
定 例 記 者 懇 談 会 次 第 

令和３年11月24日(水) 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 

最近の市政運営について（別紙あり） 

３ 質疑応答 

４ 報道提供資料 

◇令和３年度牧之原市議会 11月定例会 市長提出議案  …………………資料１ 

◇令和３年度牧之原市一般会計補正予算案（第９号）の概要  …………資料２ 

◇令和４年新春初顔合わせ会の開催について …………………資料３ 

◇令和４年成人式の開催について …………………資料４ 

◇地域リーダー育成プロジェクト 発表会 …………………資料５ 

◇静岡牧之原茶親善大使・橋幸夫さんコンサート会場で牧之原茶をＰＲ…資料６

◇牧之原小学校 お茶の淹れ方教室 ………………………資料７ 

◇シーサイド・マルシェ・サガラ ………………………資料８ 

◇「はじめての日本語教室」外国人が消防署体験学習 ……………………資料９ 

５ 懇  談 

６ 閉  会 

次回記者懇談会 令和４年１月７日（水） 午後１時 15分～ 
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定例記者懇談会 資料№１ 
令和３年 11 月 24 日 
総務部 総務課 
0548-23-0050 

令和３年１１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  条例改正  ２件  補正予算  １件 

その他  ２件 （合計８件） 

議案第５５号 監査委員の選任について 

＜総務課＞ 

本年１２月３日をもって監査委員（代表監査委員）が任期満了となるため、地方

自治法第１９６条に基づき、新たな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１２月４日から４箇年となる。１１月２９日（本会議初日）の議決を

お願いする。 【提案説明者：市長】 

諮問第３号～４号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

＜市民課＞ 

令和４年３月で２名の人権擁護委員が任期満了となるため、後任の候補者の推薦

について、議会の意見を求める。任期は令和４年４月１日から３箇年となる。１２

月７日（本会議２日目）の議決をお願いする。 

【提案説明者：市長】 

議案第５６号 牧之原市印鑑条例の一部を改正する条例 

＜市民課＞ 

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律」の施行に伴い、国の「印鑑登録証明事務処理要領」が一部改正

された。これにより、所定の要件を満たした場合には成年被後見人が印鑑の登録を

することができるよう、印鑑の登録資格に係る規定の整備を行うとともに、多様な

性について配慮することを目的に、印鑑登録原票への登録事項等から性別を削除す

る改正を行う。 

【提案説明者：市民生活部長】 

議案第５７号 牧之原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

＜国保年金課＞ 

健康保険法施行令の一部を改正する政令により、出産育児一時金の支給額が変更

となるため、本条例においても出産育児一時金の支給額について改正を行う。 

【提案説明者：市民生活部長】 
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議案第５８号 榛原総合病院組合規約の一部を変更する規約 

