
令和４年５月 袋井市長定例記者会見 次第 

 日時：令和４年５月27日(金) 

午前10時～ 

場所：袋井市役所４階庁議室 

・開会 

 

・袋井市長あいさつ 

 

１．令和４年６月市議会定例会 〔会期：６月６日（月）～29日（水） 24日間〕 

・令和４年６月袋井市議会定例会日程・・・・・・・・・［議会事務局］資料１－１ 

・令和４年６月袋井市議会定例会議案件目一覧 ・・・・［総務部総務課］資料１－２ 

・令和４年６月補正予算概要 ・・・・・・・・・・・・［財政部財政課］資料１－３ 

 

２．新型コロナワクチン４回目接種がスタート 

～高齢者や基礎疾患のある方の感染時重症化予防のために～ 

［総合健康センター健康づくり課］資料２ 

 

３．「ふくろいスポ泊応援キャンペーン第２弾」を実施 

～スポーツ目的の宿泊費用助成（最大 5,000 円／泊）～ 

［市民生活部スポーツ政策課］資料３ 

 

４．目指せ！未来のオリンピアン 野村忠宏さん柔道クリニック／モーグル杉本幸

祐選手講演会を開催  ～令和４年度袋井市トップアスリート交流事業～ 

［市民生活部スポーツ政策課］資料４ 

 

５．文部科学省委託事業「幼保小の懸け橋プログラム」に採択 

～全国で６県＋13市町が採択（県内は２市）～ 

［教育部すこやか子ども課］資料５ 

 

６．野菜で若い世代を健康に！ふくろいサラダ事業 

～「健康づくり」 × 「給食・地産地消」 × 「官民連携」～ 

［総合健康センター健康づくり課・教育部おいしい給食課］資料６ 

 

７．工事ＰＲ看板「静岡ブルーレヴズ コラボ仕様」の導入 

～パートナー協定を通した連携事業～ 

［都市建設部］資料７ 



-------------------------------------------------------------------------------- 

 

◆次回の開催◆ ６月28日(火) 午前10時～11時 袋井市役所４階・庁議室 

 

 記者会見終了後、「案件７ 工事ＰＲ看板「静岡ブルーレヴズ コラボ仕

様」の導入」に係る看板除幕式を行います。 

 ※静岡ブルーレヴズ 矢富
や と み

勇
ゆう

毅
き

 選手が出席

 

８．令和４年６月の行事予定 

［企画部企画政策課］資料８ 

 

 

資 料 提 供 

・６月袋井ほっと旬イベント情報          ［産業環境部産業政策課］ 

・フクロイエキマチフェスタ            [都市建設部都市計画課] 

 

 

・質疑 

 

 

 

 

 

・閉会 

 
 



⑴ 会　　期 (月) ～ (水) 日間

⑵ 会議日程

曜

金 意見書等提出締切（13:00)

月 ９：00 告　示

月 ９：00 一般質問通告締切（13:00)

火

水

木

金

土

日

月

火 ９：00 本会議〈一般質問〉 議案質疑通告締切（13:00)

水 ９：00 本会議〈一般質問〉

木 ９：00 本会議〈一般質問、議案質疑・委員会付託〉

金

土

日

月 ９：00 　

火 ９：00

水

木

金 討論通告締切（13:00)

土

日

９：00

10：30

火 　　

水 ９：00

６月28日

６月29日 本会議〈閉会〉

６月26日 休　会

６月27日 月
常任委員長会議

議会運営委員会

６月23日

６月24日

６月25日 休　会

６月20日 常任委員会

６月21日 常任委員会（予備日）

６月22日

６月19日 休　会

６月12日 休　会

６月13日

６月14日

６月15日

６月16日

６月17日

６月18日 休　会

６月９日

６月10日

６月11日 休　会

６月６日 本会議〈開会〉

６月７日

６月８日

５月30日 議会運営委員会

令 和 ４ 年 ５ 月 27 日
市長定例記者会見資料
議 会 事 務 局

令和４年６月　袋井市議会定例会日程（案）について

６月６日 ６月29日 24

月　日 開議時刻 会 議 名 摘 要

５月27日

資料１－１
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令和４年５月 27日 

市長定例記者会見資料 

総 務 部 総 務 課 

 

令和４年６月市議会定例会議案件目一覧 

 

提出議案（６月６日） 

議第33号 令和４年度袋井市一般会計補正予算（第１号）について 財 政 課 

議第34号 令和４年度袋井市一般会計補正予算（第２号）について 財 政 課 

議第35号 令和４年度袋井市病院事業会計補正予算（第１号）につい

て 

地域包括ケア推進課 

議第36号 袋井市議会議員及び袋井市長の選挙における選挙運動の公

営に関する条例の一部改正について 

総 務 課 

議第37号 工事請負契約の締結について 生涯学習課 

議第38号 太田川原野谷川治水水防組合の解散について 道路河川課 

報第８号 令和３年度袋井市一般会計繰越明許費繰越計算書につい

て 

財 政 課 

報第９号 令和３年度袋井市下水道事業会計予算繰越計算書につい

て 

上下水道課 

 



令 和 4 年 5 月 27 日

市長定例記者会見資料

財 政 部 財 政 課

（単位：千円）
 

36,580,000

（第１号） 99,000

36,679,000

補正前の額 補正額

歳　　入 99,000

○国庫支出金 5,951,746 99,000

歳　　出　 99,000

〇 子育て世帯生活支援特別給付金 99,000

令 和 ４ 年 度 　６ 月 補 正 予 算 概 要

１　一般会計補正予算（第1号）について

当初予算額

６月補正額

合 計

【一般会計】

◇国の原油価格・物価高騰等総合緊急対策に伴う 「子育て世帯生活支援特別給付金」の追加

コロナ禍において、物価高騰等に直面する生活困窮者等を支援するため、低所得のひとり親・ふたり親子

育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金（児童

一人当たり一律５万円）の支給を行う。

給付金の対象者や、給付のスケジュール等が国から示されたことから、可能な限り速やかな支給（６月末か

ら順次）に向けて、対象者の抽出に伴う電算システムの改修や、給付金の振込手続き期間などを踏まえ、６月

市議会初日に上程し、議決を依頼するものである。

【概要】子育て世帯生活支援特別給付金について
（１）支給対象者
ア 低所得のひとり親世帯

①令和４年４月分の児童扶養手当受給者（申請不要）
②新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変した方（要申請）

