報告－審議－採決  

 



令和３年度牧之原市一般会計補正予算案（第５号）の概要について 
 

 本予算は、令和３年度予算の５回目の補正である。主な補正の内容は、Ｂ＆Ｇ

財団の助成金を活用した防災拠点の設置及び災害時相互支援体制の構築、公共

施設等総合管理計画に基づく解体（波津西住宅、消防団詰所、海浜体育館）、農

業用施設の改修（勝間田川ファブリダム等）、５月１日の竜巻等により被災した

農業用ビニールハウスの復旧及び再建の支援、４月の人事異動に伴う人件費の

組替えなどとなっている。 

 補正額は、３４４，６１３千円、率にして１．８％の増となった。 

 

１ 予算額 

 補正前予算  １９，５７９，１８８千円 

 補 正 額     ３４４，６１３千円 

 補正後予算  １９，９２３，８０１千円 

 

２ 補正予算の概要 

（１）歳入      ３４４，６１３千円 

  地方特例交付金 △6,998千円  

  国庫支出金 15,256千円 公共土木施設災害復旧費ほか 

  県支出金 54,876千円 農業基盤整備促進事業ほか 

  繰越金 62,536千円  

  諸収入 65,855千円 土木費受託事業収入、Ｂ＆Ｇ財団 

  助成金ほか 

  市債 135,900千円 旧合併特例債、公共事業等債ほか 

  その他 17,188千円 普通交付税、繰入金 

 

（２）歳出      ３４４，６１３千円 

  高齢者福祉施設管理費 6,430千円 相寿園管理組合清算金 

  浄化槽推進費 20,652千円 合併浄化槽設置補助金 

  竜巻等災害復旧費 22,330千円 農業用ビニールハウス再建支援 

  農業用施設維持補修費 12,537千円 農業用施設修繕、普通河川浚渫 

  農業基盤整備促進事業費 52,000千円 勝間田川ファブリダム改修 

  市単独事業費 36,010千円 県道改良に伴う受託事業 

  公園緑地管理費 4,020千円 公園遊具等修繕ほか 

  公営住宅等長寿命化事業費 44,500千円 波津西住宅解体 

  消防施設整備事業費 13,500千円 消防団詰所解体 

  災害対策費 21,898千円 Ｂ＆Ｇ財団支援事業 

  組合立学校費 8,210千円 牧菊・御牧学校組合負担金 

  海浜体育館解体事業費 50,655千円 海浜体育館解体 

  災害復旧費 18,078千円 ７月豪雨の災害復旧ほか 

  予備費 13,000千円  

  その他 20,793千円 新型コロナ対策消耗品ほか 

定例記者懇談会 資料№２ 

令和 3年 8月 30日 

企画政策部財政課 

0548-23-0054 



 牧之原市定例記者懇談会提供資料 資料３-１ 

（施策、イベント、行事等の名称） 

市指定文化財 

「権九
ごんく

観音
かんのん

」が７年ぶりの御開帳 

問い合わせ先 

牧之原市教育文化部社会教育課 

担当：長谷川 

電話：0548-53-2625（直通） 

日 時 令和３年９月 20日（月）から９月 26日（日）まで 

場 所 牧之原市静谷 1022番地  

主 催 者 

又は担当課 
権九堂
ご ん く ど う

護持
ご じ

会、朝生町内会 （文化財担当課：社会教育課） 

（内容） 

今年は、朝生
あ そ う

町内会にある牧之原市指定文化財「権九
ご ん く

観音
かんのん

」の、７年に一度（数え年）

の御開帳の年です。「家内安全、病気平癒、良縁結び、子宝、安産」の御利益があると言

い伝えられており、県内各地から参拝者が訪れます。 

御開帳は彼岸の入りから明けまでの７日間、地元 112軒の住民により執り行われます。

期間中は観音像と回向柱
えこうばしら

を紅白のさらしで結び、参拝者はそれらに触れることで御利益

に授かることができるとされ、このさらしを体に巻くと願いが叶うということで、希望

者には法要後にお頒けしております。 

 

【日程等】 

◆９月 20日（月） 午前７時 30分  開扉祈祷  ←取材ポイント 

◆９月 23日（木） 午後１時 30分  中日法要 

◆９月 26日（日） 午前９時 00分  閉扉祈祷 

 

【権九観音像のいわれ】 

延宝２年（1674年）に観音像の水輪に刻まれた銘や伝承によると、村人の権九郎が、

娘の病気平癒のために神仏を厚く信仰しており、娘の病気が治って無事に子を出産す

るのを見届けると、8月 15日に 45歳で入定し、そのお墓の場所に村の人々が如意輪

石尊を安置したものです。 

 

（添付資料）  

①位置図、 ②案内ポスター 

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

 

文化財としての問合せは社会教育課ですが、

御開帳に関する問い合わせ全般は、地元職員

であるデジタル推進課：小林が対応します。 

携帯：090-3459-4193 



権九堂位置図                      資料３-２ 
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