
定 例 記 者 懇 談 会 次 第 

令和４年10月28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 

◇  ホストタウン交流事業 カリッサ・ムーア選手の来訪について  ………… 資料１ 

  

◇  園内の安全管理研修会の開催について             ………… 資料２ 

      

３ 質疑応答 

 

４ 報道提供資料 

◇  デマンド乗合タクシー「ほそえ号」、「しずなみ・かわさき号」の出発式について  ………… 資料３ 

◇ 静岡まきのはらロケ地マップの作成について            ………… 資料４ 

  ◇ 日本茶インストラクター派遣による「お茶の淹れ方教室」の開催について    ………… 資料５ 

◇ 避難体験講座「さ～！ぼうさい体験会！」を開催について    ………… 資料６ 

◇  アースランチフェスティバルの開催について           ………… 資料７ 

◇  市史料館企画展「続々・まきのはらを築いた人々」の開催について      ………… 資料８

◇ 宮下遺跡発掘調査体験学習について              ………… 資料９ 

◇ 勝間田城趾５４６年祭限定版 御城印

ごじょういん

の販売について      ………… 資料 10 

 

５ 懇  談 

 

６ 閉  会  

次回記者懇談会 令和４年 11月 24日（木）午後１時 15分～ 



20221028 定例記者懇談会 資料№１ 

 ホストタウン交流事業 カリッサ・ムーア選手の来訪について 

                （牧之原市役所企画政策部情報交流課） 

１ 事業概要 

   2020 東京五輪サーフィン競技において、当市で事前合宿を行った USA サーフィンチ

ーム「カリッサ・ムーア選手」が金メダルに輝きました。 

彼女が事前合宿を終え、決戦の地へ向かう際、『私たちは牧之原が大好きです。ビーチ

は美しくて、皆さんとても優しかったです。牧之原に戻る日を楽しみにしています』と

言った日本語スピーチは大きな話題になりました。 

そのメッセージのとおり、大会から約１年が経過した今月 31日（月）から４泊５日の

日程で当市を訪れることになりました。 

滞在中は、子ども達とのサーフトレーニングの他、事前合宿時は実施できなかった小

学校訪問や日本文化体験などにより、市民との交流を深めることになっています。 

 

２ 日  時  令和４年 10月 31日（月）～11月４日（金）４泊５日 

＊10月 28 日（金）～30日（日）は、ホストタウンで連携する下田市を訪れます。 

 

３ 来 訪 者    カリッサ・ムーア（2020東京五輪金メダリスト） 

        カイ・クシュナー（USAサーフィン代表選手）ほか２名 計４名 

 

４ 宿  泊  静波リゾートホテル・スウィングビーチ（牧之原市静波 2228-43） 

 

５ 主な日程  10月 31日（月） 19:00 牧之原市到着・宿泊 

        11月 0１日（火） 8:00 サーフトレーニング（NSAジュニア合同合宿） 

        11月 01日（火） 10:30 牧之原市長表敬訪問 

   1     1月 03日（木）  12:00 歓迎交流会＆障がい者就労支援事業所訪問 

   11 月  11月 01日（火） 15:00 サーフ交流（相良高校サーフィンサークル等） 

 11月 2２日（水） 8:00 サーフトレーニング（NSAジュニア合同合宿） 

 11月 01日（水） 11:00 勝間田小学校訪問（侍ソーラン披露等） 

      11月 01日（火） 15:00 サーフ交流（相良高校サーフィンサークル等） 

        11月 ３日（木）  15:00 サーフ交流（相良高校サーフィンサークル及び下田中学校サーフィン部） 

 11月 01日（火） 19:00 モア・アロハ交流会（welcome花火、フラダンス） 

   11        ４日（金）  13:30 牧之原市出発（羽田空港へ） 

        ＊詳細な日程は、現在調整中です。上記についても変更になる場合があります。 

 

６ 問 合 せ  牧之原市役所情報交流課 大石・粂田  

℡0548（23）0040  Mail：seisaku@city.makinohara.shizuoka.jp  



定例記者懇談会 資料２ 

 報道機関への情報提供資料（牧之原市） 令和４年 10月 28日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

園内の安全管理研修会の開催について 

問い合わせ先 

 福祉子ども部子ども子育て課 

 担当：前田 

 電話：0548-23-0075（直通） 

日 時 令和４年 11月７日（月）午後５時 15分から午後７時 00分まで 

場 所  牧之原市坂部区民センター（牧之原市坂部 508-1） 

主 催 者 

又は担当課 
 子ども子育て課 

（内容） 

市では、市内の幼保連携型認定こども園「川崎幼稚園」におけるバス置き去り死亡

事案（令和４年９月５日発生）を受け、このような事故を二度と起こさないよう安心

安全の教育・保育に取り組んでいます。 

今回、その一環として、市内の幼児教育・保育施設に勤務する職員全員を対象に安

全管理に関する研修会を開催します。 

研修会では、これまで以上に高い知識と意識をもって教育・保育にあたることを目

指します。 

記 

 

１ 開催日 令和４年 11月７日（月）午後５時 15分～午後７時 00分 

 

