
定 例 記 者 懇 談 会 次 第 
令和元年９月30日(月) 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 

 

最近の市政運営の状況について 

 

 

 田沼意次侯生誕 300 年記念大祭について……………………………………………資料１ 

 

  

 

レベル１津波対策事業感謝式典………………………………………………………資料２ 

 

 

  「郵便局のみまもりサービス」をふるさと納税の返礼品とする 

ことに関する協定締結式について…………………………資料３ 

 

 

 

３ その他主な報道提供資料 

  ○市史料館特別展「大意次展―田沼再考―」の開催について 

○ GOSEN CUP スウィングビーチ牧之原国際女子オープンテニストーナメント開催 

○食料品試買会の実施について 

 

 

４ 懇  談 

 

 

５ 閉  会 

 

 

 

次回記者懇談会 10 月 31 日（木） 午後１時 15 分～ 



 

 

 

 

  

  

 





2019/9/27

1

1

金金子貴俊さん（41）

俳優・タレント

牧之原市がロケ地となった映画「ウォーターボーイズ」に出演
しており、現在はバラエティや情報番組で活躍しています。

【主な出演作】
・日本テレビ
「世界の果てまでイッテＱ！」準レギュラー
・ＮＨＫ Ｅテレ
「ビットワールド」レギュラー
・福岡放送
「九州1週ヤマトホ！2936.9キロイタダキます！」

【受賞歴】
2018年 「第19回ベストスイマー2018」受賞

田沼意次侯役

かねこたかとし

2

加藤桃子さん（24）

静岡まきのはら大使・女流棋士

牧之原市出身の女流棋士で、平成27年から「静岡まきのはら
大使」を務めています。

10月からＮＨＫ教育の将棋講座で、聞き手を務めます。

【獲得タイトル】
・女王 4期
（マイナビ女子オープン 第7期（2014年度）～第10期）
・女流王座 4期
（女流王座戦 第1期（2011年度）～第2期、
第4期～第5期）

姫役

かとうももこ
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堀堀口茉純さん（36）

タレント

江戸文化歴史検定一級を持ち歴史文化に造詣が深く、テレ
ビ・ラジオ・執筆活動にと幅広く活躍しています。

【主な出演作】
・ＮＨＫラジオ第1 「ＤＪ日本史」レギュラー
・TOKYO MX 「週末ハッピーライフ！お江戸に恋して」
・KRY山口放送 「お江戸ル“ホーリー”の歴史茶屋」

【主な刊行書籍】
・PHP新書
「歌舞伎はスゴイ 江戸の名優たちと“芝居国”の歴史」
・PHP新書
「吉原はスゴイ 江戸文化を育んだ魅惑の遊郭」
・PHP新書
「江戸はスゴイ 世界一幸せな人々の浮世ぐらし」

奥方役

ほりぐちますみ

4

久保ひとみさん（49）

タレント

浜松市出身で、県内でテレビ、ラジオのレギュラー番組を持ち、
多数のＣＭにも出演しています。

【主な出演作】
・静岡第一テレビ 「まるごと」
・静岡第一テレビ 「トキメキ 浜松」
・K-mix 「らじコン」
・
【テレビCM】
幸和ハウジング/静岡県ホンダカーズ/ビッグ富士
大川食品/五味八珍/ヤマモリ/ダックスクラブ など

司会

くぼひとみ



レベル１津波対策事業感謝式典 

１． 目 的 平成 27 年度に須々木海岸から工事着手した市内の海岸堤防整備は、
    今秋から更に本格化する。そのため今回式典では、市民に対し事業へ

の意識向上、及び国・県へはこれまでの感謝・今後の事業促進に向け

開催する。

２． 日 時  令和元年 10月 26日（土） 10～11時
３． 場 所  静波海岸 高台（女神像付近） ※次ページ案内図参照

        雨天時：榛原文化センター    

４． 主 催  牧之原市、地区長会（※）

※沿岸１５区（相良、福岡、波津、須々木、大沢、大江、片浜、

地頭方、落居、豊岡、新庄、遠渡、静波、細江、川崎）

５． 来 賓  牧之原市議会議員、国会議員、静岡県議会議員、漁業関係者

国土交通省、静岡県    

６． 参加者  来賓・主催等あわせて 100 名程度（見込） 

 

