
 

定 例 記 者 懇 談 会 次 第 

令和４年８月30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 

◇ 令和４年９月市議会定例会 市長提出議案について        ………… 資料１ 

◇ 令和４年度一般会計補正予算案（第６号）の概要について    ………… 資料２ 

◇「お～いお茶杯第 63期王位戦７番勝負」第５局の開催について ………… 資料３ 

◇ 市内海水浴場の入込客数等について              ………… 資料４ 

 

３ 質疑応答 

 

４ 報道提供資料 

◇ 市 LINE公式アカウントの運用状況について          ………… 資料５ 

◇ ホストタウン推進事業（オリンピアン体操教室）の開催について ………… 資料６ 

◇「はじめての日本語教室」の開催について            ………… 資料７ 

◇ 牧之原市多目的体育館の工事安全祈願祭の開催について      ………… 資料８ 

 

５ 懇  談 

 

６ 閉  会  

次回記者懇談会 令和４年９月 29日（木）午後１時 15分～ 
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令和４年９月牧之原市議会定例会 市長提出議案について 

 

報告 １件  人事案件 ２件  決算認定 ７件  条例改正 ４件   

補正予算 ４件  その他  ３件  （合計２１件） 

 

報告第３号 専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めることに 

ついて） 

＜建設課＞ 

令和４年６月２７日に市道福岡天王森線において、横断側溝のグレーチングに生

じた隙間に相手自転車のタイヤが挟まり転倒し、打撲等の損害を与え、また、車両

へも損害を与えたことから、和解及び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第 

１８０条第１項の規定により、専決処分したので同条第２項の規定に基づき報告す

る。 

承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度牧之原市一般会計

補正予算（第５号）） 

                           ＜財政課＞ 

令和４年度の５回目の補正予算として編成したもので、７月に発生した豪雨災害

に対して緊急に措置すべき経費の追加により、歳入歳出それぞれ７，９６９万円を

増額し、補正後の予算総額を２１４億１，２７７万４千円とすることについて、議

会を招集し議決を求める時間的余裕がないことから、地方自治法第１７９条第１項

の規定により専決処分したので、同条第３項の規定に基づき報告し、承認を求める。

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

議案第３９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４年１０月１１日から４箇年となる。９月９日（本

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

議案第４０号 教育委員会委員の任命について 

＜教育総務課＞ 

本年１１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４年１１月１６日から４箇年となる。９月９日（本

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

 

定例記者懇談会 資料№１ 

令和４年８月 30 日 

総務部 総務課 

0548-23-0050 
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認定第１号 令和３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３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２３３億３，８５７万１，７９９円、歳出は    

２２２億１，５１１万７，６６７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１０億９，６９２万１３２円となった。 

【議決予定日：９月３０日】 

認定第２号 令和３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３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５２億４，９９９万７，０６３円、

歳出は５０億２，０３４万８，５７０円で、歳入歳出差引残額は２億２，９６４万

８，４９３円となった。              【議決予定日：９月３０日】 

認定第３号 令和３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３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５億２，３６６万２，２２８円、

歳出は５億２，３２３万７，０２８円で、歳入歳出差引残額は４２万５，２００円

となった。                    【議決予定日：９月３０日】 

認定第４号 令和３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３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４４億８，７７８万６，９０３円、歳出

は４２億９，９５４万９，２２２円で、歳入歳出差引残額は１億８，８２３万   

７，６８１円となった。              【議決予定日：９月３０日】 

認定第５号 令和３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３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。歳入歳出ともに９２４万５，８７９円となった。 

【議決予定日：９月３０日】 

認定第６号 令和３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３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１，３４４万１２８円、歳出は

１，１５８万１，９３９円で、歳入歳出差引残額は１８５万８，１８９円となった。 

【議決予定日：９月３０日】 
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議案第４１号 令和３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３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    