イ その他低所得の子育て世帯分

③令和４年度住民税非課税の児童手当受給者(低所得のふたり親世帯）（申請不要）
④新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変した方（要申請）

（２） 支給額 児童１人当たり ５万円
（３） 対象者数

①約570世帯（児童 950人） ②約90世帯（児童 150人）
③約400世帯（児童 650人） ④約60世帯（児童 100人）

（４） 支払日（予定）
① ６月29日に支給

② 申請に基づき翌月末までに支給
③ ７月末（所得状況確定後速やかに支給）
④ 申請に基づき翌月末までに支給

（５） 経費内訳 ※国庫10/10
・事務費：6,500千円（システム開発委託料、会計年度任用職員報酬など）
・子育て世帯生活支援特別給付金： 92,500千円

資料１－３



（単位：千円）
 

36,580,000

（第１号） 99,000

（第２号） 148,000

36,827,000

補正前の額 補正額

歳　　入 148,000

○国庫支出金 6,050,746 148,000

歳　　出　 148,000

〇 新型コロナワクチン接種事業 148,000

債務負担行為 期間 限度額

〇 メロープラザ指定管理委託 R4～R6 78,000

（単位：千円）

※債務負担行為のみ

債務負担行為 期間 限度額

〇 病院事業運営費補助金 R4～R９ 600,000

当初予算額

６月補正額

６月補正額

合 計

３　病院事業会計補正予算（第１号）について

６ 月 補 正

２　一般会計補正予算（第２号）について

【概要】 新型コロナワクチン接種に係る接種費用の追加について
新型コロナワクチン接種について、３回目接種後のワクチンの有効性の持続期間や、現時点までに得られて

いる４回目接種の有効性・安全性に関する知見、諸外国における対応状況等を踏まえ、新型コロナウイルス感
染症にかかった場合の重症化予防を目的として、４回目接種に関する対応方針が、厚生労働省から取り扱いが
示されたことから、令和４年度中に必要な集団接種に係る医師・看護師への謝礼や、医療機関への予防接種委
託料など、接種に係る経費を計上する。
併せて、12歳から17歳の３回目接種に伴う経費や、ノババックス（武田社製）ワクチンの採用に伴う接種者（18

歳以上）の増加を見込み、所要の経費を追加する。
（１） 接種内容
ア 次に該当する方の４回目接種 28,100人
（ア） 60歳以上の方で、３回目接種から５か月以上経過した方 23,600人
（イ） 18歳以上60歳未満で、基礎疾患等をお持ちの方で、３回目の接種から５か月以上

経過した方 4,500人
イ 12～17歳の３回目接種 5,000人
ウ １～３回目接種（追加分） 11,200人

（２） 経費内訳 ※国庫10/10
・報償費： 400千円（集団接種に係る医師・看護師謝礼）
・需用費： 2,000千円（集団接種に係る防護服、マスク、グローブなど）
・役務費 5,800千円（国保連手数料、接種券郵送代など）
・委託料：139,800千円（個別接種及び集団接種接種委託料、コールセンター業務委託料など）

【概要】
聖隷袋井市民病院における指定管理の更新（R５～R９）に向けた債務負担行為の設定

【一般会計】

◇新型コロナワクチン接種に係る接種費用の追加 (60歳以上の方、18歳以上60歳未満で基礎疾患

等をお持ちの方などの４回目接種分、12～17歳の３回目接種分など）

◇メロープラザの指定管理委託に伴う債務負担行為の設定に伴う所要の予算補正を行う。
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【お問い合わせ先】 
袋井市 総合健康センター 健康づくり課 感染症対策室（担当：松家） 
電話：0538-84-7815 FAX：0538-42-7276 メール：kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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令和４年５月27日 

袋井市長定例記者会見資料 

総合健康センター健康づくり課 

 

新型コロナワクチン４回目接種がスタート 
 

～高齢者や基礎疾患のある方の感染時重症化予防のために～ 
 
 
◇国（厚生労働省）が、新型コロナウイルス感染症ワクチンの４回目の接種を５月25日から開

始できるよう、関係政省令の改正を行った。 
 

◇これを受け、本市においては、新型コロナウイルス感染症に感染した場合の重症化予防の

ため、４回目のワクチン接種体制を迅速に確立し、５月25日から、対象者に対し接種券等を

配布した。 
 
 

【概要】 

  １ ４回目のワクチン接種対象者 

次に該当する方のうち、ワクチンの３回目接種から５か月以上経過した方 

①６０歳以上の方 ②18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと医師が認めた方 
   

 

 

２ 使用するワクチン 

・ファイザー社製及びモデルナ社製 
   
 

３ 接種実施期間 

   ・５月 25日～９月 30日（現時点での特例臨時接種期間） 
    

４ 概要 

   （１） 接種券付き予診票の発送 

  ・60歳以上の方・・・４か月と３週経過を目途に接種券を発送 

  ・基礎疾患を有する方等・・・被接種者等からの申請により接種券を発行 

（２） 接種会場 

  ・集団接種・・・聖隷袋井市民病院、コスモス館、浅羽支所 等 

  ・個別接種・・・各医療機関（現在調整中） 

  ・巡回接種・・・高齢者福祉施設等（現在調整中） 

（３） 接種の予約 

  ・３回目のワクチン接種時と同様、市コールセンター（0538-84-7813）及びWEBサイトでの予約。 

https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/9/vaccine/1611278019445.html 