２ 会 場 坂部区民センター 多目的ホール  

 

３ 講 師 木宮 敬信 氏（常葉大学教育学部教授） 

 

４ 対象者 市内教育・保育施設勤務の保育教諭・保育士等（参加予定：159名） 

 

５ 研修内容 園内の安全管理について 

 

６ その他 駐車場を確保させていただきます。（４～５台分） 

 

（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№３  

令和４年 10月 28日 

企画政策部 地域振興課 

電話 0548-23-0053 
 

デマンド乗合タクシー「ほそえ号」「しずなみ・かわさき号」の出発式について  

ほそえ号、しずなみ・かわさき号の新規導入にあたり、地域と一体となった機運醸

成を図るため、地元関係者とともに運行開始を祝う出発式を開催する。 

 

【ほそえ号】 

 概要 

 運行形態：タクシー会社へ委託 

 運行曜日：火曜日・木曜日 １日８便 

 目 的 地：市内（主に榛原地区市街地） 

 会員登録者数：54人 ＊10月 27日現在 

 出発式 

日 時：令和４年 11月１日（火）午前８時 00分から午前８時 20分まで 

会 場：細江コミュニティセンター 牧之原市細江 1106-1（雨天は建物内） 

出席者：市長、市議会議員、地区協議会役員、タクシー事業者（東海タクシー） 

 

【しずなみ・かわさき号】 

概要 

 運行形態：タクシー会社へ委託 

 運行曜日：月曜日・金曜日 １日８便 

 目 的 地：市内（主に榛原地区市街地） 

 会員登録者数：69人 ＊10月 27日現在 

 出発式 

 日 時：令和４年 11月４日（金）午前８時 00分から午前８時 20分まで 

 会 場：牧之原市役所榛原庁舎北駐車場（雨天は就業改善センター３階研修室） 

 出席者：市長、市議会議員、地区協議会役員、タクシー事業者（東海タクシー） 

 

【出発式内容】 

1. 開式 

2. 市長あいさつ 

3. 区長あいさつ 

4. 事業者あいさつ 

5. 花束贈呈（区長 → タクシー事業者） 

6. 出発 見送り 

7. 閉式 



細江地区デマンド（予約型）乗合タクシー

☆利用方法☆

★自宅に戻る場合

電話で予約⇒特定施設で乗車⇒ 乗合で順番に移動⇒自宅で降車

②迎えにきた車両に乗車
※乗車時に会員証を提示してください。

※予約の状況に応じて、お迎えの時間が遅くなる

場合があります。

④目的地（特定施設）で降車
※降車の際に料金を支払います。

③乗合で順番に移動
※予約の状況に応じて、運行ルートが変わります。

※予約の状況に応じて、お迎えの時間が遅くなる

場合があります。

お伝えいただくこと
①ご利用者の会員番号、名前

②利用したい日と利用する便の時刻

③迎えに行く場所と特定施設の場所

※利用時刻の30分前までに予約してください。

☆運行の決まり☆

会員番号○番の細江 一郎です。

ほそえ号の○時の便で、△△から

□□までお願いします。

東海タクシー

①電話で予約する ※予約時間に要注意

東海タクシー㈱ 22-0288

●利用できる方 細江地区にお住まいで、次に該当する方のうち、会員登録をされた方

※ご自分で乗車・降車ができる方、又は付添人の介添えにより乗車・降車ができる方に限ります。

●運行日 火曜日と木曜日 ※祝日、年末年始は運休

●運行経路 自宅から特定施設

※乗合の場合は、他の利用者のお宅を経由します。
.

