
定 例 記 者 懇 談 会 次 第 

令和４年11月24日(木) 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 11月牧之原市議会定例会 市長提出議案について   ………… 資料１                       

  

◇  令和４年 牧之原市一般会計補正予算（第９号）の概要について    ………… 資料２ 

 

◇  市バスでの緊急時における対応教室の開催について       ………… 資料３ 

                               

 

３ 質疑応答 

 

４ 報道提供資料 

 ◇ 令和５年 新春初顔合わせ会の開催について          ………… 資料４ 

◇  デマンド乗合タクシー「さがら ひがし号」「さがら にし号」の出発式について  ………… 資料５ 

  ◇  令和４年度 榛南一市一町住民安全大会の開催について     ………… 資料６ 

 ◇ 市「勝負メシ」パンフレットの作成について          ………… 資料７ 

 ◇ 子育て世帯臨時特別給付金（市独自給付分）給付事業について  ………… 資料８ 

 ◇ 乳幼児（生後 6か月～４歳）への新型コロナワクチン接種について    ………… 資料９ 

 ◇ 令和５年「はたちの集い」の開催について            ………… 資料１０ 

 

５ 懇  談 

 

６ 閉  会  

次回記者懇談会 令和５年１月６日（金）午後１時 15分～ 
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令和４年 11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 １件  条例改正 ３件  条例制定 ３件 

規約改正 １件  補正予算 ２件  （合計１１件） 

 

報告第４号 専決処分の報告について 

＜建設課＞ 

令和４年８月１８日に市道川向御天所線において、側溝の側壁が欠けていた部分

を走行した相手車両に、持ち上がったグレーチングが接触し、車両に損害を与えた

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４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８号）） 

                            ＜財政課＞ 

令和４年度の８回目の補正予算として編成したもので、９月２３日から２４日に

かけて発生した、台風１５号による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２億２５６万円を増額し、補正後の予算総額を２２１億

２，６３２万２千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。１２月５日（本会議２日目）の議決

をお願いする。                  【議決予定日：１２月５日】 

諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

＜市民課＞ 

令和５年３月で１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５年４月１日から３箇年となる。１２

月５日（本会議２日目）の議決をお願いする。    【議決予定日：１２月５日】 

議案第５３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４年人事院の給与勧告に準じ、民間給与との格差を埋めるため、世代間の給

与配分の観点から若年層に重点をおき、給料表の金額を平均で０．３％、勤勉手当

支給率を０．１月分引き上げる改正を行う。１２月５日（本会議２日目）の議決を

お願いする。                   【議決予定日：１２月５日】 

議案第５４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４年人事院の給与勧告に準じ、職員の勤勉手当支給率を０．１月分引き上げ

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０．１月分引き

定例記者懇談会 資料№１ 
令和４年 11 月 24 日 
総務部 総務課 
電話 0548-23-0050 
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上げる改正を行う。１２月５日（本会議２日目）の議決をお願いする。 