  ・各医療機関での予約受付については、現在調整中。 

  ・市内コミュニティセンターでの巡回予約（７月予定）

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 

①60歳以上 ➁基礎疾患等 計

令和３年12月 500 100 100 200 令和４年５月

令和４年１月 3,400 2,100 300 2,400 　　　　６月

　　　　２月 16,800 13,900 600 14,500 　　　　７月

　　　　３月 16,500 6,400 2,000 8,400 　　　　８月

　　　　４月 8,700 1,100 1,500 2,600 　　　　９月

計 45,900 23,600 4,500 28,100

３回目
接種月

４回目接種対象者数 ３回目接種から
５か月後の月

３回目
接種者数

接種対象者数の内訳（概数） 



 

   2 / 2 

参考：これまでの接種状況（令和４年５月 22日現在） 

（１）接種対象者に対する接種状況 

 
 

（２）小児（５～11歳）に対する接種状況 

   
 

 

未接種者 【３回目補足】

20,151人

（28.3％）

４回目

（接種間隔）

5か月

１回目

（接種対象）

５歳以上

２回目

（接種間隔）

３週間

３回目

（接種間隔）

6か月
対象者：71,156人（２回目接種者）※5～11歳（977人）除く

72,503人（85.9％）

接種者

72,133人（99.5％）

   ※うち予約済未接種　約2,000人（2.8％）

   ※うち接種券未送付者　約1,200人(1.7％）

11,895人

（14.1％）

対象者：84,398人（5/1現在　５歳以上人口）

接種者 未接種者

接種者

対象者：72,503人（１回目接種者）

対象者計：約28,100人

①23,600人

②4,500人

51,005人（71.7％）

※１回目から４回目まですべて接種期限は令和４年９月30日

【4回目対象者】4/30までに３回目接種を終えた以下の者

①60歳以上の者

②18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する者等

←未接種者

370人（0.5％）

予約済

318人

（5.1％）

未接種者

4,841人（78.1％）

小児２回目

（接種間隔）

３週間

小児１回目

（接種対象）

５～11歳
対象者：約6,200人

接種者

977人（93.9％）

対象者：1,041人

接種者

1,041人（16.8％）

←未接種者

64人（6.1％）
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【お問い合わせ先】 

袋井市 市民生活部 スポーツ政策課 スポーツ推進係（担当：本多） 

電話：0538-44-3139 FAX：0538-44-3117 メール：sports@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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令和４年５月27日 

袋井市長定例記者会見資料 

市民生活部スポーツ政策課 

 