＜健康推進課＞ 

榛原総合病院組合規約第 14 条第１項及び第３項で定める別表の表記方法につい

て、分数表記を百分率の表記及び、病院事業の利用率算定基準について、年度表記

の変更を行う改正を行う。また、これまで附則で定めていた構成市町の負担割合の

増減を平準化させるための経過措置を本則に定める変更を行う。 

【提案説明者：健康推進部長】 

議案第５９号 令和３年度牧之原市一般会計補正予算（第９号） 

＜財政課＞ 

令和３年度の９回目の補正予算として編成するもので、３回目の新型コロナウイ

ルスワクチン接種に要する経費、ＧＩＧＡスクール構想に基づくオンライン授業等

の強化、通学路の緊急点検に基づくカラー舗装等の整備、令和２年度事業に係る生

活保護費等の国県支出金の精算金、普通交付税の振替である臨時財政対策債の発行

等による財政調整基金の繰入金の減額などで、歳入歳出それぞれ１億３，７１８万

９千円を増額し、補正後の予算総額を２０１億７，７２２万３千円とするもの。 

【提案説明者：企画政策部長】 

議案第６０号 字の区域の変更について 

＜お茶振興課＞ 

県営土地改良事業（静波地区）の区画整理工事が完了し、本年度において換地計

画を策定することに伴い、従前の字界を工事施行後の筆界に変更する必要が生ずる

ことから、字の区域の変更を行う。 

【提案説明者：産業経済部長】 

【議会日程】 

１１月２９日（月） 本会議提案説明、総括質疑、一部議案審議－採決 

１２月 ７日（火） 本会議 通告質疑－委員会付託、一部議案審議－採決 

１３日（月） 本会議 一般質問 

１４日（火） 本会議 一般質問 

１５日（水） 本会議 一般質問 

１６日（木） 補正予算連合審査会、常任委員会（付託議案審査） 

  ２２日（水） 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９号）の概要について 

 本予算は、令和３年度予算の９回目の補正である。補正の主な内容は、３回目

の新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費、ＧＩＧＡスクール構想に基

づくオンライン授業等の強化、通学路の緊急点検に基づくカラー舗装等の整備、

令和２年度事業に係る生活保護費等の国県支出金の精算金、普通交付税の振替

である臨時財政対策債の発行等による財政調整基金の繰入金の減額などとなっ

ている。 

補正額は、１３７，１８９千円、率にして０．７％の増となった。 

１ 予算額 

補正前予算  ２０，０４０，０３４千円 

補 正 額 １３７，１８９千円 

補正後予算 ２０，１７７，２２３千円 

２ 補正予算の概要 

（１）歳入 １３７，１８９千円 

国庫支出金 76,938千円 感染症予防事業、海岸保全施設 

 整備事業ほか 

県支出金 △6,092千円 海岸保全施設整備事業、障害者

 自立支援給付費ほか 

繰入金 △314,657千円 財政調整基金

諸収入 △3,000千円 中部５市２町連携事業負担金

市債 384,000千円 学校教育施設等整備事業債、臨

 時財政対策債ほか 

（２）歳出 １３７，１８９千円 

障害者自立支援事業費 10,715千円 国県支出金精算金ほか 

児童福祉事務費 13,233千円 国県支出金精算金 

子どものための教育・保 8,275千円 国県支出金精算金 

  育給付事業費 

  生活保護費 15,309千円 国県支出金精算金 

  感染症対策事業費 63,990千円 新型コロナワクチン接種 

  地頭方漁港海岸保全施設 △28,000千円 防潮堤整備

  整備事業費 

  交通安全対策整備事業費 6,500千円 カラー舗装、カーブミラーほか 

  ＩＣＴ活用推進事業費 10,970千円 大型ディスプレイほか 

  その他 36,197千円 市営住宅修繕ほか 

定例記者懇談会 資料№２ 

令和 3年 11月 24日 

企画政策部財政課 

0548-23-0054 



定例記者懇談会 資料№３ 

秘書政策課 電話 0548-23-0052 

令和４年 新春初顔合わせ会について 

市の行政関係者、各種団体及び企業の代表者などが一堂に会し、年頭のあいさつを

行います。 

令和３年は新型コロナウイルス感染症の影響で、開催を中止いたしましたが、令和

４年は感染症対策を図りながら開催をいたします。 

歓談のお時間を設け、市の発展に向けた交流、連携、協働の促進を図ります。 

また、市の各分野における功労者への表彰を執り行います。 

１ 日 時  

令和４年１月４日（火） 午後１時 15 分開会 午後３時閉会（予定） 

２ 会 場 

相良総合センターい～ら（牧之原市須々木 140番地） ☎0548-52-5544 

（ホールで挨拶、表彰式、ガレリア・ホワイエで歓談）

３ 参加者（予定） 

約 250名（令和２年出席者 265名） 

(１) 牧之原市

市長、副市長、教育長、部課長級ほか 

(２) その他

衆議院議員、参議院議員、県議会議員、市議会議員、市内官公署関係者、教育

関係者、区長、執行機関委員、市内企業関係者、各種団体関係者ほか 

４ 内 容（予定） 

(１) 市長あいさつ

(２) 市議会議長あいさつ

(３) 来賓あいさつ

(４) 市表彰式

(５) 歓談

５ その他 

 ガレリア、ホワイエでの歓談の際には、必要な感染症対策を行ったブースを設 

け、静岡牧之原茶の呈茶サービスを行います。 

  新型コロナウイルス感染症のまん延状況により、急遽開催を中止する場合があり 

ます。 



 
                                 資料４ 

令和４年成人式について 

（社会教育課社会教育係 0548-53-2646） 

 