●運行時刻 裏面をご覧ください。

●料 金 一回 ２５０円（細江地区内の移動） ３５０円（静波・川崎地区へ）

５００円（坂部・牧之原・片浜地区へ） ７００円（相良地区へ）

1，000円（子生れ温泉）

付添者は無料（登録が必要です）

●特定施設 牧之原市内の施設（詳しくは、裏面をご覧ください。）

①７５歳以上の高齢者 ②自動車運転免許をもっていない方（学生を除く）

③障がい者手帳をお持ちの方 ④要介護、要支援者に認定されている方

⑤妊婦 ⑥市長が認めた者

「ほそえ号」とは、細江区に

お住まいの方が、定額料金で、

自宅から特定施設まで移動でき

る乗合タクシーです。

ほそえ号

ほそえ号 ほそえ号

令和4年11月 運行開始！



区域 地　区

川　崎

片浜地区
500円

片　浜

牧之原

相良地区
700円

相良

子生れ温泉

1,000円
萩間

市街地
350円

病院等

区域内
250円

病院等
田形内科医院、
あかほりクリニック

市街地外
500円

坂部

スーパー

公共施設

細　江

静　波

病院等

スーパー

公共施設

金融機関

区　分 施　設　名

（～9：45） （～10：45） （～11：45）

５　便

(～8：45）

11:30

８　便

（～14：45） （～16：15） （～17：15）

17:00

３　便２　便 ４　便

７　便

10:30

16:0014:30

病院等
榛原総合病院、石井眼科医院、玉井整形外科医院、藤本クリニック、
榎田歯科医院、おおい歯科クリニック、みどり歯科、
メンタルクリニックゆうゆう

施
設
間
の
移
動
が
可
能
な
地
域

（
例
　
病
院
か
ら
ス
ー
パ
ー

）

佐故医院、石井内科皮膚科医院、高木内科医院、ねぎクリニック、
黒木歯科医院、柴田歯科医院、辻歯科医院

バロー静波店、アルト静波店

市役所榛原庁舎、総合健康福祉センターさざんか、老人福祉センター、
物産センター、静波海岸入口（バス停）

静岡銀行榛原支店、スルガ銀行榛原支店、ハイナン農協本店、
島田掛川信用金庫榛原支店、郵便局（榛原、榛原静波）

佐故歯科医院

金融機関

ドン・キホーテ榛原店、カネハチ榛原店、ＫＯマート ファンモール店、
ほうせん館

細江コミュニティセンター、牧之原警察署

しずおか焼津信用金庫榛原支店、静岡労働金庫榛南支店、榛原細江簡
易郵便局、島田掛川信用金庫（細江支店・榛原東支店）、
ハイナン農協榛原支店

お迎えの時間

１　便

8:30

(～13：15）

公共施設 さがら子生れ温泉会館 

病院等 ひろみち歯科

公共施設 富士山静岡空港

病院等 はいばらクリニック

公共施設
市役所相良庁舎、相良総合センターい～ら、図書交流館いこっと、
相良本通（バス停）

13:00

9:30

６　便

☆運行時刻☆

※運行時刻は、１人目をお迎えに行く時間となりますので、ご注意ください。

※運行状況により、到着時間が変動しますので、余裕を持ってご利用ください。

☆特定施設☆

☆会員登録☆
ご利用希望の方は、「会員登録票」を牧之原市地域振興課まで、ご提出ください。

・会員登録票の提出は、郵送、ＦＡＸ（会員登録票、

利用可能である者を示す書類を添付）又は直接

お持ちください。

・確認後、会員証をご自宅へ郵送します。

・登録に要する費用は、無料です。

牧之原市企画政策部 地域振興課 空港交通係

〒421-0495 牧之原市静波447-1 榛原庁舎５階

電話 0548-23-0053 ＦＡＸ 0548-23-0059

☆電話予約☆ 東海タクシー㈱ ☎0548-22-0288
・ご利用希望の方は、利用したい便の３０分前までに予約をお願いします。

※１０日前から予約できます。当日の予約は、朝７時から予約できます。

※ただし、８：３０の便を利用する場合は、前日の２０時までに予約をお願いします。

※付添者を登録されている方は、予約の際に付添者も同乗する旨をお伝えください。

・帰りの便も同時に予約することができます。

・車いすでの利用を希望される方は、利用日の３日前までに、東海タクシーに相談してください。

予約時にお伝えいただくこと

①会員番号 ②お名前 ③利用日 ④利用したい便 ⑤乗車場所 ⑥降車場所

★登録者、利用者特典★

① 登録すると「お試し乗車券（無料）」を

２枚プレゼント

② １０回利用ごとに無料乗車券を１枚プ

レゼント

③ 運転免許証を返納すると無料乗車券

を１２枚プレゼント（市運転免許自主返納

支援事業の対象の方に限る）

施設から施設への移動にも使用できます

例１ 細江の施設 → 細江の施設・・・250円

例２ 細江の施設 → 静波・川崎の施設・・・350円

例３ 静波・川崎の施設 → 静波・川崎の施設・・・250円



静波区・川崎区デマンド（予約型）乗合タクシー

☆利用方法☆

★自宅に戻る場合

電話で予約⇒特定施設で乗車⇒ 乗合で順番に移動⇒自宅で降車

②迎えにきた車両に乗車
※乗車時に会員証を提示してください。

※予約の状況に応じて、お迎えの時間が遅くなる

場合があります。

④目的地（特定施設）で降車
※降車の際に料金を支払います。

③乗合で順番に移動
※予約の状況に応じて、運行ルートが変わります。

※予約の状況に応じて、お迎えの時間が遅くなる

場合があります。

お伝えいただくこと
①ご利用者の会員番号、名前

②利用したい日と利用する便の時刻

③迎えに行く場所と特定施設の場所

※利用時刻の30分前までに予約してください。

☆運行の決まり☆

会員番号○番の川崎 太郎です。

しずなみ・かわさき号の○時の便で、