「ふくろいスポ泊応援キャンペーン第２弾」を実施 
 

～スポーツ目的の宿泊費用助成（最大5,000円／泊）～ 
 
◇“スポーツ愛好者にやさしいまち袋井”の認知度向上及び地域経済活性化を目的に、さわや

かアリーナやエコパなどの高規格施設が充実している強みを生かし、スポーツ大会への出

場やスポーツ観戦などで、本市に宿泊（滞在）する方を対象に、宿泊費の一部を助成。令和

２年度に続き、第２弾のスポ泊応援キャンペーンを実施。 
 
◇大会出場やスポーツ観戦のほか、スポーツ大会への運営従事など、スポーツを「する・観る・

支える」といった幅広い来訪者を対象に、市内対象宿泊施設の宿泊費を１泊あたり最大

5,000円助成。 
 

◇今年度は、本キャンペーン事業と併せ、スポーツキャンプ誘致に向けた体制整備とノウハウ

の蓄積を目的とした「スポーツキャンプトライアル事業」も実施予定（準備中）で、本市のスポ

ーツツーリズム推進事業の一環として、この２つの事業を展開。 
 

【概要】 

１ 対象者  スポーツを目的とした全国からの旅行者で市内宿泊施設に宿泊した方 

（用途）スポーツ大会参加、試合観戦、大会等の運営に従事、その他趣味等でスポーツを実施 

２ 助成内容   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 宿泊対象施設 

・ヤマハリゾート葛城北の丸 ・袋井プリンセスホテル        

・くれたけインプレミアム袋井駅前 ・ホテル観世 

・ファミリーロッジ旅籠屋 袋井店 ・ビジネスホテルコスモイン 
 

４ 申請方法（WEBのみ） 

㈱ＪＴＢのエントリーシステム「ＡＭＡＲＹＳ(アマリス）」 （https://amarys-jtb.jp/fukuroispo2022/）にて申請 

（１） 【旅行前】 ログインID及びパスワードを設定し、旅行情報を入力 ⇒ 申請受付通知（メールにて） 

（２） 【旅行後】 振込先情報、宿泊施設やスポーツ施設の利用が確認できるもの（大会参加証、宿泊費領収書

等） を登録 ⇒ 事務局による審査後、審査結果通知（メールにて） 

（３） 指定した口座に入金   ※宿泊後に申請することも可能。その場合は、旅行後に(1)～(3)の手続きを行う。 
 

５ 特記事項 （１） 対象宿泊期間：5/28（土）～2/21(金)  ※予算上限（900万円）に達し次第、受付終了 

（２） 国や県等が実施する助成制度との併用も可能 

（３） スポーツキャンプトライアル事業は、年度内に２チーム（調整中）を招いて実施予定 

宿泊費用（税込み）：10,000円以上 5,000円 

〃    ：5,000円～10,000円未満 3,000円 

〃    ：3,500円～5,000円未満 1,000円 

〃    ：3,500円未満 対象外 

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 



袋井市

※掲載されている画像はイメージです。

静岡県小笠山総合運動公園
エコパ

遠州三山
風鈴まつりの様子

秋葉総本殿
可睡斎

詳細、申請については
こちらから

　　　　を目的とした全国からの宿泊旅行者で、
対象宿泊施設 *に宿泊した方

令和4年5月 28日（土）～令和5年2月 21日（火）

対象旅行期間

対象者

※予算上限に達し次第終了となります。

ス
ポ
ー
ツ
を目

的と
した
旅行で、対象宿泊施設*に宿泊さ

れ
た
方

第２弾

スポーツをして、観て、楽しんで、
袋井に泊まろう！

ふくろいスポ泊
応援キャンペーン

スポーツ

©袋井市

* 対象宿泊施設はHPをご覧ください。

ふくろいスポ泊応援キャンペーン第２弾事務局（JTB浜松支店内）
ふくろいスポ泊担当者 宛
〒430-0934  浜松市中区千歳町70-1 funビル1階  TEL ：053-454-6981

お問合せ・お申込先



ふくろいスポ泊応援キャンペーン第２弾 概要
対　 象　 者

宿泊対象期間

申  請  期  間

申請に必要なもの

申  請  方  法

助  成  金  額

給  付  時  期

給  付  通  知

スポーツを目的とした全国からの宿泊旅行者で、指定宿泊施設を利用した者
※国や県の助成事業との併用も可
※新型コロナウイルスの感染状況により、居住地域を制限する可能性がございます。

2022 年 5月 28日（土）チェックイン～ 2023年 2月 21日（火）チェックアウトまで
※予算上限に達し次第、終了となります。

2022 年 5月 30日（月）～ 2023年 2月 28日（火）
※先の日付での宿泊を予定している方は、”給付予約”として事前申請が可能です。
※申請はチェックアウトの日から起算して 14 日以内、
　ただし 2月 14日～2月 21日の宿泊についてはチェックアウトの日から 7 日以内となります。

①対象宿泊施設の宿泊を証明できるもの   ＋  ②スポーツ施設の利用証明ができるもの

助成金申請フォーム ( https://amarys-jtb.jp/fukuroispo2022/ ) より申請
申請の流れは以下２通りです。

事後申請完了後（旅行後）４５日以内に給付

指定口座への入金をもって給付通知にかえさせていただきます。
不支給の方のみ、メールにてご連絡させていただきます。

対象宿泊施設

お問合せ

対象スポーツ
①くれたけインプレミアム袋井駅前
②ビジネスホテルコスモイン
③ファミリーロッジ旅籠屋・袋井店
④袋井プリンセスホテル　　　
⑤ホテル観世　
⑥ヤマハリゾート葛城北の丸
※キャンペーン途中に対象施設が増える場合もございますが、
　追加決定日以降の宿泊が対象となります。
※宿泊施設では本事業に関するお問い合わせは対応できかねます。
　ご質問等お問い合わせは、下記の事務局までご連絡をお願い致します。

ふくろいスポ泊応援キャンペーン第２弾事務局（JTB浜松支店内）

助成金申請フォームは
こちら

〒430-0934  浜松市中区千歳町70-1 funビル1階　ふくろいスポ泊担当者 宛
TEL：053-454-6981　Mail：fukuroi_sportstourism2022@jtb.com
営業時間：9:30 ～ 17:30 （土・日・祝日は休業）

宿泊費用 10,000 円以上

宿泊費用 5,000 円～10,000 円未満

宿泊費用 3,500 円～5,000 円未満

宿泊費用 3,500 円未満

１泊１名様あたり
5,000 円
3,000 円
1,000 円
適用外

※宿泊費用は消費税を含む　※宿泊費用は宿泊プランに含まれる食事料金（朝食・夕食など）も含む
※食事以外の料金は宿泊費用には含まない（飲み物やルームサービス等）
※他助成事業との併用に関らず、実際に宿泊施設に支払う金額を宿泊費用とする

旅行前

事前申請
（給付予約）

申請完了 給付審査 審査結果によって
給付または不支給

旅行後

①事前申請
＋事後申請

②事後申請
のみ

パターン①
（1点必要） ・チェックアウト時にホテルが発行する『請求領収書』

・スポーツ施設等が発行する領収書（請求書）
・観戦チケット（半券可）
・旅程表（旅行会社作成のもので、旅行会社の連絡先等が明記されたもの）
・スポーツイベントのチラシ
・スポーツ施設のチラシ
・大会参加要項
・施設の外観写真

・スポーツをしている写真
・観戦していることが分かる写真

１. 旅行会社が発行する『予約確認書面』
２. チェックアウト時にホテルに依頼して
　　受け取る『宿泊証明書』

パターン②
（2点必要）

パターン①
（いずれか1点必要）

パターン②
（Aと Bそれぞれ
１点必要）

A B

申請情報入力

事後申請

事後申請
申請情報入力＋証明書添付

利用証明書添付

※キャンペーンは予算上限に達し次第終了となります。なるべく、①事前申請＋事後申請をお願いいたします。

image: Freepik.com”このチラシは Freepik.comのリソースを使用してデザインされています。

旅行後のアン
ケートにお答

えいただいた
方の中から　

抽選で５名様
に袋井特産の

「静岡クラウ
ンメロン」１

玉を

プレゼントし
ます！

あらゆるスポーツを対象とします。
（スポーツをする、観る、支える等何らかの形でスポーツ
に関わった場合対象となります）
※ランニング等スポーツ施設の利用を伴わないスポーツ活動につきましては、事務局まで
　お問い合わせ願います。
※スポーツに関わる場所は問いません。

対象のスポーツの確認や、申請方法に関するお問合せは
下記事務局へお願いします。



資料４ 

 

【お問い合わせ先】 

袋井市 市民生活部 スポーツ政策課 スポーツ推進係（担当：本多） 

電話：0538-44-3139 FAX：0538-44-3117 メール：sports@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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令和４年５月27日 