【議決予定日：１２月５日】 

議案第５５号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備 

に関する条例の制定について 

＜総務課＞ 

令和５年４月より、定年引き上げに関する制度が施行されることに伴い、所要の

改正を行うため、関係する条例（１３条例）について改正を行う。なお、同一の目

的により複数の条例を改正する必要があるため、整備条例として一括改正を行う。 

【議決予定日：１２月２０日】 

議案第５６号 牧之原市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

＜総務課＞ 

令和３年５月にデジタル関連改革関連法が成立したことにより、個人情報保護法

等が改正され、地方公共団体における個人情報保護制度に係る規定が法律に定めら

れることになった。地方公共団体においては、個人情報保護制度の手引き等に関す

る部分及び裁量が認められている一定の範囲について、それらを規定するための条

例を制定する。                 【議決予定日：１２月２０日】 

議案第５７号 牧之原市個人情報保護審査会条例の制定について 

                        ＜総務課＞ 

牧之原市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定に伴い、現行条例が廃止さ

れるため、同条例内に規定されている個人情報保護審査会に係る規定についても廃

止される。市としては、開示決定等に係る不作為についての審査請求や特定個人情

報保護評価について審査会へ諮問する必要があることから、新たに個人情報保護審

査会を設置するための条例を制定する。      【議決予定日：１２月２０日】 

議案第５８号 牧之原市手数料条例の一部を改正する条例 

＜市民課＞ 

市役所窓口での待ち時間の削減や混雑の緩和により市民の利便性が向上するよ

う、コンビニエンスストア等に設置されている、多機能端末機を介した住民票の写

し及び印鑑に関する証明書の交付をより普及させるため、交付手数料について改正

を行う。                    【議決予定日：１２月２０日】 

 

 

 

 

議案第５９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太田川原野谷川治水水防組合が令和

５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２０日】 
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議案第６０号 令和４年度牧之原市一般会計補正予算（第９号） 

                       ＜財政課＞ 

令和４年度の９回目の補正予算として編成するもので、補正の主な内容は、「電

力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用した子育て世帯臨時特別

給付金給付事業をはじめとした物価高騰に対する支援、各施設の高熱水費の高騰に

よる増額、令和３年度事業に係る生活保護費等の国県支出金の精算金、令和４年９

月２３日から２４日にかけての台風１５号により被災した農業用施設や公共土木

施設の災害復旧費、災害対応に係る手当の増額による人件費の組替えなどとなって

いる。歳入歳出それぞれ５億２，３７１万１千円を増額し、補正後の予算総額を  

２２６億５，００３万３千円とするもの。     【議決予定日：１２月２０日】 

 

 

 

【議会日程】 

１１月２８日（月） 本会議 提案説明、総括質疑 

１２月 ５日（月） 本会議 通告質疑－委員会付託、一部議案審議－採決 

     ７日（水） 本会議 一般質問 

８日（木） 本会議 一般質問 

９日（金） 本会議 一般質問 

    １２日（月） 補正予算連合審査会、常任委員会（付託議案審査） 

    ２０日（火） 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９号）の概要について 

（企画政策部財政課） 

 

 本予算は、令和４年度予算の９回目の補正である。補正の主な内容は、「電力・

ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用した子育て世帯臨時特別

給付金給付事業をはじめとした物価高騰に対する支援、各施設の光熱水費の高

騰による増額、令和３年度事業に係る生活保護費等の国県支出金の精算金、令

和４年９月 23日から 24日にかけての台風 15号により被災した農業用施設や公

共土木施設の災害復旧費、災害対応に係る手当の増額による人件費の組替えな

どとなっている。 

 補正額は、５２３，７１１千円、率にして２．４％の増となった。 

 

１ 予算額 

 補正前予算  ２２，１２６，３２２千円 

 補 正 額     ５２３，７１１千円 

 補正後予算  ２２，６５０，０３３千円 

 

２ 補正予算の概要 

（１）歳入      ５２３，７１１千円 

  国庫支出金 247,797千円 災害復旧費、臨時交付金ほか 

  県支出金 42,241千円 災害復旧費ほか 

  寄附金 4,760千円 企業版ふるさと納税ほか 

  繰越金 129,184千円  

  市債 97,500千円 災害復旧債ほか 

  その他 2,229千円 受益者分担金、総務手数料 

 

（２）歳出      ５２３，７１１千円 

  各施設管理・運営費 44,368千円 電気料、ガス料金 

  窓口事務費 4,000千円 ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ申請補助業務委託 

  障害者自立支援事業費 12,430千円 物価高騰対策、国県支出金精算金 

  高齢者福祉施設管理費 9,122千円 物価高騰対策 

  子育て世帯臨時特別給付金 64,048千円 物価高騰対策(給付金１万円) 