７． 主な式典内容

（１）開会挨拶、（２）来賓挨拶・紹介、（３）事業説明、（４）セレモニー

（５）乾杯（牧之原茶）、（６）閉会

８． 牧之原市内の事業経緯

静岡県島田土木事務所：相良須々木海岸 

H25～30 までの実績 調査、設計 

工事(H28～) 延長 337m 

事業費 1,311 百万円 

                  R1 の計画      本体工事 延長 115m 

                             事業費 336 百万円 

静岡県島田土木事務所：相良片浜海岸  

                  R1 の計画    設計 

本体工事 施工延長 2,300m 

                         事業費 94 百万円 

静岡県御前崎港湾管理事務所：榛原港海岸  

H29～30 までの実績 設計 

R1 の計画      本体工事 延長 944m 

           R1 事業費 128 百万円 

    牧之原市：地頭方漁港海岸 

               H27～30 までの実績 設計(H27) 

                          工事(H28～30) 延長 65m 

                         事業費 403 百万円 

               R1 の計画      工事 延長 48m 

                          事業費 150 百万円 

９．お願い  取材希望の方は、事前に下記の事務局までご連絡をお願いします。

10．事務局  建設部 建設管理課長 山田 0548-53-2627

定例記者懇談会 資料 No.２
令和元年９月 30日
建設部建設管理課
電話 0548-53-2627
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「「郵便局のみまもりサービス」をふるさと納税の返礼品とする

ことに関する協定締結式について
 

１ 趣旨 

 日本郵便株式会社が実施している「郵便局のみまもりサービス」をふるさと納税の

返礼品として新たに追加するに当たり、その取組を円滑に遂行するために日本郵便株

式会社と牧之原市が協定を締結する。 

 

２ サービスの取扱内容 

（１）受付開始日  令和元年 10 月 10 日（木） 

（２）取扱サービス 高齢者の方とその御家族の安心安全のために、毎月１回、郵  

便局員が高齢者宅を訪問し、会話を通じて生活状況を確認し

て、その結果をメールにて御家族へお知らせする。 

 

３ 締結式概要 

 （１）日時  令和元年 10 月 10 日（木） 午前 10 時から 

（２）会場  牧之原市役所榛原庁舎５階庁議室 

（３）内容   １）趣旨説明（商工企業課） 

２）市長コメント 

３）日本郵便株式会社 代表者コメント 

４）出席者紹介 

５）「郵便のみまもりサービス」に関する協定書 署名 

６）質疑応答 

７）記念撮影 

 

４ 締結式出席者  

日本郵便株式会社 

静岡県東遠江地区連絡会地区統括局長 住吉郵便局長 

        大村 英行（おおむら ひでゆき） 様 

牧之原部会部会長 坂部郵便局長 

  神崎 浩士（かんざき ひろし）  様 

牧之原郵便局長 今駒  健（こんま  たけし）  様 

相良郵便局長  大久保 雅司（おおくぼ まさじ） 様 

 

牧之原市 

市長、副市長、産業経済部商工企業課商工振興係長、商工企業課商工 

振興係主事 

定例記者懇談会資料№３ 

令和元年９月 30 日 

産業経済部商工企業課 

0548-53-2647 



定例記者懇談会 資料  

令和元年 9 月 30 日 

教育文化部社会教育課 

0548-53-2646 

  

市市史料館特別展「大意次展―田沼再考―」の開催について 
 

 

１ 趣旨 

田沼意次侯（1719-1788）は、江戸時代中期に幕府の側用人・老中として様々な政
策を実行し、田沼時代と呼ばれる大変華やかな時代を作り出した日本を代表する人物

です。また、牧之原市を中心に最大で 5万 7千石の領地を持ち、相良城の建設や城下
町の整備、殖産興業を推進し、現在の町並みの基礎を築いた郷土の偉人でもあります。

しかし、それほど高名な人物であるにもかかわらず、その生涯はあまり知られてお

らず、誤解を受けている点も少なくありません。

そこで、田沼意次侯生誕 300 年を記念して、市内外へ意次侯の功績を広く顕彰し、
関係する資料や史跡・文化財の保存活用を図るため、令和元年度市史料館特別展「大

意次展―田沼再考―」を開催します。

 

２ 概要 

名  称 大意次展―田沼再考―

開催期間 令和元年 10月 19日（土）～12月 1日（日）
会  場 牧之原市史料館（静岡県牧之原市相良 275-2）
開館時間 午前 9時 00分から午後 4時 00分まで
入 館 料 無 料

共  催 牧之原市教育委員会、田沼意次侯生誕 300年記念事業実行委員会
 

３ 主な展示品 

田沼家ゆかりの工芸品・刀剣・古文書類

蝦夷地関係の古地図・古書籍

相良城跡の発掘出土品

田沼街道沿いの古文書・古絵図

 