袋井市長定例記者会見資料 

市民生活部スポーツ政策課 

 

目指せ！未来のオリンピアン 
野村忠宏さん柔道クリニック／モーグル杉本幸祐選手講演会を開催 

 

～令和４年度袋井市トップアスリート交流事業～ 
 

◇市では、トップアスリートと市内の子どもたちの交流機会を創出することで、ジュニアアスリー

トの技術やモチベーション向上に繋げることを目的として、トップアスリート交流事業を開催。 
 
◇柔道史上初、また全競技を通じてアジア人初のオリンピック３連覇を達成した野村忠宏さん

のクリニックでは、公益社団法人袋井市スポーツ協会柔道部と袋井市立袋井中学校柔道部

所属の子どもたち約40人が指導を受ける。 
 

◇北京2022冬季オリンピックで、市内出身者として初めて冬季五輪に出場し、市民に勇気と感

動を与えた杉本幸祐選手が母校・袋井南中学校に凱旋し、後輩たちに向けた講演会を行う。 
 

【概要】   ※感染症拡大対策のため、参加者を限定し開催するため、一般の方の見学・聴講はできません。 

１ 野村忠宏さん柔道クリニック  主催：袋井市 協力：（公社）袋井市スポーツ協会 

（１）日 時  令和４年６月４日（土）午前10時～正午 

（２）会 場  さわやかアリーナ ２Ｆ 武道場兼多目的室 

（３）参加者  約40人  【対象】・（公社）袋井市スポーツ協会柔道部員 

                    ・袋井市立袋井中学校柔道部員 

（４）講 師  野村忠宏さん 

        

           

 

    

 

２ 杉本幸祐選手母校凱旋講演会  主催：袋井市立袋井南中学校 協力：袋井市 

（１）日 時  令和４年６月10日（金）午前11時45分～午後０時15分（予定） 

（２）会 場  袋井市立袋井南中学校 体育館 

（３）聴講者  全校生徒及び教員 約500名   

（４）講 師  杉本幸祐選手  

 
 

 

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 

【プロフィール】柔道家 / 株式会社Nextend代表取締役 

  柔道男子60kg級で、アトランタオリンピック、シドニーオリンピック、アテネオリンピックの３大会

において、柔道史上初、また全競技を通じてアジア人初となるオリンピック３連覇を達成。2013

年に弘前大学大学院で医学博士号を取得。2015年に40歳で現役引退後は国内外で柔道の普

及活動を行い、スポーツキャスターやコメンテーターとしても活躍。自身の経験を元に講演活動

も多数行い、全国を飛び回っている。 

【プロフィール】袋井市出身 / デイリーはやしや所属 

           北京2022冬季オリンピック フリースタイルスキーモーグル 日本代表  

  中学校１年生夏まで袋井市で過ごし、競技に専念するため長野県に移住。高校時代には、国

内大会で優勝、大学時代は日本代表として国際大会にも出場。2020年全日本選手権銀・銅メダ

ル獲得。2022年W杯ディアバレー大会3位（自身初の表彰台）。2021/2022世界ランキング4位。 

一時は日本代表から外れるなど、幾多の苦難を乗り越え、27歳で初のオリンピック出場を果た

す。本大会では、日本人トップで予選を通過。決勝2でストックが折れるアクシデントもありながら

も全体第9位と健闘した。これらの活躍を称え袋井市スポーツ栄誉賞第1号となった。 

 

「挑戦すること」 

トークテーマ 

 



資料５ 

 

【お問い合わせ先】 
袋井市教育委員会 すこやか子ども課 子ども保育係（担当：久保田・深谷） 
電話：0538-86-3332 FAX：0538-86-3666 メール：sukoyaka@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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令和４年５月27日 

袋井市長定例記者会見資料 

教育部すこやか子ども課 

 

文部科学省委託事業「幼保小の懸け橋プログラム」に採択 
 

～全国で６県＋13市町が採択（県内は２市）～ 
 

◇本市では、幼保小の円滑な教育課程の接続にむけ、令和元年度から公立園を中心に年長児

と小学校１年生を対象に市独自の「幼小接続カリキュラム（※１）」を実施している。 
（※１）“幼”＝“幼児期”。カリキュラムの対象は、幼稚園・保育園・こども園に通う年長児と小学校１年生。 

 
◇そのような中、在園年数の違いや、生きる力の基礎となる「３つの資質・能力（※２）の育成」

と「就学までに育ってほしい姿」の捉え方が異なることによる園生活での体験や学びの経験

の違いなどによって、児童一人ひとりの円滑な小学校生活のスタートに課題が見られる。 

（※２）３つの資質・能力：知識と技能の基礎、思考力・判断力・表現力、学びに向かう力・人間性等 
 

◇この度、本市の事業提案が文部科学省から「幼保小の架け橋プログラム（※３）」の採択を受

けたことから、課題解決に向け、公立・私立の園、小学校が連携し、現行カリキュラムをより

効果的なものに見直し、実施、検証を３か年かけて行い、令和７年度以降の定着を目指す。 
（※３）「幼保小の架け橋プログラム」・・・幼稚園・こども園・保育所から小学校への円滑な接続の実現を