  給付事業費   

  子育て支援センター相良等 6,080千円 移設改修工事 

  移設改修費   

  民間保育所等支援事業費 2,748千円 物価高騰対策、国庫支出金精算金 

  生活保護費 35,072千円 医療費扶助費、国県支出金精算金 

  物価高騰対策事業費 33,900千円 物価高騰対策(農業者) 

  農業用施設維持補修費 12,000千円 測量、設計業務委託 

  中小企業対策費 9,950千円 物価高騰対策(貨物運送業) 

  災害対策費 △20,000千円 防災ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ整備事業補助金 

  災害復旧費 273,635千円 災害復旧工事ほか 

  その他 36,358千円 除草料、賄材料費ほか 

定例記者懇談会 資料№２ 
令和４年 11 月 24 日 

企画政策部 財政課 

電話 0548-23-0054 



         

 

定例記者懇談会 資料№３ 
令和４年 11 月 24 日 

福祉こども部 子ども子育て課 

電話 0548-23-0071 

バスでの緊急時における対応教室の開催について 

 

牧之原市内の川﨑幼稚園で起こった園児のバス置き去り死亡事故を受け、市

の安全対策として市で管理するバスに安全ブザーを設置します。 

同バスについては、園外保育等の際に利用することが多くあることから、事故

の再発防止に向け、操作方法などを学ぶ「バスでの緊急時における対応教室」を

開催することとしました。 

               記 

 

１ 目 的  実際に園児がブザーを鳴らす体験を行い、バスに園児が取り残 

された場合の対応について学ぶ。 

 

２ 開催日  令和４年 12月５日（月）午前９時 30分から午前 10時 30分 

 

３ 会 場  牧之原市菊川市学校組合立牧之原保育園 

       （牧之原市東萩間 1987-50） 

 

４ 対象者  ・３歳児、４歳児、５歳児 （園児 計 69人） 

       ・保育士 等 

 

５ 設置状況  現在、市で所有するバスのうち３台は、11月中にブザー設置が 

完了し、そのうちの１台を使用し、操作を学びます。 

 

６ その他  当日は、子ども子育て課担当者が対応させていただきます。 

        

７ 問合せ  牧之原市役所福祉こども部 子ども子育て課 前田・榎本 

       ℡0548-23-0075 

         



 
定例記者懇談会 資料№４ 
令和４年 11 月 24 日 
企画政策部 秘書政策課 
電話 0548-23-0052 

 

 

 

令和５年 新春初顔合わせ会について 
 

市に関係する行政関係者、各種団体および企業の代表者などが一堂に会し、年頭の

あいさつを行う「令和５年 新春初顔合わせ会」を下記のとおり開催いたします。 

当日は、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も同時に執り行います。 

 

１ 日 時   

令和５年１月４日（水） 午後１時 15分開会 午後３時閉会（予定） 

 

２ 会 場 

牧之原市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（市表彰、市長等挨拶）・ガレリア・ホワイエ（歓談） 

 

３ 参加者（予定） 

約 200人（令和４年出席者 195人） 

(１) 牧之原市 

   市長、副市長、教育長、部課長級ほか 

(２) 招待者 

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) 市表彰式 

(２) 市長あいさつ 

(３) 市議会議長あいさつ 

(４) 来賓あいさつ 

(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。 



 

 

 

デマンド乗合タクシー「さがら ひがし号」「さがら にし号」の出発式について 

さがら ひがし号、さがら にし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。 

 

【さがら ひがし号】 

 概要 

 運行形態：タクシー会社へ委託 

 

 運行曜日：火曜日・金曜日 １日８便 

 目 的 地：市内（主に相良地区市街地） 

 会員登録者数：63人 ＊11月 21日現在 

 出発式 

日 時：令和４年 12月２日（金）午前８時 00分から午前８時 20分まで 

会 場：牧之原市史料館前  牧之原市相良 275 （雨天は相良保健センター内） 

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

 