１，０２０万３８１円、支出決算額は９億７，３７７万９，７１６円で、消費税を

抜いた損益計算においては、６７０万７，９５０円の純利益となった。令和３年度

の未処分利益剰余金６７０万７，９５０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：９月３０日】 

議案第４２号 牧之原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

＜総務課＞ 

職員の育児休業等に関する人事院規則等の改正に準拠するため、育児休業の取得

回数制限の緩和等及び、非常勤職員の育児休業の取得の柔軟化に関する規定を整備

する等の改正を行う。               【議決予定日：９月３０日】 

議案第４３号 牧之原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

の一部を改正する条例 

＜デジタル推進課＞ 

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第１３条第１項の規定に基

づき、市の機関等に係る申請、届出その他の手続について、情報通信技術を利用す

る方法により行うことができよう改正を行う。    【議決予定日：９月３０日】 

議案第４４号 牧之原市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例の一部を改正

する条例 

＜都市住宅課＞ 

盛土等の規制強化を図るため、「静岡県盛土等の規制に関する条例」が施行され、

「静岡県土採取等規制条例」の規制対象が、切土・盛土から切土のみ対象となった。 

これに伴い、本条例の適用範囲として現行どおり盛土事業を対象とする必要が生じ

たため、条例の一部改正を行う。          【議決予定日：９月３０日】 

議案第４５号 牧之原市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

＜都市住宅課＞ 

犯罪被害者等基本法第１６条では、「犯罪等により従前の住居に居住することが

困難となった犯罪被害者等の居住の安定」を図るために「公営住宅への入居におけ

る特別な配慮」を行うこととされている。更には、令和４年３月に制定された牧之

原市犯罪被害者等支援条例第１０条においても、「犯罪等により従前の住居に居住

することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な施策を講ず

るものとする。」と定めていることから、犯罪被害者等の市営住宅への入居要件に

ついて改正を行う。                【議決予定日：９月３０日】 
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議案第４６号 令和４年度牧之原市一般会計補正予算（第６号）  

＜財政課＞ 

令和４年度の６回目の補正予算として編成するもので、オミクロン株に対応した

新型コロナウイルスワクチンの接種体制の確保、申請者の増による合併浄化槽設置

補助金の増額、「道の駅（仮）さかべ」に整備する地域振興施設の設計費や７月豪

雨による災害復旧費の計上、４月の人事異動に伴う人件費の組替え、普通交付税等

の決定による財政調整基金の繰入金の減額など、歳入歳出それぞれ３億    

４，５５９万１千円を増額し、補正後の予算総額を２１７億５，８３６万５千円と

するもの。                    【議決予定日：９月３０日】 

議案第４７号 令和４年度牧之原市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

＜国保年金課＞ 

今回の補正の主な内容は、令和３年度決算に伴う繰越金の増額と国・県の負担金

の精算に伴う償還金を増額するもので、歳入歳出ともに１７１万３千円を増額し、

補正後の予算総額を５０億７，２６８万２千円とするもの。 

【議決予定日：９月３０日】 

議案第４８号 令和４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３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等を増額するもので、歳入歳出ともに６，９５７万円を増