令和４年成人式について、新型コロナウイルス感染対策に考慮し、以下のとお

り執り行う。 

 

１ 開催日   令和４年１月９日（日） 

 

２ 会場    相良総合センター「い～ら」 

 

３ 開催方法  実行委員会（新成人４名）による企画・運営のもと開催する。 

 

４ スケジュール(案) 

       受 付 午前９時 30分 

       開 式 午前 10時 （午前 11時 30分終了予定） 

       第１部   

        ⑴開式のことば  （副市長） 

        ⑵式辞      （市長） 

        ⑶来賓祝辞    （市議会議長、県議会議員、自治会長） 

        ⑷来賓紹介 

        ⑸主催者紹介 

        ⑹祝電披露 

        ⑺誓いのことば  （新成人代表 2名） 

        ⑻記念品贈呈   （新成人代表 2名） 

        ⑼閉式のことば  （教育長） 

 

       第２部 記念行事 

        ⑴はいばら太鼓 

        ⑵実行委員による記念行事 

        ⑶恩師のことば 

           

５ 対象    平成 13年４月２日から平成 14年４月１日生まれの住民登録者 

         及び転出者で牧之原市成人式に参加を希望する方 

        （10 月 1 日現在 市内在住者 358 名） 

 

６ 新成人への案内 11月上旬に案内ハガキを発送予定。ハガキに記載の QRコー

ドから登録フォームにアクセスし、事前に出欠登録を行

う。 

 

７ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

 ・ 参加者へ郵送で抗原検査キットを送付予定。 

 ・ ホール入口にサーキュレーターを配置し換気を行う。 

 ・ ワクチンの接種有無にかかわらず、マスクの着用及び会場内での発話の禁止

を徹底する。 

 ・ 会場への立入は新成人のみとし、保護者や親戚に向けてインターネット上で

の配信を行う。 



 
 ・ 退場時の密集を避けるため、小学校ごとの時間差退出を行う。 

 ・ 市内にフォトスポットを 2か所設置を検討中。（場所等は実行委員会で検討

中） 

 ・ 中高生ボランティアの募集を見送る。 

 ・ 来賓の座席と新成人との座席を分ける。 

・ 終了後、会場全体の消毒を行う。 

 

８ 来賓一覧（予定） 

・ 県議会議員 

・ 牧之原市議会議員 

・ 自治会長 

 ・ 中学卒業時の恩師（式典中は別室で待機、第 2部アトラクションの際に入

場） 

 

９ その他 

商工会に協力を依頼し、市内商店等で、新成人向けサービスの提供を行う予

定。商工会会員宛てに協力依頼の通知を発送し、協力店舗一覧をチラシにまと

めて広報を行う。牧之原市公式 HP、LINE、成人式公式 Instagram(#おとなまき

のはら)で周知する。→現在準備中 

 



 定例記者懇談会資料 資料５ 

（施策、イベント、行事等の名称） 

地域リーダー育成プロジェクト 発表会 
問い合わせ先 

 牧之原市企画政策部地域振興課 

 担当：今村 優奈 

 電話：0548-23-0053（直通） 

日 時 令和３年 12月 21日（火） 午後３時 00分から午後５時 00分まで 

場 所 牧之原市役所榛原庁舎 庁議室     

担 当 課 地域振興課 

（内容） 

牧之原市では、榛原高校、相良高校の生徒を対象に「地域に誇りを持つ・将来地域を

担う・地域の課題解決に貢献する」人材の育成を目的に、「地域リーダー育成プロジェ

クト」を実施しています。 

今回は、令和３年度に実施した２コースのうち、Ｂコース（講師：市民ファシリテー

ターMusubi）を受講した高校生による発表会を開催します。『自分たちの未来』をテー

マに、今回の活動からの学びや、それぞれの将来について発表します。 

 