【さがら にし号】 

概要 

 運行形態：タクシー会社へ委託 

 運行曜日：月曜日・水曜日 １日８便 

 目 的 地：市内（主に相良地区市街地） 

 会員登録者数：40人 ＊11月 21日現在 

 出発式 

 日 時：令和４年 12月５日（月）午前８時 00分から午前８時 20分まで 

 会 場：波津区コミュニティセンター 牧之原市波津 634-4（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（御前崎タクシー） 

 

【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 

定例記者懇談会 資料№５ 
令和４年 11 月 24 日 
企画政策部 地域振興課 
電話 0548-23-0053 



利用できる方 相良区・福岡区・大沢区・大江区にお住まいで、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（相良地区内の移動） ３５０円（片浜・菅山地区へ）

５００円（地頭方・萩間地区へ） ６００円（静波区へ）

７００円（細江地区へ） 1，500円（静岡空港）

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。）

相良区、福岡区、大沢区、大江区

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○番の相良 太郎です。

さがら ひがし号の○時の便で、

△△から□□までお願いします。

御前崎タクシー

①電話で予約する ※予約時間に要注意

御前崎タクシー㈱ 28-7776

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

「さがら ひがし号」とは、相良区、福岡区、
大沢区、大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。

相良・福岡・

大沢・大江版

令和4年12月2日

運行開始！



榛原地区
600円

静波区
病院等 石井内科皮膚科医院

区　域 地　区

片浜地区
相良市街地外

350円

病院等

病院等
菅山地区

相良市街地外
500円

萩間地区

地頭方地区

廣瀬医院、小田医院（閉院）、渥美医院、サガラ眼科、堀口外科医院、
中村医院耳鼻咽喉科・歯科、大角歯科医院、川田歯科医院、
奥山歯科医院、山村歯科医院、ファミリー歯科、渡辺内科医院

フードマーケット・マム相良店、スーパーラック相良店、
ＫＯマート相良店

お迎えの時間
(～8：45） （～9：45）

9:30

区　分 施　設　名

（～16：15）

３　便

10:30

７　便

16:0014:30

（～10：45）

６　便

13:00

１　便

区域内
250円

病院等

スーパー等

公共施設等

金融機関

相良地区

２　便

8:30
４　便

11:30

８　便

（～11：45）

(～13：15） （～14：45） （～17：15）

17:00
５　便

静岡空港
1,500円

公共施設等

公共施設等

榛原地区
700円

細江地区

坂部地区

病院等

富士山静岡空港

公共施設等

相良歯科クリニック

相良営業所（バス停）

酒井内科医院、
藤原整形外科（閉院）、
グリーン歯科クリニック

市役所榛原庁舎、総合健康福祉センターさざんか、静波海岸入口（バス停）

公共施設等

病院等

公共施設等 さがら子生れ温泉

榛原総合病院、藤本クリニック

市役所相良庁舎、相良総合センターい～ら、牧之原市商工会、相良本
通（バス停）、図書交流館いこっと、相良コミュニティ防災センター、福岡
区公民館、波津区コミュニティセンター、須々木区公民館、大沢区公民
館、大江区民会館

静岡銀行相良支店、スルガ銀行相良支店、島田掛川信用金庫相良支
店、ハイナン農協相良支店、相良郵便局

あかほりクリニック、田形内科医院

施
設
間
の
移
動
が
可
能
な
地
域

（
例
　
病
院
か
ら
ス
ー
パ
ー

）

牧之原警察署

☆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。

☆電話予約☆ 御前崎タクシー㈱ ☎0548-28-7776
・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。

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

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

★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 相良地区の施設 → 相良地区の施設・・・250円

例２ 相良地区の施設 → 片浜地区の施設・・・350円

例３ 片浜地区の施設 → 片浜地区の施設・・・250円



●利用できる方 片浜区にお住まいで、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（片浜区内の移動） ３５０円（相良地区へ）