額し、補正後の予算総額を４５億４，９０７万６千円とするもの。 

【議決予定日：９月３０日】 

議案第４９号 第３次牧之原市総合計画基本構想について 

＜秘書政策課＞ 

令和５年度から令和１２年度までの８年間を計画期間とする、第３次牧之原市総

合計画基本構想について、牧之原市自治基本条例第１５条第１項の規定により、議

会の議決を求める。                【議決予定日：９月３０日】 

議案第５０号 牧之原市指定金融機関の指定について 

＜会計課＞ 

牧之原市指定金融機関は、令和２年４月１日よりスルガ銀行株式会社となってお

り、令和５年６月３０日で指定期間が満了となるため、令和５年７月１日から令和

８年６月３０日までの３年間、島田掛川信用金庫を指定金融機関とすることについ

て議決を求める。                 【議決予定日：９月３０日】 

議案第５１号 和解及び損害賠償の額を定めることについて 

＜学校教育課＞ 

市内中学校において平成２６年６月に発生した身体事故に関し、相手方との和解

及び損害賠償の額を決定したいため、地方自治法第９６条第１項第１２号及び   

第１３号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

【議決予定日：９月３０日】 
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【議会日程】 

 ９月 １日（木） 本会議 提案説明、総括質疑 

 ９月 ９日（金） 本会議 通告質疑－委員会付託、一部議案審議－採決 

   １３日（火） 本会議 一般質問 

１４日（水） 本会議 一般質問 

１５日（木） 本会議 一般質問 

２０日（火） 決算連合審査会 

２１日（水） 決算連合審査会 

２２日（木） 決算連合審査会 

   ２６日（月） 補正予算連合審査会、常任委員会（付託議案審査） 

   ３０日（金） 本会議 委員長報告－審議－採決  

 



令和４年度牧之原市一般会計補正予算案（第６号）の概要について 
 

 本予算は、令和４年度予算の６回目の補正である。補正の主な内容は、オミク

ロン株に対応した新型コロナウイルスワクチンの接種体制の確保、申請者の増

による合併浄化槽設置補助金の増額、「道の駅（仮）さかべ」に整備する地域振

興施設の設計費や７月豪雨による災害復旧費の計上、４月の人事異動に伴う人

件費の組替え、普通交付税等の決定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、３４５，５９１千円、率にして１．６％の増となった。 

 

１ 予算額 

 補正前予算  ２１，４１２，７７４千円 

 補 正 額     ３４５，５９１千円 

 補正後予算  ２１，７５８，３６５千円 

 

２ 補正予算の概要 

（１）歳入      ３４５，５９１千円 

  地方交付税 591,200千円 普通交付税 

  国庫支出金 174,820千円 感染症予防事業、災害復旧費、循 

  環型社会形成推進交付金ほか 

  県支出金 31,749千円 保育対策等促進事業、新型コロナ 

  ウイルス感染症緊急包括支援交 

  付金、災害復旧費ほか 

  繰入金 △419,081千円 財政調整基金繰入金ほか 

  市債 △34,900千円 臨時財政対策債、災害復旧債ほか 

  その他 1,803千円 地方特例交付金、寄附金 

 

（２）歳出      ３４５，５９１千円 

  広報費 237千円 自治体広報情報サービス導入 

  学校跡地利活用検討事業費 2,925千円 学校跡地利活用可能性調査ほか 

  高齢者福祉施設整備事業費 7,612千円 防災改修等支援補助金 

  感染症対策事業費 153,421千円 オミクロン株対応ワクチン接種 

  感染症自宅療養者支援費 3,777千円 自宅療養者食料支援 

  母子保健衛生事業費 2,835千円 特定不妊治療費助成 

  浄化槽推進費 30,154千円 浄化槽設置補助金 

  担い手支援事業費 6,531千円 経営発展支援補助金ほか 

  特産物振興事業費 10,000千円 道の駅(地域振興施設)設計 

  相良牧之原 IC北側整備費 10,000千円 排水路改修工事 

  組合立学校費 6,243千円 牧菊・御牧学校組合負担金 

  災害復旧費 70,755千円 ７月豪雨の災害復旧 

  予備費 14,000千円  

  その他 27,101千円 保育環境向上等補助金ほか 

定例記者懇談会 資料№２ 

令和４年８月 30日 

企画政策部財政課 

0548-23-0054 



定例記者懇談会 資料№３  

令和４年８月 30日 

教育文化部社会教育課 

0548-53-2646 

 
 
 

「お～いお茶杯第 63期王位戦７番勝負」第５局の開催について 
 

 

１ 趣旨 

「お～いお茶杯第 63期王位戦７番勝負」の第５局が、令和４年 9月５日（月）、６

日（火）に牧之原市の平田寺で開催されます。現在の対局状況は、藤井聡太王位が３

勝、挑戦者の豊島将之九段が１勝となり、藤井王位がタイトルに王手を掛けているこ

とから、第５局は決着局となる可能性があり、たいへん注目される対局となります。 

 