■出席予定者 

・地域リーダー育成プロジェクト Ｂコース参加者 

（榛原高校生９名、相良高校生 10名） 

・市民ファシリテーター「Musubi（ムスビ）」 

・市長 

・地域振興課職員 

 

■当日スケジュール 

15：00 開会 

  15：02 今年度の活動の振り返り（市民ファシリテーター） 

  15：35 各グループの発表（４グループ×５分） 

  16：05 市長より修了証授与、記念撮影  

  16：30 個人の感想発表 

  17：00 閉会 

 

■備考 

 ・学校の都合により、相良高校は 15時 30分から参加します。 

 

（添付資料） 

 Ｂコースチラシ 

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 資料６ 

（施策、イベント、行事等の名称） 

静岡牧之原茶親善大使・橋幸夫氏のコンサートで

『ちゃっきり茶太郎茶』を販売します 

問い合わせ先 

 牧之原市産業経済部お茶振興課 

 担当：大石 

 電話：0548-53-2621（直通） 

日 時 令和３年 12月８日（水） 正午 ～ 午後４時 00分まで 

場 所 東京都福生市民会館ロビー 

主 催 者 

又 は 担 当 室 

（主 催）夢グループ 

（対 応）まきのはら活性化センター、牧之原市お茶振興課 

 

【概要】 

５月に本市を襲った竜巻等災害時に、チャリティー募金をしていただいた静岡牧

之原茶親善大使の橋幸夫さんに対して、復興のお茶「ちゃっきり茶太郎茶」を製造

しました。橋さんが、12 月からおよそ２年をかけて全国を周る引退コンサートの

ファーストステージとなる会場で、「ちゃっきり茶太郎茶」の販売を行います。 

 

 

 【内容】 

橋幸夫氏とのご縁で製造した「ちゃっきり茶太郎茶」について、チャリティーの

返礼としてチャリティー協力者の方にお配りしたところ、反響が大きかったため、

今回のコンサート初日に、静岡牧之原茶を使用した「ちゃっきり茶太郎茶」をコン

サート会場において販売をおこう。 

 

 

 【実施】 

日 時  令和３年１２月８日（水） 正午から午後４時頃まで 

場 所  東京都福生市民会館ロビー 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

 

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 資料７ 

（施策、イベント、行事等の名称） 

牧之原小学校 お茶の淹れ方教室 
問い合わせ先 

 牧之原市産業経済部お茶振興課 

 担当：木村 

 電話：0548-53 -2621（直通） 

日 時 令和３年 12月１日（水）９：10～11：55 

場 所 牧之原小学校 

主 催 者 

又 は 担 当 課 
牧之原市茶業振興協議会（事務局：お茶振興課） TEL 0548-53-2621 

（内容） 

【趣 旨】 

子どもたちが地域の特産品であるお茶に親しむ機会を提供するため、日本茶インストラ

クター資格を持つ市内茶商を各学校に派遣し、感染症対策に配慮したお茶の淹れ方教室を

実施します。 

 

 

【開催予定】 

12月１日（水）：牧之原小学校（９：10～11：55） 

1年生、2年生、かがやき学級（各学年１クラス） 

 

 

 

※昨年度実施したお茶教室の様子 

  

（添付資料） 

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



 

シーサイド・マルシェ・サガラの開催について 

１ 概要 

市内の商店や生産者が集まり、地場産品の販売会を行います。 

第一回を 11月 7日（日）に開催し、多くの方が来場しました。漁港を利用したこ

とで、海から富士山を望むロケーションも非常に好評でした。 

今後は毎月一回の開催を予定しているほか、季節ごとのイベントも企画して、地

元の活性化につなげていく狙いです。 

 

２ イベント名 

「シーサイド・マルシェ・サガラ」 

  

3 日時 

 令和３年１２月１２日（日曜日） 午前９時から 

 

4 会場 

 相良シーサイドパーク（牧之原市相良 264-23） 

※雨天の場合は相良漁協内 

 

5 新型コロナウイルス感染症対策 

 ・体温計、アルコール消毒液を設置。 

 ・店舗数を調整し、密にならない配置とする。 

 ・販売会場にラインを引き、ソーシャルディスタンスが確保できるようにする。 

 ・牧之原市「新しい生活様式」ガイドラインを遵守する。 

 