目指すため、全ての子どもたちの多様性に配慮した上で、学びや生活の基盤を育むプログラム 
 

【概要】 

  １ 実施期間 

令和４年４月１日～令和７年３月31日（３年間） 

・令和４年度・・・新カリキュラム案検討・作成、次年度の教育課程・年間計画への組み込み 

・令和５～６年度・・・研究協力園・小学校での新カリキュラム案実施、検証・改善 

⇒ 令和７年度・・・新カリキュラム（アプローチ・スタート）の本格実施 

２ 新カリキュラム対象 

 ・園を利用する全ての５歳児(年長児)と小学校１年生 

３ 内 容 

（１） ワーキンググループによるカリキュラム開発及び開発会議による意見聴取 

   （２） 幼・保・こども園、小学校の代表者で組織する合同会議での合意形成 

   （３） 研究協力園・小学校での新カリキュラム案の実施 

（４） 新カリキュラム案の検証、改善

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 

小学校 

各園で異なるカリキュラム 

⇒ 幼保小の接続に課題 

Ａ園 

Ｂ園 

Ｃ園 

小学校 

統一カリキュラム実施 

⇒ 幼保小の接続をよりスムーズに 

Ａ園 

Ｂ園 

Ｃ園 

現行 今後 
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参考：各種メンバー一覧 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考：幼小中一貫教育イメージ図 
 
 

１年 ２年 ３年

幼児教育 小学校 中学校 

年少 年中 年長 ４年 ５年 ６年１年 ２年 ３年

教科外カリキュラム （キャリア教育、生活指導、学習指導など）

教科カリキュラム （国語、算数・数学、理科、社会、体育など）

小中一貫教育プログラム

就学前教育・幼小接続プログラム

就学前教育カリキュラム
幼小接続
カリキュラム

幼小接続カリキュラムの見直し・検討・開発を行う。 
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【お問い合わせ先】 
袋井市 総合健康センター 健康づくり課 地域健康係（担当：山本） 
電話：0538-84-7811 FAX：0538-42-7276 メール：kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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令和４年５月27日 

袋井市長定例記者会見資料 

総合健康センター健康づくり課 

教育部おいしい給食課 

 

野菜で若い世代を健康に！ふくろいサラダ事業 
 

～「健康づくり」 × 「給食・地産地消」 × 「官民連携」～ 
 

◇野菜を１日350g以上摂取（厚生労働省基準）する袋井市民を増やす「野菜いっぱい運動（裏

面参照）」の一環として、市健康づくり課及びおいしい給食課、株式会社ヤタロー（静岡理工

科大学学食運営会社）が連携し、今年度から「ふくろいサラダ事業」を新たに実施。 
 
◇「ふくろいサラダ事業」は、特に野菜摂取量が少ないとされる若い世代の野菜摂取の意識向

上及び野菜摂取量の増加を目的とした事業。 
 

◇本年度は、まず、静岡理工科大学に通う大学生を対象に、学食で野菜料理の無料提供及び

学校給食とコラボした野菜いっぱいランチを提供することで、野菜の地産地消を推進するとと

もに、野菜摂取の意識を高め、自らの健康づくりに役立ててもらう。 
 
◇今後は、静岡理工科大学の学食で野菜いっぱいメニューを提供できる環境づくりを進めると

ともに、将来的には市内企業の若い世代の従業員へ啓発等を行い、野菜摂取の意識向上

を図っていきたい。 
 

【概要】 

  １ 背 景 

・日本人の野菜摂取量は目標の350ｇ以上／日に対し、平均約280ｇ／日（20歳以上）と、約70ｇ不足。 

・若い世代になるほど野菜摂取量が少なく、20代では平均223ｇ／日（約127ｇの不足）の摂取量。 

（ともに「令和元年国民健康・栄養調査結果」より） 
   

２ 実施内容 

（１） 学食を利用した学生に野菜料理１品（約 70ｇ）を無料提供 

・静岡理工科大学の学食やカフェテリアで市内の地場産野菜を使用した野菜料理１品（約 70ｇ）を無料提供 

・実施日時：６月８～10日、７・９・10・12月…未定（１日／月）、１月 17～19日  各日午前 11時～午後１時 

※学食内にて野菜摂取量推定機器（べジチェック®）を用いた推定野菜摂取量の測定や、アンケート等も実
施（日程は現在調整中）。 

（２） 学校給食とコラボした野菜いっぱいランチの提供 

・おいしい給食課と連携し、地場産野菜を多く使用する学校給食（市内公

立幼・保・小・中）のメニューを学食で販売 

・実施日：６月23・24日、11月23・24日の計４日間 （限定50食／日） 

    ※大学への入場に事前申請が必要なため、取材の際には前々日までに
下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 

   

３ 対象者 

  静岡理工科大学 学食等利用者（学生）

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 

学校給食とコラボメニュー（イメージ） 
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参考 

 

【野菜いっぱい運動とは】 

生活習慣病予防のため、野菜を１日350ｇ以上（厚労省基準）摂取する市民を増やす運動。 

平成19年度から開始しており、主に次のような事業を実施。 

（１） 野菜いっぱいマーク表示店（59店） 

・１食あたり１日の1/3（120ｇ）以上の野菜が摂れるメニューに「野菜いっぱいマーク」を表示し、提供してい

る飲食店を「野菜いっぱいマーク表示店」として登録 

・外食時においても野菜が摂取できるよう、表示店を「野菜いっぱいマップ」にて紹介 

（２） 野菜いっぱい運動協力店（26店 ※野菜いっぱいマーク表示店と重複あり） 

   ・食前ミニサラダ等のベジファーストの啓発活動等、独自の食育の取り組みを実施している店舗を対象に

「野菜いっぱい運動協力店」として登録 

（３） 野菜摂取啓発 

・学校給食の献立表にも野菜いっぱいマークを表示 

   ・スーパーや農産物産直所を利用した「みんなのよりみち保健室」や「２歳６か月児相談」で、野菜クイズや

おすすめレシピ、啓発チラシの配布などを実施 

    