６５０円（菅山・萩間・地頭方地区へ）

３５０円（静波区への移動） ５００円（細江地区へ）

1，000円（静岡空港）

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。）

片浜区デマンド（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○番の片浜 太郎です。

さがら ひがし号の○時の便で、

△△から□□までお願いします。

御前崎タクシー

①電話で予約する ※予約時間に要注意

御前崎タクシー㈱ 28-7776

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

「さがら ひがし号」とは、片浜区にお住ま
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。

片浜版

令和4年12月2日

運行開始！



相良市街地外
650円

病院等

４　便

11:30
（～11：45）

８　便

17:00

病院等

スーパー等

公共施設等

金融機関

相良地区

区　域 地　区

３　便

10:30

７　便

16:0014:30

（～10：45）

13:00

１　便 ２　便

8:30

お迎えの時間
(～8：45） （～9：45）

9:30

５　便 ６　便

区　分

さがら子生れ温泉

施　設　名

公共施設等

(～13：15） （～14：45） （～16：15） （～17：15）

酒井内科医院、
藤原整形外科（閉院）、
グリーン歯科クリニック

廣瀬医院、小田医院（閉院）、渥美医院、サガラ眼科、堀口外科医院、
中村医院耳鼻咽喉科・歯科、大角歯科医院、川田歯科医院、奥山歯
科医院、山村歯科医院、ファミリー歯科、渡辺内科医院

フードマーケット・マム相良店、スーパーラック相良店、ＫＯマート相良
店

市役所相良庁舎、相良総合センターい～ら、牧之原市商工会、
相良本通（バス停）、図書交流館いこっと

静岡銀行相良支店、スルガ銀行相良支店、島田掛川信用金庫相良支
店、ハイナン農協相良支店、相良郵便局

相良歯科クリニック

相良営業所（バス停）

施
設
間
の
移
動
が
可
能
な
地
域

（
例
　
病
院
か
ら
ス
ー
パ
ー

）

あかほりクリニック、田形内科医院

榛原地区
350円

静波区
病院等 石井内科皮膚科医院

地頭方地区

萩間地区

区域内
250円

片浜区
公共施設等 片浜コミュニティ防災センター

病院等

菅山地区

相良市街地
350円

病院等

公共施設等

静岡空港
1,000円

公共施設等

公共施設等

榛原地区
500円

細江地区

坂部地区

牧之原警察署

富士山静岡空港

公共施設等

病院等

市役所榛原庁舎、総合健康福祉センターさざんか、静波海岸入口（バス停）

榛原総合病院、藤本クリニック

☆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。

☆電話予約☆ 御前崎タクシー㈱ ☎0548-28-7776
・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。

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

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

★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 片浜地区の施設 → 片浜地区の施設・・・250円

例２ 片浜地区の施設 → 相良地区の施設・・・350円

例３ 相良地区の施設 → 相良地区の施設・・・250円



●利用できる方 波津区・須々木区にお住まいで、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 月曜日と水曜日 ※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（相良地区内の移動） ３５０円（片浜・菅山地区へ）

５００円（地頭方・萩間地区へ） ６００円（静波区へ）

７００円（細江地区へ） 1，500円（静岡空港）

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。）

波津区、須々木区デマンド（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○番の相良 太郎です。

さがら にし号の○時の便で、△△

から□□までお願いします。

御前崎タクシー

①電話で予約する ※予約時間に要注意

御前崎タクシー㈱ 28-7776

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

「さがら にし号」とは、波津区、須々木区
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。

波津・須々木版

令和4年12月5日

運行開始！



区　域

静岡空港
1,500円

施
設
間
の
移
動
が
可
能
な
地
域

（
例
　
病
院
か
ら
ス
ー
パ
ー

）

地頭方地区

萩間地区

廣瀬医院、小田医院（閉院）、渥美医院、サガラ眼科、堀口外科医院、
中村医院耳鼻咽喉科・歯科、大角歯科医院、川田歯科医院、奥山歯
科医院、山村歯科医院、ファミリー歯科、渡辺内科医院