２ 概要 

名  称 「お～いお茶杯第 63期王位戦 7番勝負」第 5局 

開 催 日 令和４年９月５日（月）、６日（火）  

会  場 平田寺（牧之原市大江 459）  

時  間 １日目 午前９時～午後６時 

     ２日目 午前９時～対局終了まで 

 

３ 前夜祭および大盤解説会 

（１） 前夜祭 

  日 時：９月４日（日） 午後６時～ 

会 場：静波リゾートホテル・スウィングビーチ レストラン会場 

  備 考：関係者のみによる激励会で、一般募集は行いません。 

（２） 大盤解説会 

  日 時：９月６日（火） 午後２時～対局終了まで 

  会 場：牧之原市相良総合センターい～ら（牧之原市須々木 140） 

  定 員：50人 ※申込期間終了（８月 22日～８月 29日） 

  入場料：一般 2,000円 記念扇子付 4,500円 

  解説役：千葉幸生 七段（第５局 副立会人） 

  聞き手：未定 

 

  ※報道各社の取材については、会場の広さなどから規制がかかる可能性があるた

め、後日、主催者から案内があります。 

 

４ 対局中の「勝負メシ」について 

 RIDE ON MAKINOHARA 地場産品活用「勝負メシ」プロジェクトに応募されたランチ

12種、スイーツ８種に、対局者からの要望の品を加えて、藤井王位と豊島九段に食し

ていただくメニューとして提供します。 
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令和４年度 牧之原市海水浴場の入込客数等について 

 
 

  本年の海水浴場の開設も、昨年度と同じように例年より約 2週間遅い 7月 15日からの

運営となりました。開設当初は天候に恵まれず、入込客数が伸び悩みましたが、次第に

回復し、期間を通しては昨年を上回る来場者が見られました。しかし、コロナ前の来場

者数からすると下回る結果となりました。 

  また、開設直後の７月 17 日には、ライフセーバーの監視業務時間外ではありますが、

外国人来場者の死亡事故が発生し、静波海水浴場では平成 11年に事故発生以来の死亡事

故となりました。 

この事故を受け、午後５時には海から上がるように誘導することを徹底し、監視時間

が終了することと併せて場内アナウンスで呼び掛け、これに英語及びポルトガル語での

アナウンスを追加しました。また、監視時間の表示追加や駐車場閉鎖時間を多言語表記

したり、多言語チラシを外国人来場者に配布したりし、監視体制の強化を実施しました。 

さがらサンビーチでは、本年は海の家が出店されなかったため、牧之原市商工会と協

力し「さがらサンビーチサマーマルシェ」を企画し、キッチンカーなどによる飲食物販等

を実施。毎週末と祝日に開催し、賑わいづくりを図りました。 

 

1.【海水浴場入込客数（８月 29日速報値）】 

（単位：千人）

海水浴場 令和4年度 令和3年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度

静波海水浴場 102 68 142 318 325

　前年比 150.0% 47.9% 44.7% 97.8% 83.3%

　令和元年比 71.8% ― ― ― ―

さがらサンビーチ 25 17 55 121 133

　前年比 147.1% 30.9% 45.5% 91.0% 76.0%

　令和元年比 45.5% ― ― ― ―

合計 127 85 197 439 458

　前年比 149.4% 43.1% 44.9% 95.9% 81.1%

　令和元年比 64.5% ― ― ― ―  

※令和 2年度は海水浴場の開設なし 

 

 

 

 



（1）令和４年の海水浴場開設期間（静波・さがら） 

  令和４年 7月 15日（金）～８月 31日（水） 48日間 

 

（2）令和元年の海水浴場開設期間 

静波海水浴場   令和元年 6月 30日（日）～８月 31日（土） 63日間 

さがらサンビーチ 令和元年 7月 １日（月）～８月 31日（土） 62日間 

  ※入込数は、上記表のとおり 

 