△△から□□までお願いします。

東海タクシー

①電話で予約する ※予約時間に要注意

東海タクシー㈱ 22-0288

●利用できる方 静波・川崎区にお住まいで、次に該当する方のうち、会員登録をされた方

※ご自分で乗車・降車ができる方、又は付添人の介添えにより乗車・降車ができる方に限ります。

●運行日 月曜日と金曜日 ※祝日、年末年始は運休

●運行経路 自宅から特定施設

※乗合の場合は、他の利用者のお宅を経由します。

●運行時刻 裏面をご覧ください。

●料 金 一回 ２５０円（静波・川崎地区内の移動） ３５０円（細江地区へ）

３５０円（片浜地区へ） ５００円（坂部・牧之原地区へ）

６００円（相良地区へ）1，000円（子生れ温泉）

付添者は無料（登録が必要です）

●特定施設 牧之原市内の施設（詳しくは、裏面をご覧ください。）

①７５歳以上の高齢者 ②自動車運転免許をもっていない方（学生を除く）

③障がい者手帳をお持ちの方 ④要介護、要支援者に認定されている方

⑤妊婦 ⑥市長が認めた者

「しずなみ・かわさき号」と

は、静波・川崎区にお住まいの方が、

定額料金で、自宅から特定施設ま

で移動できる乗合タクシーです。

令和4年11月 運行開始！

しずなみ・かわさき号

しずなみ・かわさき号 しずなみ・かわさき号



区域 地　区

片浜地区
350円

片　浜

牧之原

相良地区
600円

相良

子生れ温泉

1,000円
萩間 公共施設 さがら子生れ温泉会館 

病院等 ひろみち歯科

公共施設 富士山静岡空港

病院等 はいばらクリニック

公共施設
市役所相良庁舎、
相良総合センターい～ら、図書交流館いこっと、相良本通（バス停）

３　便

７　便

10:30

16:0014:30

２　便 ４　便

病院等

１　便

8:30

(～13：15）

お迎えの時間

区　分 施　設　名

（～14：45） （～16：15） （～17：15）

11:30

８　便

17:0013:00

9:30

６　便

（～11：45）（～9：45） （～10：45）

５　便

(～8：45）

市街地
350円

病院等 田形内科医院、あかほりクリニック

榛原総合病院、石井眼科医院、玉井整形外科医院、藤本クリニック、
榎田歯科医院、おおい歯科クリニック、みどり歯科、
メンタルクリニックゆうゆう
ドン・キホーテ榛原店、カネハチ榛原店、ＫＯマート ファンモール店、
ほうせん館
牧之原警察署

しずおか焼津信用金庫榛原支店、静岡労働金庫榛南支店、榛原細江簡
易郵便局、島田掛川信用金庫（細江支店・榛原東支店）、ハイナン農協
榛原支店

施
設
間
の
移
動
が
可
能
な
地
域

（
例
　
病
院
か
ら
ス
ー
パ
ー

）

佐故医院、石井内科皮膚科医院、高木内科医院、ねぎクリニック、
黒木歯科医院、柴田歯科医院、辻歯科医院

バロー静波店、アルト静波店

市役所榛原庁舎、総合健康福祉センターさざんか、老人福祉センター、
物産センター、静波海岸入口（バス停）、静波コミュニティ防災センター

静岡銀行榛原支店、スルガ銀行榛原支店、ハイナン農協本店、
島田掛川信用金庫榛原支店、郵便局（榛原、榛原静波）

佐故歯科医院

区域内
250円

川崎コミュニティ防災センター

市街地外
500円

坂部

スーパー

公共施設
静　波

病院等

細　江

病院等

スーパー

公共施設

金融機関

金融機関

川　崎
公共施設

☆運行時刻☆

※運行時刻は、１人目をお迎えに行く時間となりますので、ご注意ください。

※運行状況により、到着時間が変動しますので、余裕を持ってご利用ください。

☆特定施設☆

☆会員登録☆
ご利用希望の方は、「会員登録票」を牧之原市地域振興課まで、ご提出ください。

・会員登録票の提出は、郵送、ＦＡＸ（会員登録票、

利用可能である者を示す書類を添付）又は直接

お持ちください。

・確認後、会員証をご自宅へ郵送します。

・登録に要する費用は、無料です。

牧之原市企画政策部 地域振興課 空港交通係

〒421-0495 牧之原市静波447-1 榛原庁舎５階

電話 0548-23-0053 ＦＡＸ 0548-23-0059

☆電話予約☆ 東海タクシー㈱ ☎0548-22-0288
・ご利用希望の方は、利用したい便の３０分前までに予約をお願いします。

※１０日前から予約できます。当日の予約は、朝７時から予約できます。

※ただし、８：３０の便を利用する場合は、前日の２０時までに予約をお願いします。

※付添者を登録されている方は、予約の際に付添者も同乗する旨をお伝えください。

・帰りの便も同時に予約することができます。

・車いすでの利用を希望される方は、利用日の３日前までに、東海タクシーに相談してください。

予約時にお伝えいただくこと

①会員番号 ②お名前 ③利用日 ④利用したい便 ⑤乗車場所 ⑥降車場所

★登録者、利用者特典★

① 登録すると「お試し乗車券（無料）」

を２枚プレゼント

② １０回利用ごとに無料乗車券を１枚

プレゼント

③ 運転免許証を返納すると無料乗車

券を１２枚プレゼント（市運転免許自主

返納支援事業の対象の方に限る）

施設から施設への移動にも使用できます

例１ 静波・川崎の施設 → 静波・川崎の施設・・・250円

例２ 静波・川崎の施設 → 細江の施設・・・350円

例３ 細江の施設 → 細江の施設・・・250円



定例記者懇談会 資料№４  

令和４年 10月 28日 

産業経済部 商工観光課 

電話 0548-53-2623 

 
静岡まきのはらロケ地マップの作成について 

 