野菜いっぱい運動 
～野菜摂取 350g／日以上を達成するために～ 

【店舗等での啓発】 

・野菜いっぱいマーク表示店の募集 

・野菜いっぱい運動協力店の募集 等 

【市民への直接啓発】 

・「みんなのよりみち保健室」や「２歳６

か月児相談」での野菜クイズ、おす

すめレシピ・チラシ等の配布 

【若い世代を対象とした意識付け・啓発】 

【新】ふくろいサラダ事業 
・静岡理工科大学での「野菜料理（70ｇ）無料提供」、「野菜いっぱいランチの提供」 

・引続き、静岡理工科大学の学食で野菜いっぱいメニューを提供できる環境づくり

を進める 

・将来的には、市内企業の若い世代の従業員への啓発 



資料７ 

 

【お問い合わせ先】 

袋井市 都市建設部 道路河川課 治水対策室（担当：草野） 

電話：0538-44-3166 FAX：0538-42-3367 メール：katsumasa-k5031@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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令和４年５月27日 

袋井市長定例記者会見資料 

都市建設部 

 

工事ＰＲ看板「静岡ブルーレヴズ コラボ仕様」の導入 
 

～パートナー協定を通した連携事業～ 
 

 
◇静岡ブルーレヴズと袋井市は、緊密な相互連携と協力をすることにより、双方の資源を有効

に活用した協働による活動を推進し、市民の健康増進・地域の活性化等スポーツを活用した

まちづくりの推進を図ることを目的としたパートナー協定を締結している。 
 

◇パートナー協定に係る事業として、静岡ブルーレヴズの試合観戦奨励と市における建設産

業のイメージアップを図り、担い手の確保につなげることを目的としたコラボレーション仕様

の工事ＰＲ看板を制作。６月１日から市発注工事の現場（請負業者が導入に協力する箇所）

に順次設置する。 
 

【概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 設置期間  令和４年６月１日～令和５年３月３１日（予定） 
 

２ 設置場所  袋井市発注工事の各現場 
 

３ 工事ＰＲ看板「レヴズコラボ仕様」の特長 

（１）静岡ブルーレヴズのホームページに繋がるＱＲコード掲載 

（２）キャラクター同士のコラボレーションデザイン 

・静岡ブルーレヴズのマスコット“レヴズ”と袋井市の特産品クラウンメロン 

・袋井市キャラクター“フッピー”とラグビーボール・ブルーレヴズのユニフォーム 

（３）「いっしょに未来の地域づくり」という標語を掲げ、相互連携をイメージ化 

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 

ブルーレヴス…観戦奨励 
行政（土木）…イメージアップ 

 

タイトル 

工事内容 

 

赤枠内のみ 

工事ごとにデザインが変更 



日 曜日 時間 場所

1 水
8:30～
17:15

市役所市民ギャラ
リー

2 木

3 金
9:00～
9:20

さわやかアリーナ会
議室

10:00～
12:00

さわやかアリーナ武
道場兼多目的室

14:00～
15:00

メロープラザ多機能
ホール

13:00～
17：00

月見の里学遊館・月
見の里公園

9:00～
17:00

長野県塩尻市

法多山尊永寺

8:00～
10:00

松林植栽地（東同笠
地内）

9:00～
10:30

袋井東地区

6 月 9:00～ 市役所議場

7 火

8 水
11:00～
13:00

静岡理工科大学

9 木
8：35～
11:45

風見の丘

11:45～
12:15

袋井南中学校

市役所市民ホール・
月見の里学遊館

11 土

12 日
13:30～
15:30

月見の里学遊館

13 月
10:00～
14:00

市役所市民ホール

金10

4 土

日5

トップアスリート交流事業　杉本幸祐選手母校凱旋講演
会〔スポーツ政策課〕資料４

土砂災害防災訓練〔危機管理課〕

法多山ホタルまつり（～５日）〔産業政策課〕

令 和 ４ 年 ５ 月 27 日

企 画 部 企 画 政 策 課

令和４年６月の行事予定

中北薬品株式会社との健康増進に関する協定式〔健康づ
くり課〕

ワンコインコンサート〔メロープラザ－生涯学習課〕

浅羽海岸松林草刈り作戦〔農政課〕

市議会６月定例会　開会〔議会事務局〕資料１

ふくろいサラダ事業　野菜料理無料提供・推定野菜摂取
量測定（～10日）〔健康づくり課〕資料６

袋井市営プールを活用した小学校の水泳授業〔教育企画
課〕

台湾の地下ダム「二峰圳」通水100周年記念パネル展
（～７月10日）〔協働まちづくり課〕

袋井市文化協会「ピアノ歴史秘話」〔袋井市文化協会－
生涯学習課〕

ふくろい農産物応援フェア〔農政課〕（～17日）

トップアスリート交流事業　野村忠宏さん柔道クリニッ
ク〔スポーツ政策課〕資料４

木曽漆器祭・奈良井宿場祭〔農政課〕（～５日（9:00～
12:00））

雨宿りてしごとフェス〔月見の里学遊館－生涯学習課〕
（～５日（10:00～15:00））

市長定例記者会見資料

催事・イベント内容〔主催団体－担当課〕

【市民ギャラリー】袋井市文化協会絵画部作品展（水
彩・油彩画の展示）（～10日）〔企画政策課〕

資料８



日 曜日 時間 場所催事・イベント内容〔主催団体－担当課〕

14 火 9:00～ 市役所議場

15 水 9:00～ 市役所議場

16 木 9:00～ 市役所議場

17 金

18 土
13:00～
15:00

月見の里学遊館

10:00～
15:30

袋井駅北口周辺・田
端東遊水地公園

13:30～
17:00

メロープラザ多機能
ホール

9:00～
市役所第１～３委員
会室

9:00～
17:00

歴史文化館

9:00～
市役所第１～３委員
会室

8:30～
17:15

市役所市民ギャラ
リー

22 水

23 木 静岡理工科大学

24 金

25 土

26 日
14:00～ メロープラザ多機能

ホール

27 月

28 火
10:00～
11:00

市役所庁議室

9:00～ 市役所議場

10:30～
11:00

Honey!ハニー!!