（3）令和 4年の開設時期と令和元年の同時期との比較 

対象期間 

令和４年  令和 4年 7月 15日（金）～8月 31日（水） 48日間 

令和元年  令和元年 7月 19日（金）～8月 31日（土） 44日間 

 令和元年の状況      対象期間の入込客数   18万６千人 

              静波海水浴場      13万６千人 

              さがらサンビーチ    ５万人 

 

 

2.【期間中遊泳状況】※（ ）は昨年数 開設期間は 48日  ※ 同日状況変更あり。 

静波海水浴場 42日 (25日) 6日 (7日) 2日 (3日) 3日 (17日)

さがらサンビーチ 43日 (24日) 4日 (8日) 2日 (1日) 3日 (17日)

海水浴場 遊泳禁止遊泳危険遊泳注意遊泳可

 

 

 

3.【入込客数推移の要因】 

①  梅雨明けは６月 27日と平年より早かったが、海水浴場開設当初は天気に恵まれ

ず、入込客数は伸び悩んだ。 

② お盆時期の台風８号接近により、週末に遊泳禁止となったため入込客数に影響を

与えた。 

③ 本年は、コロナ感染による行動制限はなかったため、前年度に比べ入込客数は回

復傾向にあったが、令和元年と比較すると約 4割ほど減少している。これは、コロ

ナ感染者数の高止まり傾向もあり、自主的な外出控えが生じていたことが要因の一

つと推測される。  

④ さがらサンビーチサマーマルシェは、海水浴場開設期間中、土日祝日の 15日間、

延べ 65 店舗の出店があった。市公式 LINE でその週の出店情報を発信するなどし、

賑わいづくりに努めた。 

 





 

牧之原市 LINE 公式アカウントの運用状況について 

 
 令和２年２月 17 日に運用開始した「牧之原市 LINE 公式アカウント」では、新型コロナワクチン

情報や災害情報、同報無線の放送内容などを随時発信しているほか、プレミアム商品券やデジタル

クーポンなどのお得な事業を実施しています。 

また、受信設定により必要な情報のみを受け取れる「セグメント配信」、道路の穴や漏水、鳥獣の

目撃情報などを写真や位置情報などで市に通報できる「市民レポート」など便利な機能も備わって

います。 

 

１ 友だちの数と推移・内訳 

 ■友だち（登録者）の数：20,810 人（令和４年８月 29日現在） 

  ・本年７月までは、月 100～150 人増程度で推移。 

・８月から、プレミアム商品券及びデジタルクーポン事業の告知開始。 

８月１日時点で「18,968人」だった友だち数が、１カ月弱で約２千人増となった。 

・プレミアム商品券の折込チラシが入った８月７日には、１日に約 100人増。 

・デジタルクーポン事業を開始した８月 18日前後には、１日 100～150人増で推移。 

 ■内訳 

  【居住地別】市内 90％、市外 10％ 【性別】女性 56.1％、男性 43.8％、不明 0.1％ 

   

２ 市民レポート機能の状況 

 ■令和４年度の通報受付状況（８月 29日現在・48件） 

  ①道路の穴や破損…23件   ②側溝のふたの破損…６件 

  ③道路構造物の破損…２件   ④道路での漏水…５件 

  ⑤サルやイノシシ、シカの目撃情報…６件   ⑥道路での動物の死骸…６件 

  ※①②③は建設課、④は水道課、⑤は農林水産課、⑥は環境課が対応。 

 ■通報受付後の対応状況（建設課の例） 

   通報を受け付けると、建設課職員にメールで通知され、職員が現場を確認し対応方法を検討

している。写真と位置情報が把握できるため、速やかな対応が可能。道路の穴埋めや道路施設の

破損等の軽微なものは、業者に依頼し補修している。通報者には、LINE 上で対応状況を返信し

ている。 

 

３ 市ホームページへの誘導と閲覧数 

  LINEによる情報発信は、基本的に 

市ホームページに誘導する形をとって 

おり、ホームページの閲覧数上位記事 

は、LINEで誘導した記事が多い。 

ホームページの閲覧数は毎年伸びて 

おり、LINEによる誘導が一定の効果を 

発揮していると考えられる。 

 