【目的】 

 牧之原市商工観光課では、「静岡まきのはらロケ地マップ」を作成しました。20年

程前にロケ支援を始めるきっかけとなった映画「ウォーターボーイズ」から公開中の

映画「沈黙のパレード」を含む作品やロケ地の紹介、人気ロケ地トップ 10を掲載し

ています。 

 作品を観た方たちにロケ地巡りしていただき、新たな観光交流人口の創出につなげ

ることを目的としています。 

 

【掲載作品とロケ地】 

作品名 主なロケ地 

沈黙のパレード 本通り商店街、しんまち遊ロード周辺 

肉の食遊館クリヤマ 

花束みたいな恋をした さがらサンビーチ 

子供はわかってあげない 地頭方海浜公園ポケットビーチ 

麒麟の翼 相良高校 

亡国のイージス 地頭方海浜公園 

ウォーターボーイズ 小堤山公園 

最高の人生の見つけ方 富士山静岡空港 

来る 榛原総合病院 

 

【発行部数】5,000部 

 

【配布場所】牧之原市役所やミルキーウェイスクウェア、市内観光施設など 

 

【撮影協力作品の展示】 

ミルキーウェイスクウェア（牧之原市波津 3-11）内の「静岡牧之原フィルムコミッ

ションロケーション作品コーナー」では、撮影協力した作品のポスターや色紙、ノベ

ルティなどを展示しています。また、「沈黙のパレード」関連の展示も年末まで実施

予定です。出演者のサインやセットの一部などを展示しています。 



定例記者懇談会 資料５ 

 報道機関への情報提供資料（牧之原市） 令和４年 10月 28日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

市内小学校へ日本茶インストラクターを派遣し 

お茶の淹れ方教室を実施します 

問い合わせ先 

 牧之原市産業経済部お茶振興課 

 担当：木村 

 電話：0548-53 -2621（直通） 

日 時 
令和４年 11月 ８日（火）午後１時 20分～午後２時 55分 

11月 21日（月）午前９時 15分～午前 11時 05分 

場 所 菅山小学校（11月８日）、相良小学校（11月 21日） 

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】 

  子どもたちがお茶の魅力に触れる機会を提供するために、市内小学校でお茶の淹れ方

教室を開催します。日本茶インストラクターを講師に招き、急須の扱い方やうま味を引

き出すお茶の淹れ方を体験します。 

 

【開催予定】 

菅山小学校 11月 ８日（火） 午後１時 20分～午後 ２時 55分 ３年生（１クラス） 

相良小学校 11月 21日（月） 午前９時 15分～午前 11時 05分 ３年生（２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 



定例記者懇談会 資料６ 

 報道機関への情報提供資料（牧之原市） 令和４年 10月 28日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

避難体験講座「さ～！ぼうさい体験会！」を開催

します！ 

問い合わせ先 

 牧之原市福祉こども部 

 社会福祉課 

 担当：河原崎 

 電話：0548-23-0072（直通） 

日 時 令和４年 11月 19日（土）午後３時 00分から午後６時 00分まで 

場 所 
牧之原市相良原子力防災センター サーボ 

（駐車場 牧之原市相良総合センター い～ら） 

主 催 者 

又は担当課 
牧之原市障害者自立支援ネットワーク（事務局：社会福祉課） 

（内容） 

１ 目 的 

  障がいのある人もない人も一緒になって避難所生活を体験することにより、個人、

家庭、地域、施設等で備えるべきことを再確認するとともに、障がいのある人にも対

応した防災対策を推進する。 

 

２ プログラム（予定） 

  午後３時 10分～午後４時 10分 地震体験車による地震体験＆原子力防災センター

施設見学 

  午後４時 10分～午後５時 10分 避難所設営訓練＆防災講座 

  午後５時 10分～午後５時 30分 非常持出品の確認 

  午後５時 30分～午後５時 50分 夜間避避難体験 

 

 ※避難所設営訓練＆防災講座では、静岡県災害派遣福祉チーム（静岡ＤＷＡＴ）の 

協力をいただく予定 

 

３ 参加対象者 

  障がいをお持ちの人およびその家族、支援者、牧之原市障害者自立支援ネットワー

クメンバー、市職員ほか  計 50人程度（予定） 

 

＜障害者自立支援ネットワーク＞ 

  障がいのある人が抱える様々な課題やニーズに対応していくために、保健、医療、

福祉、教育、就労等の他分野、多職種によるネットワークを構築して、障がいがあっ

ても自分らしく安心して暮らせる支援の方法などについて協議する場 

   

（添付資料） 

 ・ さ～！ぼうさい体験会！参加者募集ちらし 

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



避難体験講座

障がいのある人にも対応した防災体制をつくるため、障がいのある人と地域住民、福祉サービス
事業者、行政などが一緒になり、みんなで防災のことを考える会です。ぜひご参加ください！