フードマーケット・マム相良店、スーパーラック相良店、
ＫＯマート相良店

市役所相良庁舎、相良総合センターい～ら、
牧之原市商工会、相良本通（バス停）、図書交流館いこっと
相良コミュニティ防災センター、福岡区公民館、波津区コミュニティセン
ター、須々木区公民館、大沢区公民館、大江区民会館

静岡銀行相良支店、スルガ銀行相良支店、島田掛川信用金庫相良支
店、ハイナン農協相良支店、相良郵便局

あかほりクリニック、田形内科医院

１　便 ２　便

8:30

お迎えの時間
(～8：45） （～9：45）

9:30 10:30

７　便

16:0014:3013:00

（～10：45）

区域内
250円

相良市街地
外

350円

病院等

スーパー等

公共施設等

金融機関

相良地区

病院等

病院等
菅山地区

片浜地区

４　便

11:30

８　便

病院等

公共施設等 さがら子生れ温泉

（～11：45）

(～13：15） （～14：45） （～16：15） （～17：15）

17:00
５　便 ６　便

地　区

３　便

富士山静岡空港

公共施設等

病院等

市役所榛原庁舎、総合健康福祉センターさざんか、静波海岸入口（バス停）

公共施設等

公共施設等

榛原地区
700円

細江地区

坂部地区

施　設　名区　分

榛原地区
600円

静波区
病院等 石井内科皮膚科医院

相良歯科クリニック

相良営業所（バス停）

酒井内科医院、
藤原整形外科（閉院）、
グリーン歯科クリニック

公共施設等

相良市街地
外

500円

榛原総合病院、藤本クリニック

牧之原警察署

☆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。

☆電話予約☆ 御前崎タクシー㈱ ☎0548-28-7776
・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。

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

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

★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 相良地区の施設 → 相良地区の施設・・・250円

例２ 相良地区の施設 → 片浜地区の施設・・・350円

例３ 片浜地区の施設 → 片浜地区の施設・・・250円
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総務部 危機管理課 

電話 0548-23-0056 

令和４年度 榛南一市一町住民安全大会開催について 

 

榛南一市一町では、行政・警察・住民・その他関係機関が連携して交通事故防止およ

び犯罪抑止活動、暴力追放および銃器根絶運動等を展開しております。 

この大会は、一人一人が交通安全・防犯意識を高めることに加え、行政・警察・住民・

その他関係機関が団結をより強固とし、一体となった地域ぐるみの活動により交通事故、

犯罪、暴力団と銃犯罪のない安全で安心に暮らせるまちづくりを推進することを目的と

して開催します。 

 

１ 日 時   

令和４年 12月 17日（土） 午後１時 00分開会 午後３時 30分 閉会（予定） 

 

２ 会 場 

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

 

３ 参加者（予定） 

国会議員、県議会議員、牧之原市議会、吉田町議会、牧之原市自治会、牧之原警察

署、交通安全協会牧之原地区支部、牧之原地区安全運転管理協会、牧之原警察署少

年警察共助院連絡会、牧之原警察署地域安全協議会、牧之原市交通指導員会、吉田

町交通指導員協議会、榛南交通安全対策連絡会、榛南防犯協会、牧之原市、吉田町 

    

４ 大会次第 

（１） 開会（吉田町長） 

（２） 交通事故及び犯罪被害により亡くなられた方に対する黙祷 

（３） 主催者あいさつ（牧之原市長） 

（４） 表彰（交通指導員勤続・交通安全功労・防犯功労・ポスター優秀作品） 

（５） 来賓あいさつ 

（６） 講演会 

講 師：野村 節夫 氏（中日本ﾊｲｳｪｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京株式会社(NEXCO中日 

本グループ)） 

演 題：『あなたが主役の交通安全』 

（７） 静岡県警音楽隊コンサート 

（８） 地頭方小学校ダンスパフォーマンス「花咲け 高波ソーラン」 

 