  ※2022年度は８月 29日現在（約５カ月分）。 
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2020 東京五輪・パラリンピックホストタウン交流事業 

「オリンピアン 寺本明日香」ふれあい体操講演会について 

                             
１ 概要 
  当市は、2020 東京五輪・パラリンピックのサーフィン競技におけるアメリカ合衆国・
中華人民共和国のホストタウンであり、両国とのスポーツや文化交流等を通じ地域のグロ
ーバル化及び活性化を推進する「ホストタウン交流事業」に取り組んでいる。事業の一環
として「オリンピアン」を招聘し、2020 東京五輪・パラリンピックのレガシー継続に向
けた機運醸成を図る。なお、この事業については榛原中学で例年実施している「こころざ
し講話」に併せて開催する。 

 
２ 趣   旨 

子どもたちとオリンピアンがふれ合うことで、子どもたちにスポーツの楽しさや厳しさ
を伝えると共に、子どもたちが将来の夢や目標を描くことができるよう応援する。 

 
３ 事業名 
  「オリンピアン 寺本明日香」ふれあい体操講演会 
 
４ 講師 
  寺本 明日香（てらもと あすか）さん 

2012年ロンドンオリンピックで体操日本代表に選出。団体総合では、ただ1人全４種 目
に出場し、北京オリンピックに続く８位入賞に貢献。さらに個人総合でも 11 位に入る
ほどの活躍を見せた。2016年リオデジャネイロオリンピック代表に選出。団体総合では、
メダル獲得にあと一歩と迫る４位入賞に大きく貢献。個人総合でも８位入賞を果たすな
ど活躍した。世界選手権も６度の出場を果たし、10年間日本のトップ選手として活躍し
た。 

 
５ コーディネーター 
  久保 賢志 氏（至学館大学健康科学部健康スポーツ科学科 助教） 
 
６ 開催日 
  令和４年９月５日（月）13:30～14:30（約１時間） 
 
７ 会場 
  榛原中学校体育館 
 
８ 対象 
  榛原中学校生徒 

３年生 180人（体育館） / その他（学校内放送）校内配信 
 
９ 形式 
 〈対談形式による講演会〉 
  寺本さんおよびファシリテーター久保氏による対談形式の講演会。 

ロンドン、リオ五輪に２大会連続して出場した寺本選手の経験談や、競技生活を送るう 
えで大切にしてきた「夢を叶えるために変えなければならない３つの行動」などを紹介す 
る。また平均台を想定した演技の披露などを行い、体操競技の魅力を伝える。 

 
10 問 合 せ 
   牧之原市企画政策部情報交流課 大石・粂田   

℡0548-23-0040 fax0548-23-0059 Mail：seisaku@city.makinohara.shizuoka.jp 
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 令和４年度 「はじめての日本語教室」について 

              

１ 事 業 概 要 ９月から外国籍住民に向けて、「はじめての日本語教室」を開催します。 

         外国人国籍の住民には、「日本語がわからない」、「地域の活動に参加で

できない」、「ごみの出し方がわからない」などの日常生活に問題を抱え

ている人が存在します。 

         日本人と外国籍の住民がともに安心して暮らすことができるように、

「はじめての日本語教室」を実施します。 

         当日本語教室では、対話交流型を主な授業体系とし、日常生活で必要な

日本語を学びます。また、体験型の授業も予定しており、消防署見学等

を予定しております。 

 

２ 目    的 ・交流し、互いの文化や習慣を学びあえる場 

・日常生活や防災等に必要な情報を伝えられる場 

・日本人に慣れ、日本語を楽しんで学ぶための場、機会づくり 

 

３ 期    間 令和４年９月 11日（日）～11月 27日（日）（全 11回） 

 

４ 日    時 毎週日曜日 午前９時 30分から午前 11時 30分まで 

         ＊11月 13日（日）はお休み 

 