6 出展者（予定） 

 池田屋酒店、菓子長、マルカ名波商店、ヤマカ藤田商店、長谷川製茶、 

やまあい農園、いたくら農園、赤堀園、まるととづか、玉月堂、せんちゃん、 

栗山商店、リリカル、なかたに、大とく屋、ＴＡＮＵＭＡ、もりまさ、 

むぎわらぼうし 

 

7 連絡先 

 西谷 俊彦（ペンションむぎわらぼうし） TEL:0548-52-0151 

 栗山 隆 （栗山精肉店）   TEL:0548-52-0120 

 萩原 恒 （ペンションリリカル）  TEL:0548-52-6888 

 

定例記者懇談会 資料№８ 

令和３年 11月 24日 

産業経済部 商工観光課 

電話 0548-53-2647 





 

定例記者懇談会 資料№９ 

令和３年 11 月 24 日 

企画政策部情報交流課 

0548-23-0040 

 

「はじめての日本語教室」消防署体験学習 

 
今年度、市では日本語がわからない外国籍住民を対象とした「はじめての日本語教室」

を実施しています。 

この教室は、外国籍住民が公募の市民サポーター（ボランティア）と日本語で交流し

ながら、日常生活に必要な言葉や知識を身につけてもらうための取り組みです。 

第４回目となる 11月 28日（日）は、牧之原消防署を訪れ、消火器の使い方や 119番

通報の仕方について、実技を伴う体験学習を行います。 

 

日 時 令和３年 11月 28日（日）午前 10時から午前 11時 15分 

 

会 場 静岡市牧之原消防署（牧之原市波津 191－1） 

 

参加者 学習者 22名（ブラジル国籍） 

サポーター30名程度 

 

内 容 ①消火器の使い方 

     水消火器を使って、消火体験 

    ②119通報の仕方 

     消防署員がオペレーター役となり、デモ通報を行う 

          ※通報の内容は、学習者が自身の日常生活において 119通報が必要となる

場面を想定し、サポーターと一緒に日本語に置き換える、  

  

●「はじめての日本語教室」概要 

 目  的 外国籍住民の暮らしにくさや、地域の方の心配や負担を和らげ、互いに住

みやすい地域をつくっていくため、日本語や日本人に慣れ、互いのことを

知る 

開催日程 令和３年 11月７日（日）～令和４年２月６日（日）全 12回 

     午前９時 30分～午前 11時 30分  

会  場 榛原文化センター３階 

学 習 者  26名（ブラジル国籍） 

サポーター  51名 

学習内容 ・自己紹介や年中行事（文化）などの互いを知ることができるテーマ 

・防災やごみの出し方など、日本での生活に必要なテーマ 

  

●担当  

牧之原市情報交流課 田中（0548-23-0040） 
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テーマ（予定）

オリエンテーション / 能⼒判定

⾃⼰紹介 / 家族

⾷べ物

防災① 消⽕器の使い⽅・119番通報 *消防署での学習

防災② 災害時の避難��*会場：さざんか（ホール）

病気

年中⾏事の思い出

宝物・お気に⼊りの物

ゴミの出し⽅

⾏きたいところ・したいこと

☆みんなで決める�(学習者からのアンケート等で決定）

スピーチ / 能⼒判定

会 場

期 間

時 間

問合せ先

午前９時∼正午（教室：午前９時30分∼午前11時30分）

R３年11⽉７⽇（⽇）∼ R４年２⽉６⽇（⽇）

 牧之原市「はじめての⽇本語教室」

※参加の際は、感染症予防対策（不織布マスク着⽤、⼿指消毒、⼊⼝での検温等）にご協⼒をお願いします。�

※発熱や体調不良等の症状がある⽅は、参加をお控えください。

牧之原市役所情報交流課�(担当�⽥中）
電 話�:�0548‐23‐0040 
e-mail�:�seisaku@city.makinohara.shizuoka.jp

榛原⽂化センター（３階会議室）

開催⽇及び各回のテーマ

５回のみ：総合健康福祉センターさざんか（1階ホール）
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