令和４年11月19日

午後３時００分～６時００分

土

相良原子力防災センター サーボ
（集合場所：相良総合センターい～ら駐車場）

日 時

会 場

★実施プログラム（予定）★

15:00 はじめの会
15:10 地震体験車＆サーボ見学
16:10 避難所設営＆防災講座
17:10 非常持出品の確認
17:30 夜間避難体験
17:50 おわりの会

※プログラムは変更することがあります

持ち物 ご家庭で備えている非常持出袋など

お問い合わせ先 主催：牧之原市障害者自立支援ネットワーク

（事務局） 牧之原市 福祉こども部 社会福祉課 障害者支援係
TEL：0548-23-0072 E-Mail ：fukushi@city.makinohara.shizuoka.jp

ウェブ申込はこちら

■参加申込
１０月３１日までに右のＱＲコードから
ウェブで登録いただくか、裏面の申込書
の提出のいずれかでお願いします。



ＦＡＸで申込

窓口で申込

0548-23-0099
牧之原市総合健康福祉センターさざんか内

牧之原市社会福祉課

以下に必要事項を記入のうえＦＡＸで送信または窓口へ直接ご持参ください

さ～！ぼうさい体験会！参加申込書

個
人
の
方

氏 名

ふりがな

住 所

連絡先
電話番号：
メール：

家
族
・
団
体
の
方

代表者氏名

ふりがな

※団体名

代表者住所

代表者連絡先
電話番号：
メール：

参加者氏名
（２人目）

ふりがな

参加者氏名
（３人目）

ふりがな

参加者氏名
（４人目）

ふりがな

※ 一部のみの参加の場合は、
参加できる時間をご記入ください

時 分から 時 分まで

※ご提供いただいた個人情報は、本事業実施の目的以外に使用いたしません。
事務局／牧之原市福祉こども部社会福祉課 電話：0548-23-0072



定例記者懇談会 資料№７  

令和４年 10月 28日 

教育文化部学校教育課 

0548-53-2645 

 
アースランチフェスティバルの開催について 

１ 目 的 
児童生徒の「次代を切り拓く力」を育むために、「起郷家教育（牧之原市版キャリア

教育）」を核とした教育活動を推進している。起郷家教育の柱のプログラムとなる小
学校５年生対象「アースランチ創作」は、今年度で３年目を迎え、市内全９小学校 13
クラスが参加する。 
子供たちは、学校菜園で自ら栽培・収穫した食材を使って、学校のアースランチを

完成させ、その一連の学びの成果を披露・発信する場として、本フェスティバルを設
定する。 
 
２ 概 要 
（１）各校のプレゼンテーションは、事前に牧之原市のホームページにアップする。 
（２）各校が、創作したアースランチを会場に持ち寄り、審査員が参集した会場でオ

ンラインプレゼンを行う。 
（３）児童は、各校からオンラインでフェスティバルに参加する。 
（４）会場では、各校が創作したアースランチについて 

①びっくり度 
②アースランチ度 
③おいしさ度 
④プロデュース度  の４観点で審査し、それぞれに賞を授与する。 

 
３ 内 容 
（１）日時 令和４年 11月９日（水） 
（２）会場 相良史料館 牧之原市相良 275番地 
（３）主催 牧之原市教育委員会、牧之原市菊川市学校組合教育委員会 

 
４ 参加者 
（１）参加クラス 

相良小学校５年２組、菅山小学校５年１組、萩間小学校５年１組、 
地頭方小学校５年１組、牧之原小学校５年１組・５年２組、 
川崎小学校５年１組・５年２組、細江小学校５年１組・５年２組・５年３組、 
勝間田小学校５年１組、坂部小学校５年１組 

 
（２）会場への参加者 

・審査員９名 
（副市長、教育長、大学教授、教育委員２名、食推協、料理長、栄養士２名） 

・市民 20名程度 ・事務局 10名（学校教育課、学校再編室、ICT支援員）  

会場参加者 40名の見込み 
５ 式次第 
  10:45  審査員への説明 

10:57   起郷家教育「アースランチ創作」の説明 →Google Meet開始 
  11:00   オープニング    
      各校から中継発表 1分 30秒以内と会場での試食 
      各校の表彰 
      講評 
  11:40   エンディング  →Google Meet終了 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アースランチ フェスティバル開催を開催します 

日時：１１月９日（水）１１：００～11：40 

場所：相良史料館  
 

  牧之原市内の９小学校の５年生が創作したアースランチを 

  実物とプレゼンテーションで披露します！ 

 

 
 

 



定例記者懇談会 資料№８  

令和 4年 10月 28日 

教育文化部社会教育課 

0548-53-2646 

 

市史料館企画展「続々・まきのはらを築いた人々」の開催について 

 