５ 会    場 榛原文化センター３階大会議室 / 牧之原市役所榛原庁舎４階会議室 

 

６ 応 募 状 況 学習者 53名（ブラジル国籍、フィピン国籍、ペルー国籍） 

サポーター 26名 

※学習者については、定員 25 名を上回る状況のため、初回時に能力判

定実施し、対象者を決定します。 

 

７ 内 容 対話交流型：自己紹介、食べ物、病気、年間行事、買い物 

         体験型授業：ゴミの出し方、消防署見学 

 

８ サポーター養成講座 サポーターの役割等について、学習する「サポーター養成講座」を９月

３日（土）９：00～11：30に榛原文化センター３階大会議室で開催しま

す。 

９ 問い合わせ 牧之原市役所企画政策部 情報交流課（道野） 

         ℡:0548(23)0040 fax:0548(23)0059  

mail:seisaku@city.makinohara.shizuoka.jp 



Quando?

Taxa do 
curso

Quem pode 
participar?

Como
participar?

Onde?

Pessoas acima de 16 anos de idade que moram ou trabalham em 
Makinohara e q u e  têm dificuldades na vida cotidiana sem saber 
japonês.
*Os alunos são selecionados após um teste de ver i f icação de nível de l íngua
japonesa na primeria alua.  Part ic ipe na primeria alua sem falta ,por favor.

Aos domingos, de setembro de 2022 até novembro de
2022 . A partir da 9:30hr até 11:30hr da manhã.

C e n t r o    C u r u t u a l   H a i b a r a  ( 1 0 2 4 -3  S h i z u n a m i  , M a k i n o h a r a – s h i )
P r e f e it u r a   d e   M a k in o h a r a  ( 4 4 7 –1   S h iz u n a m i ,  M a k in o h a r a –s h i)

Grátis

Divisão de intercâmbio de informações, Prefeitura de Makinohara Pessoa responsável:Michino

Prazo de 
inscrição Até １de setembro de 2022.

Por telefone ou on- line

Tel: Makinohalab 090 -6119 -2 0 7 3
Nós falamos português e inglês
(De 2a A 6a feira, das 9h ás 17h/Se não puder
atender sua chamada, nós chamaremos de volta 
ou mandaremos uma mensagem por WhatApp)

Internet: acesso via QR code

ポルトガル語

"Primeira Classe Japonesa"
Vamos nos divertir aprendendo Japonês♪

Ofereceremos aulas de japonês para aqueles que não
entendem japonês. Vamos nos divertir estudando japonês 
baseado na nossa vida diária.

令和４年度「地域⽇本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活⽤
静岡県地域⽇本語教育体制構築事業

Google forms para se inscrever



 

牧之原市多目的体育館の工事安全祈願祭の開催について 
（牧之原市教育文化部スポーツ推進課） 

 

１ 牧之原市多目的体育館の工事安全祈願祭について 

  本年 10月から仮設工事に着手するため、以下のとおり工事安全祈願祭が開催されます。 

   日時：令和４年９月 28日（水） 午前 11時～ 

   場所：多目的体育館建設現場（牧之原市須々木 154番地１） 

   来賓：市長、副市長、教育長、衆議院議員、参議院議員、県議会議員、市議会議員 

      自治会地区長会、地元区長、スポーツ推進審議会 など 

   主催：佐藤工業グループ（施工事業者） 

 

２ 牧之原市多目的体育館について 

（１）整備の目的 
 ・今回の多目的体育館整備の発端は、ＰＡＺ圏内（浜岡原子力発電所から概ね半径５ｋｍ

圏内）の要配慮者等約 250人を屋内退避させる施設の整備が必要となりました。 

・市では平成 29年度にスポーツ推進計画を策定し、その施策の一つとして「スポーツ施設

整備・機能強化」を掲げ、スポーツ施設の整備を進めていく方向性を打ち出しました。 

・市スポーツ推進計画の目標である「スポーツで健康なまちづくり」という理念のもと、

スポーツを「する」「みる」「ささえる」を実現するため、平常時は市民の交流拠点等と

して活用し、災害時には市の防災拠点として施設整備を取り組むものであります。 

 