                       

 

 

 

 

 

 

 ― 狩野典信筆 田沼意次侯領内遠望図（個人蔵）   田沼街道道中手形（個人蔵）  







定例記者懇談会 資料 

令和元年９月 30 日 

産業経済部 観光課 

電話 0548-53-2623 

  
GGOSEN CUP ｽｳｨﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ牧之原国際女子ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄが開催されます 

 
【日時】 

シングルス 予選：10 月 7 日（月）～8日（火）本選：10 月 8 日（火）～13 日（日） 

ダブルス  本選：10 月 8 日（火）～12 日（土） 

 

【場所】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） 

 

【主催者】牧之原国際女子オープンテニス実行委員会 

 

【試合方法】3 ﾀｲﾌﾞﾚｰｸｾｯﾄﾏｯﾁ（ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾌｧｲﾅﾙは 10 ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ） 

 

【入場料】無料 

 

【会場問合せ】静波リゾートホテル・スウィングビーチ 0548-22-1717 

 

「GOSEN CUP スウィングビーチ牧之原国際女子オープンテニストーナメント」は、

日本女子選手が世界で活躍することを願って創設された、国内外のメジャー大会へ出

場するための登竜門となる国際大会です。 

 本大会は今年で 27 回目を迎え、今月開催された東レパンパシフィックオープンテ

ニストーナメントでベスト８と活躍した土居美咲選手、今年の全英オープンテニス女

子ダブルスで優勝したスーウェー選手（台湾）が過去に出場しています。 

 今年も世界中から多くの選手たちが集まってきます。自由に観戦できますので、ぜ

ひ会場に足を運んでみてください。 

 

過去にGOSEN CUPスウィングビーチ牧之原国際女子オープンテニストーナメントに

出場した世界で活躍している選手たち（9月 23 日付 シングルス世界ランキング） 
氏名 ラ ン キ ン

グ 

実績 ゴーセンカップ出場 

プリスコバ 

（チェコ） 

2 位 2019 全豪 ベスト４ 2011 年 優勝 

ベンチッチ 

（スイス） 

10 位 2019 全米 ベスト４ 2013 年 準優勝 

ケルバー 

（ドイツ） 

12 位 2018 ウィンブルドン優勝 

2016 ｼﾝｸﾞﾙｽ世界ﾗﾝｷﾝｸﾞ１位 

2004 出場 

 

 シングルス・ダブルスの優勝者・準優勝者へは、牧之原市の特産品である「ガーベ

ラの花束・お茶詰合せ」を、優勝者へは、さらに「アローマメロン」も賞品としてお

贈りします。 



  報道機関への情報提供資料（牧之原市） 令和元年９月 30日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

食料品試買会の実施について 

問い合わせ先 

 牧之原市産業経済部商工企業課 

 担当：増田 

 電話：0548-53 -2647 （直通） 

日 時 令和元年１０月１０日（木）午前１０時から午後３時頃まで 

場 所 牧之原市総合健康福祉センター さざんか 

主 催 者 

又 は 担 当課 
主催：静岡県計量検定所  担当課：牧之原市商工企業課 

（内容） 

 

【趣  旨】消費者が、スーパーマーケット等食料品小売店の商品を購入し内容量を模擬

検査することによって、小売段階の計量の実態を把握し、計量制度が安心安

全な消費生活に寄与していることを実感してもらうことを目的として開催

します｡ 
 
【開催日時】 令和元年 10 月 10 日（木） 午前 10 時～午後３時頃 
 
【開催場所】 総合健康福祉センターさざんか 
 
【参 加 者】 事前に募集した市内の一般消費者（約 20 人） 
 
【内   容】 当日、参加者があらかじめ指定された種類の食料品を購入し、その内容量

が正確に計量されているかを、精密なはかりを使って計量します。具体的

には、品物の総量から包装やトレーの重さを差し引いて算出した実量を 

表示量と比較し、過不足量、過不足率を確認します。 
 
（おおよその日程） 

１０：００ 買い物の説明 

１０：３０ 食料品の購入（近隣の店舗にて） 

１３：００ 
模擬検査方法の説明に続いて、参加者全員による模擬検査 

                          ↑取材におすすめの時間帯です。 

１４：００ 計量検定所職員による計量教室 

１４：３０ 結果発表、講評 

   

【購入店舗】 市内のスーパーマーケット（６店舗） 
 
【購入商品】 水産加工品、食肉、惣菜、野菜・果物、食肉加工品、茶 等 

１人３品、合計 60 品。 

 

（添付資料） なし  

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