30 木

ふくろいサラダ事業（学校給食とコラボした野菜いっぱ
いランチの提供）（～24日）〔健康づくり課〕資料６

※新型コロナウイルス感染症の影響により、急きょ中止・延期となる場合がありますので、予めご了承ください。

29 水

市長定例記者会見〔企画政策課〕

市議会６月定例会　閉会〔議会事務局〕資料１

出張としょかんHoney!ハニー!! de おはなし会〔袋井図
書館〕

市民音楽劇創造ワークショップ「音で表現してみよ
う！」（・25日）〔月見の里学遊館－生涯学習課〕

アマチュアバンドフェスティバル2022 in メロープラザ
〔メロープラザ－生涯学習課〕

入川舜ピアノお披露目コンサート〔NPO法人メロープラ
ザサポータークラブ－生涯学習課〕

19 日

フクロイエキマチフェスタ〔都市計画課〕参考資料

【市民ギャラリー】袋井写真協会　会員展（写真の展
示）（～30日）〔企画政策課〕

市議会６月定例会　常任委員会（予備日）〔議会事務
局〕資料１

市議会６月定例会　常任委員会〔議会事務局〕
資料１

21 火

大門遺跡発掘調査速報展（～７月15日）〔生涯学習課〕

20 月

市議会６月定例会　一般質問〔議会事務局〕資料１

市議会６月定例会　一般質問、議案質疑、委員会付託
〔議会事務局〕資料１

市議会６月定例会　一般質問〔議会事務局〕資料１



◇  5月21日(土)～ ８月31日(水)

◇  5月28日(土)～ 7月3日(日)

◇  6月中旬 ～ 6月下旬

(時　間)　9:00～17:00　(駐車料)　乗用車:500円

　　　　　　　　　　　　　　　　(場所)　法多山尊永寺　

※ゆりの開花状況は「可睡ゆりの園」へお問い合わせください。

(入園料)　大人:1,100円　小・中学生:400円　幼児:無料 

法多山のアジサイ見頃

法多山の境内に群生するアジサイが袋井の梅雨をお知らせいたします。

アジサイは、土壌の性質によって紅色、コバルト色、紫色など色とりどりに

 　　　　　　　　　　　法多山尊永寺　TEL 0538-43-3601

ゆり達が織り成す光景をお楽しみください。

6月

可睡ゆりの園

遠州三山（法多山・油山寺・可睡齋）で開催される風鈴まつりでは、それぞれのお寺が個性を生か

用意しております。遠州三山の御朱印を集められた方にご利益グッ

夏のふくろい　遠州三山風鈴まつり

可睡齋の東側丘陵地3万坪に広がる可睡ゆりの園には、毎年5月下旬から

7月上旬にかけて、世界150余品種200万輪のゆりが一面に花開きます。

「ゆりの根の天ぷら」を添えたそばやうどんもお召し上がり頂けます。

ズ（水引きバンド）をプレゼントいたします。※数に限りがございます。

した風鈴を飾っています。期間中は、夏のスイーツのおもてなしや、「風鈴まつり限定御朱印」も

(場所) 遠州三山（法多山・油山寺・可睡齋　境内）

      可睡ゆりの園　TEL 0538-43-4736

咲き誇ります。真夏を前に、つかの間の美しさをぜひご覧ください。

美しく涼やかな風鈴の音色で夏の袋井をお楽しみください。

　　 袋井市観光協会　TEL 0538-43-1006

新型コロナウイルス感染症拡大防止の徹底を図るため、イベントの
中止・変更される場合がございますので、事前にご確認ください。

©袋井市



・  11日(土)～12 (日)

・  24日(金)～26 (日)

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE　コンサート

 6月19日（日）10:00～15:30

Fantasy on Ice 2022

   ※駐車場は民間有料駐車場または市役所駐車場をご利用下さい。

【場　所】　法多山尊永寺

境内のゲンジボタル鑑賞公園では、ゲンジボタルの乱舞を鑑賞することができます。

【発行】
袋井市産業政策課商業観光室
TEL 0538-44-3156
袋井市観光協会
TEL 0538-43-1006

【日　時】　5月28日(土)、29日(日)、6月4日(土)、5日(日)

　　エコパハウス　TEL 0538-41-1800

 田端東遊水池公園：ステージベント・キッチンカー

 袋井駅北口周辺：ワークショップ（irodori Work Shop）

「袋井市観光協会」で検索！ホームページ・ブログ・フェイスブックページ

              　　   JRさわやかウォーキング
　　　　　   火の神可睡齋と可睡ゆりの園めぐり ～遠州三山風鈴まつり～

闇夜に舞うホタルの華美な光は、自然の芸術品です。

　　　　　　各日午後6時から午後9時頃まで

　　　　　※イベントの詳細は法多山ホームページをご覧ください。

インターネットで袋井の観光情報を発信しています♪

都市計画課まちづくり計画室　TEL 0538-44-3122

  【日程】2022年6月4日(土)　【スタート駅】JR袋井駅

　　　JR東海テレフォンセンター　TEL 050-3772-3910

　　　　　※雨天の場合はホタルが飛びませんので中止となります。

【日　時】

スタート受付時間

 法多山尊永寺　TEL 0538-43-3601

【会　場】

          　　　  フクロイエキマチフェスタ

   ※詳しくは市ホームページをご覧ください。

法多山　ホタルまつり　

　　　　　※ホタルの発生状況により、開催日を変更する場合があります。

　　袋井駅周辺を歩いて楽しめるイベントです。

 天理教山名大教会東駐車場：マルシェ（goen de Marche）

約8.5㎞ 約2時間15分
8:00～12:00

約12㎞ 約3時間

コース距離 所要時間