（２）整備箇所 

 

相良総合センターい～ら 

あおぞら保育園 

相良Ｂ＆Ｇ海洋センター 

相良地区放射線防護施設 

（サーボ） 

牧之原市多目的体育館 

防災広場・駐車場 

令和４年 8 月 30 日  

定例記者懇談会 資料８ 



 

（３）事業者の選定方法等 

 ・防災拠点の整備という観点から、スムーズに整備するため、公募型プロポーザル（企画

提案型）方式による事業者を選定することとしました。 

・また、民間の自由な発想を施設整備に活かし、最先端のノウハウを使い、基本コンセプ

トや意見結果を満たす提案をいただくため、市では初めて「設計・施工一括発注方式（デ

ザイン・ビルド方式）」による整備方法としました。 

 

（４）契約内容 

① 契約金額 ２,４７２,８００,０００円【消費税込み】 

（令和３年度～令和５年度の債務負担行為を設定） 

② 契約の相手先 

    佐藤工業グループ 

        グループ代表  佐藤工業（株）静岡営業所【静岡市】 

           構成員  （株）鈴木土建【牧之原市】 

           構成員  （株）環境デザイン研究所【東京都】 

           構成員  （株）高橋茂弥建築設計事務所【静岡市】 

 

（５）整備スケジュール（予定） 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

設計 

 

 

 

 

施工  

  

 

（６）施設概要 

 ・鉄筋コンクリート造２階建て（屋根部分：鉄骨造） 

 ・建築面積：３,８８４㎡   

・延べ面積：５,６１７㎡ 

 

脱炭素・環境に配慮した施設 

  2021年１月に市は「ゼロカーボンシティ」を宣言し、2050年までに二酸化炭素の実質排

出量ゼロを目指しています。 

今回の体育館は、エネルギー消費量を実質ゼロとする ZEB（「ゼブ」ネット・ゼロ・エネ

ルギー・ビルの略）の認証を取得するように計画しています。 

今回の体育館では断熱性能の向上、高効率の空調・換気設備の導入、太陽光発電機器と

蓄電池設備の導入などにより、エネルギー消費量を従来の建物と比べて 75％以上削減する

「Nearly ZEB」（ニアリーゼブ）の認証取得に取り組んでいます。 

なお、体育館での ZEBの認証取得は、県内初の事例となります。 

基本設計 

（10 月～3 月） 

実施設計 

（4 月～10 月） 

６か月 ７か月 

施工（R4 年 10 月 ～ R6 年 3 月） 

18か月 現時点 



 

 

 

 

（７）整備予定の諸室 

ス
ポ
ー
ツ
施
設 

名称 概要 概算面積 

メインフロア バスケットコート２面の広さ 2,014 ㎡ 

トレーニングルーム トレーニングマシンを配置 195 ㎡ 

多目的ルーム 可動式間仕切壁を設置・壁面に鏡張 80 ㎡ 

会議室・研修室 可動式間仕切壁を設置（防音・防振） 123 ㎡ 

キッズルーム 授乳室やキッズトイレなどを設置 42 ㎡ 

更衣室 ６室（シャワー室も１更衣室に２室ずつ設置） 

観覧席（常設） ２階に設置（席数：532 席） 

※メインフロアなど全室冷暖房を完備します。 

※２階にはランニングウォーキングコース（約 160ｍ）を設置します。 

防
災
施
設 

名称 概要 面積 

防災備蓄庫 250 人が７日間避難を想定  59 ㎡ 

浄化装置機械室 エアシェルターなどの格納 50 ㎡ 

※放射線防護施設（エアシェルター）も整備します。 



 

（８）計画平面図等 

 

 

 

 

１階平面図 

２階平面図 



 

 

 

 

外観パース図 

鳥瞰パース図 
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