１ 趣旨 

近年、田沼意次侯ゆかりのまちとして紹介される牧之原市。しかし、それ以外に 

も、この地域には豊かで面白い歴史や偉人が眠っている。そこで本展示では、当 

市と関係の深い偉人たちの資料や史料館の新収蔵品を通して、一般には知られて 

いない歴史を紹介することで、“まきのはら”の新しい魅力を発見する機会を提 

供する。 
 

２ 概要  

名  称 偉人マンガ『田沼意次物語』発刊記念 

続々・まきのはらを築いた人々―郷土の偉人と新収蔵品展― 

開催期間 令和４年 10月 1日（土）～令和 5年 2月 26日（日） 

会  場 牧之原市史料館 1階展示室 

開館時間 午前９時 00分から午後４時 00分まで 

入 館 料 大人 220円 小人 110円  

※ 展示期間中は、２回目以降の見学を無料とする。 
 

３ 展示内容 

（１）謎の画家・寺田洞仙・・・【10月１日～10月 30日】 

   福岡出身の郷土画人で、相良藩の御用絵師という説もある寺田洞仙を紹介する。 

新（再）発見の十二ヶ月花鳥図を展示する。 

（２）旧家・大鐘家の伝来品・・・【11月１日～11月 27日】 

牧之原市唯一の重要文化財建造物である主屋と長屋門を守る大鐘家。市内屈指 

の旧家・大鐘家が伝えてきた伝来の品々を展示する。 

（３）新収蔵品展・・・【11月 29日～12月 27日】 

ここ数年間で新たに史料館の収蔵品となった歴史資料を展示し、郷土の人々が 

守り伝えてきた歴史を紹介する。 

（４）原崎源作と郷土茶業史・・・【１月 17日～２月 26日】 

原崎式再製釜の開発によって、お茶の海外輸出に大きく貢献した原崎源作（地 

頭方出身）の生涯を通して、郷土における茶業の歴史を紹介する。 

 

４ その他 

偉人マンガ『田沼意次物語～新時代への一手～』の発刊を記念して、常設展の解 

説パネルをリニューアルし、マンガシーンを使ったものに一部変更する。また、 

マンガ自体も史料館受付にて 1冊 400円（税込み）で販売している。 



開催場所：牧之原市史料館 1階展示室（静岡県牧之原市相良275-2）

【開館時間】 午前９時～午後４時 【休館日】 月曜日、祝日の翌日、年末年始

【お問い合わせ】 TEL 0548-53-2625 ※ 新型コロナウイルスの感染状況で日程・内容が変更になる場合があります。

協力（順不同）

大鐘家、浄心寺、大澤寺、般若寺、牧之原市文化財
保護審議会、市史料館へ寄贈・寄託していただいた
皆様、その他有志の皆様

第1期 謎の画家・寺田洞仙 10月 1日～10月30日
第2期 旧家・大鐘家の伝来品 11月 1日～11月27日
第3期 史料館の新収蔵品展 11月29日～12月27日
第4期 原崎源作と郷土茶業史 1月17日～ 2月26日

※ 展示内容が下記期間で変わります。

― 郷土の偉人と新収蔵品展 ―

牧之原市史料館 企画展

令和
４年 10月１日（土） 令和

５年 ２月２６日（日）

偉人マンガ
『田沼意次物語』

発刊記念！！

※ 寺田洞仙筆「十二ヶ月花鳥図」より

田沼意次侯大河ドラマ
署名活動 実施中

期間中は、１名様につき御
城印１枚（大人220円・小人
110円）で、２回目以降も無
料で入館できます。



※ ご来館の皆さまへのお願い
・マスクの着用にご協力ください。

・ご見学の人数及び時間を制限さ

せていただく場合がございます。

・発熱、風邪の症状など体調不良

の方は来館をお控えください。

・検温やご記名にご協力ください。

★寺田洞仙筆「十二ヶ月花鳥図」
10月1日～10月30日

◼ 主な展示品 （展示期間にご注意ください）

★ 管内式銃
水平二連式短筒

11月29日～12月27日

◆ 静岡駅よりバス「特急静岡相良線」
相良本通バス停 下車 徒歩５分

◆ 東名相良牧之原ＩＣより相良市街地へ
車で15分 ※駐車場あり

相良郵便局

●
相良本通
バス停

★ 大磯村絵図 （弘化4年）
11月1日～11月27日

★は初公開



定例記者懇談会 資料９ 

 報道機関への情報提供資料（牧之原市） 令和４年 10月 28日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