５ その他 

事前申し込み不要、入場料無料 



 

 
 

 「勝負メシ」パンフレット作成について 

（産業経済部商工観光課） 

１ 概要  

本年度実施した RIDE ON MAKINOHARA 地産地消「勝負メシ」プロジェクトの参加

店舗とメニューを紹介するパンフレットを作成しました。 

「勝負メシ」は８月に選考が行われ、９月に牧之原市内で行われた王位戦第６局

の対局者の食事メニューに採用されたことから大きな話題となりました。 

パンフレットは勝負メシのメニューや店舗を写真で紹介し、メニューごとの選考

コメントを記載しています。コンパクトで持ち運びやすいサイズです。 

また、パンフレットに記載された QR コードにより詳細な店舗情報が入手できま

すので、多くの人に手に取ってもらい、いろいろなお店を回って楽しんで頂きたい

と考えております。 

 

２ パンレットについて 

（１）名称 

LE GUIDE MESHILIN 2022 牧之原市勝負メシランガイドブック 

 

（２）発行数 

   2,000部 

 

（３）配布場所 

    参加店舗に配布するほか、市役所窓口、商工会窓口などで配布します。 

 

（４）体裁 

   Ａ６判 10ページ フルカラー 
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 定例記者懇談会 資料№８ 
令和４年 11 月 24 日 
福祉こども部 子ども子育て課 
電話 0548-23-0071 

 

子育て世帯臨時特別給付金（市独自給付分）給付事業について 
 

１ 目的 

  新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食料品や原油価格等の物価高

騰の影響を受けている子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、高校生以下の子どもを

養育する世帯に対し、一人当たり１万円を支給する。 

２ 支給額および財源 

 ・支給額  子ども一人当たり一律 10,000円 

 ・財 源  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

３ 支給対象者（子どもの父母等） 

  令和４年 11 月 30 日に牧之原市に住所がある者で①から④のいずれかに該当する者また

は⑤に該当する者 

  ①令和４年 12月分の児童手当または特例給付受給者 

  ②所得制限により児童手当の受給要件から外れている者 

③対象の子どもを養育している公務員等の者 

④平成 16年４月２日から平成 19年４月１日の間に生まれた子どもを養育している者 

⑤令和４年 12 月１日から 12 月 31 日の間に出生した児童または牧之原市へ転入した対象

の子どもを養育している者 

 

４ 対象の子ども 

対象の子ども 見込人数 

ア 令和４年 11月 30日時点で牧之原市に住民登録がある、平成 16 年

４月２日以降に生まれた子 （上記支給対象者①～④に該当） 
6,220人 

イ 令和４年 12月１日以降 12月 31日の間に出生し、牧之原市に住民

登録をした新生児および牧之原市へ転入した平成 16 年４月２日以

降に生まれた子 （上記支給対象者⑤に該当） 

60人 

合 計   6,280人 

                                     ↓ 

                       (予算見込額)   事業費 62,800,000円 

                                事務費  1,248,000円 

合 計 64,048,000円 
 

５ 支給等スケジュール（案） 

事務の内容 日 程 

議員への説明（全員協議会） 令和４年 11月 17日（木） 

まきはぐ、メール等での支給事業広報 令和４年 12月下旬 

通知の発送 令和５年１月中旬～ 

給付金の振込開始予定 令和５年１月下旬～ 

 



 

乳幼児（生後６か月～４歳）への新型コロナワクチン接種について 
（健康推進部健康推進課） 

 

１  国の方針（努力義務） 

項目 内容 

接種対象者 １回目の接種時において、生後６か月以上４歳以下の者 

接種回数 

接種間隔 

初回接種として、３回接種を行う。 

・ １回目から３週間後に２回目を接種 

・ ２回目から８週間後に３回目を接種 

実施期間 令和４年 10月 24日～令和５年３月 31日  

・ 実施期間内に３回目の接種を終わるためには、令和５年１月 13日（遅くても 

１月 15日）までに１回目接種を完了する必要がある。 

ワクチン 乳幼児用ファイザー社製ワクチン 

・ １回 0.2ｍｌを接種、 １バイアルあたり 10回分 

 