宮下
みやした

遺跡発掘調査体験学習 

問い合わせ先 

牧之原市教育文化部社会教育課 

相良文化財調査事務所 

文化財調査官 松下善和 

TEL/FAX：0548- 53 - 0120 

      090-3389-7798（発掘現場） 

日 時 
令和４年 11月８日（火）午後１時 30分～午後３時 00分 

【雨天の場合】11月 14日(月) 午前 10時 30分～午前 11時 55分 

場 所 宮下遺跡発掘調査現場（坂部 4440-1  坂部神社前） 

主 催 者 

又は担当課 
牧之原市（教育文化部社会教育課） 

（内容） 

１．事業趣旨 

宮下遺跡は、当地域に郷土の武将（勝間田氏）が台頭し始めた平安時代～鎌倉時代を主

体に存続した遺跡です。これまでの発掘調査により鎌倉時代では県内最大級規模の柱穴内

礎石建物跡・大きな区画溝に架かる木橋・日本最古級の墨書六角卒塔婆などが発見されて

います。令和３・４年度にかけては、市道並木外之久保線改良工事に伴い道路拡幅範囲の

発掘調査を実施しています。今年度の調査地点は、前述遺構（建物跡・区画溝跡等）の発

見地点と隣接しており、宮下遺跡の全体像解明につながる発見が期待できます。 

今回は地域学習の一環として、坂部小学校５・６年生 38 人を対象に、下記の項目につ

いて発掘調査専門職員による現場説明と体験学習を行います。通常教科書等でしか見るこ

とのできない現場と貴重な出土品に子供たちが接し、郷土の歴史・文化への関心を高めて

もらうことが目的の一つです。６年生の宮下遺跡発掘現場訪問は令和３年 11 月以来２回

目です。その後どのような発見があったのか、子供たちと比較・検証します。 

 

 

２．学習項目 

① 発掘調査現場見学 

   宮下遺跡で発見されている平安時代～鎌倉時代の遺構や出土品を見学する。 

 

 ②坂部小学校周辺の遺跡説明 

坂部小学校周辺の遺跡について、時代・分布状況や暮らしについて考える。 

 

③土器探し 

発掘現場で、児童が土器を探す。見つかったものは、どのような形か、模様・文字 

が描かれているか等を調べる。 

 

（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 10 

 報道機関への情報提供資料（牧之原市） 令和４年 10月 28日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

勝間田
かつまた

城
じょう

趾
し

546 年祭  

限定版御城印
ごじょういん

販売 

問い合わせ先 
勝間田区絆づくり事業グループ 

加藤正直 090-5639-0600 

牧之原市教育文化部社会教育課 

相良文化財調査事務所 

文化財調査官 松下善和 

     090-3389-7798(発掘現場) 

（内容） 
１．事業趣旨 

今年廃城 546年を迎えた勝間田城趾(静岡県指定史跡文化財)は、地域・学校の名称
にもなっている郷土の武将(勝間田氏)によって 15世紀中頃に築かれた山城です。 
本年も、廃城後全国へ移住したといわれる勝間田氏のご子孫も集い、勝間田区主催

による城趾祭が行われます。 
勝間田区絆づくり事業グループでは、勝間田城趾の保存・観光ＰＲ・勝間田区の地

域活性化を目的として、御城印販売を実施しています。販売収益金は、勝間田城パン
フレット作成等の啓発活動や整備事業に活用されています。今回は 546年祭を記念し
た限定版御城印等を販売します。 

 
２．城趾 546年祭 
  日時 令和４年 11月 13日(日) 午前 10時～ 神事･式典･パンフレット寄贈 
                 午前 11時 15分～ 侍ソーラン(勝間田小学校児童) 
  場所 勝間田城趾内(牧之原市勝田 2174-3） 

※雨天の場合は、神事･式典を勝間田会館(牧之原市勝間 246-1)で行います。 
 
３．限定版 御城印販売 

デザイン： 勝間田城趾では紅葉が見頃を迎えています。本曲輪に色づくモミジと勝

間田(藤原)長清の歌碑を背景に、勝間田氏の家紋と伝わる「向い鶴
む か い づ る

（溝越
み ぞ ご

し鶴
つる

）」を

記載。御城印を手に勝間田城へ登城し、その歴史と自然を体感いただきたい。 
販売日時：令和４年 11月 13日(日) 

午前９時～午後３時限り（雨天決行） 
販売価格：１枚 300円 
発行部数：限定 300枚 
販売場所：勝間田城趾第１駐車場 

(牧之原市勝田 2174-3）   
 
４．缶バッジ販売 

デザイン：通常版･545年祭金字版御城印 
を記載。 

販売日時：上記御城印に同じ。 
販売価格：(１セット２個入り)300円 
発行部数：限定 100セット 
販売場所：上記御城印に同じ。 

 
５．地場産品販売 みかん･自然薯･お茶 他 
 
 
※ イベントは、マスク･消毒の徹底等、新型コロナウイルス感染防止に配慮しての開催
となります。また、感染拡大等により開催を中止させていただく場合があります。 

（添付資料）勝間田城趾 546年祭・限定版 御城印等販売リーフレット 

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



新型コロナウイルス感染対策
手洗い・手指の消毒を徹底し、マスクを着用のうえご来場ください。

当日は検温のうえご来場ください。 体調不良の方はご来場をおひかえください。

神事･式典10:00 ～　

侍ソーラン【勝間田小学校児童】11:15 ～　

間田城趾
五四六年祭

開催場所 勝間田城趾内 (牧之原市勝田 2174-3)

雨天の場合は神事等を勝間田会館で行います (牧之原市勝間 246-1)

主催 勝間田区　　勝間田城趾 546 年祭実行委員会

お問い合わせ 勝間田城趾 546 年祭実行委員会事務局(勝間田会館 TEL:0548-28-0201）

11 月 13 日 (日)　 令和４年
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