２ 市の実施体制について 

（１） 接種対象者・回数等 

・ １回目の接種時において、生後６か月以上４歳以下の人を対象に、３回の接種を行う。  

（対象者数 1,071人） 

・ １回目の接種から３週間後に２回目を接種、２回目から８週間後に３回目を接種する。 

 

（２） 接種期間 

令和４年 11月下旬から令和５年３月 31日まで 
   
（３） 接種方法等 

① 接種方式（実施機関） 

市内２か所の医療機関で個別接種（あかほりクリニック、酒井内科医院） 
 

② 使用ワクチン 

乳幼児用ファイザー社製ワクチン １回 0.2ｍｌを接種 

 

（４） 予約方法等 

・ 接種希望者は、事前に接種券発行の申請を行う。（ＷＥＢ申請） 

・ 接種券が届いたら、医療機関に直接電話予約を行う。 

 

（５） 実施スケジュール 

項目 内容 

接種券申込 11月 14日（月）～  ※11/18現在 申請 22人 

接種券発送 11月 22日（火）から接種券発行の申請者に順次発送 

予約開始 接種券が届き次第予約可能 

接種開始 11月下旬～ 
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令和５年はたちの集いについて 

 

令和５年はたちの集いについて、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。なお、成人年齢引き下げに伴い、令和５年から名称を「成人

式」から「はたちの集い」に変更する。 

 

１ 開催日   令和５年１月８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   

（１）開式のことば  （教育長） 

（２）式辞      （市長） 

（３）来賓祝辞    （市議会議長、県議会議員、自治会長） 

（４）来賓紹介 

（５）主催者紹介 

（６）祝電披露 

（７）誓いのことば  （はたちの集い対象者代表２人） 

（８）記念品贈呈   （はたちの集い対象者代表２人） 

（９）閉式のことば  （副市長） 

 

  第２部 記念行事 

 （１）はいばら太鼓 

 （２）実行委員による記念行事（仮） 

 （３）恩師のことば 

           

５ 対象    平成 14年４月２日から平成 15年４月１日生まれの住民登録者 

         及び転出者で牧之原市はたちの集いに参加を希望する人 

        （10月 1日現在市内在住者 398人） 

 

６ 新成人への案内 対象者へ案内ハガキを発送済み。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 

 ・ ワクチンの接種有無にかかわらず、マスクの着用および会場内での発話の禁

止を徹底する。 

 ・ 会場への立入は対象者のみとし、保護者等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。 

 ・ 来賓の座席とはたちの集い対象者との座席を分ける。 
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・ 終了後、会場全体の消毒を行う。 

・ 今後の感染拡大状況によっては開催方法を変更する場合がある。その場合

は、牧之原市ホームページならびに LINEで周知するとともに、メールで参加希

望者に連絡をする。 

 

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） 

 

 


	【1124次第】
	市長説明（別紙）
	資料1_【総務課】11月市議会定例会市長提出議案について 
	資料2_【財政課】補正予算第9号概要
	資料3_【子ども子育て課】バスでの緊急時における対応教室の開催について
	資料4_【秘書政策課】新春初顔合わせ会の開催について
	資料5_【地域振興課】デマンド乗合タクシー出発式について
	資料６_【危機管理課】令和４年度榛南一市一町住民安全大会の開催について
	資料７_【商工振興課】勝負メシプロジェクトパンフレット
	資料8_【子ども子育て課】子育て世帯臨時特別給付金（市独自給付分）給付事業
	資料９_【健康推進課】乳幼児（生後６か月～４歳）への新型コロナワクチン接種について（健康推進課）
	資料10_【社会教育課】はたちの集い

