
令和４年８月 袋井市長定例記者会見 次第 

 日時：令和４年８月24日(水) 

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９月市議会定例会 

 〔会期：８月29日（月）～９月30日（金） 33日間〕 

・令和４年９月袋井市議会定例会日程・・・・・・・・・［議会事務局］資料１－１ 

・令和４年９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９月補正予算概要 ・・・・・・・・・・・・［財政部財政課］資料１－３ 
 

 

２． 業務用AIチャットボットの導入・効果検証 
～自治体 DX を推進するため市役所業務を可視化し改善～ 

［企画部ＩＣＴ政策課］資料２ 

 

３．乳がんセルフチェックの定着化に向けた啓発事業 
  ～定期的なセルフチェックの習慣化で早期発見・早期治療を推進！～ 

［総合健康センター健康づくり課］資料３ 

 

４．袋井市省エネルギー設備導入支援事業費補助金を創設 
～市内に事業所等を有する法人及び個人事業主を対象～ 

［環境水道部環境政策課］資料４ 

 

５．静岡理工科大学「地域学講座」で若者視点からの茶振興策を提言 
～産学官連携によるヒト・モノ・コトづくり～ 

［企画部企画政策課］資料５ 

 

６．国際感覚を育成 市職員の長期海外派遣事業を初めて実施 
～海外姉妹都市ヒルズボロ市との新たな取り組み～ 

［総務部総務課］資料６ 

 

７．袋井市文化協会 愛の手紙コンクール特別編の募集 
～届け、ウクライナへの想い 響け、平和への願い～ 

［教育部生涯学習課］資料７ 

 



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

◆次回の開催◆ ９月27日(火) 午前10時～11時 袋井市役所４階・庁議室 

 

 

８．令和４年９月の行事予定 
［企画部企画政策課］資料８ 

 

資 料 提 供 

・９月袋井ほっと旬イベント情報            ［産業部産業政策課］ 

・よしもと運動会＆マルシェ               ［スポーツ政策課］ 

 

・質疑 

 

 

・閉会 
 



⑴ 会　　期 (月) ～ (金) 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 常任委員会

水 ９：00 常任委員会 　

木 ９：00

金 ９：00 特別委員会（議会活性化特別委員会）

土

日 　　　

月 敬老の日

火

水

木

金 秋分の日

令 和 ４ 年 ８ 月 24 日
市長定例記者会見資料
議 会 事 務 局

９月22日

９月23日 休　会

９月21日

９月18日 休　会

９月19日 休　会

９月20日

９月15日

９月16日

９月17日 休　会

９月12日 常任委員会

９月13日

９月14日

常任委員会（予備日）

９月９日

９月10日 休　会

９月11日 休　会

９月６日

９月７日

９月８日

９月３日 休　会

９月４日 休　会

９月５日

９月１日

８月30日

９月２日

８月22日 議会運営委員会

８月29日 本会議〈開会〉

８月31日

８月19日

令和４年９月　袋井市議会定例会日程について

8月29日 9月30日 33

月　日 開議時刻 会 議 名 摘 要

資料１－１



曜月　日 開議時刻 会 議 名 摘 要

土

日

月

火 討論通告締切（13:00)

９：00

10：30

木

金 ９：00９月30日 本会議〈閉会〉

９月28日 水
議会運営委員会

９月27日

常任委員長会議

９月29日

休　会

９月26日

９月24日 休　会

９月25日



資料１－２ 
 

令和４年８月24日 

定例記者会見資料 

総 務 部 総 務 課 

 

 

令和４年９月市議会定例会議案件目一覧 

 

提出議案（８月29日） 

議第45号 

議第46号 

 

議第47号 

 

議第48号 

   

議第49号 

 

議第50号 

議第51号 

  

議第52号 

 

議第53号 

 

議第54号 

 

議第55号 

 

議第56号 

議第57号 

議第58号 

 議第59号 

議第60号 

 

議第61号 

議第62号 

令和４年度袋井市一般会計補正予算（第４号）について 

令和４年度袋井市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）について 

令和４年度袋井市介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

令和４年度袋井市墓地事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

令和４年度袋井市病院事業会計補正予算（第２号）につい

て 

令和３年度袋井市一般会計歳入歳出決算認定について 

令和３年度袋井市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

令和３年度袋井市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 

令和３年度袋井市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

令和３年度袋井市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

令和３年度袋井市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

令和３年度袋井市水道事業剰余金処分計算書について 

令和３年度袋井市水道事業会計決算認定について 

令和３年度袋井市下水道事業会計決算認定について 

令和３年度袋井市病院事業会計決算認定について 

袋井市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

て 

袋井市税条例等の一部改正について 

袋井市手数料条例の一部改正について 

財 政 課 

保 険 課 

 

保 険 課 

 

環 境 政 策 課 

 

地域包括ケア推進課 

 

財 政 課 

保 険 課 

 

保 険 課 

 

保 険 課 

 

協働まちづくり課 

 

環 境 政 策 課 

 

上 下 水 道 課 

上 下 水 道 課 

上 下 水 道 課 

地域包括ケア推進課 

総 務 課 

 

課税課・納税課 

都 市 計 画 課 



議第63号 

報第10号 

報第11号 

 

報第12号 

 

報第13号 

 

報第14号 

 

袋井市道路線の認定について 

令和３年度決算における健全化判断比率等について 

専決処分の報告について（草刈作業中に発生した事故に係

る損害賠償の額の決定及び和解について） 

専決処分の報告について(市有の自動車事故に係る損害賠

償の額の決定及び和解について) 

専決処分の報告について(河川愛護活動中に発生した事故

に係る損害賠償の額の決定及び和解について) 

専決処分の報告について(市有の自動車事故に係る損害賠

償の額の決定及び和解について) 

維 持 管 理 課 

財 政 課 

維 持 管 理 課 

 

スポーツ政策課 

 

維 持 管 理 課 

 

課 税 課 

 



令 和 4 年 8 月 24 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～第３号）　 757,000

（第４号） 1,137,000

38,474,000

補正前の額 補正額

歳　　入 1,137,000

○地方特例交付金 110,000 26,869

○地方交付税 3,200,000 320,661

○国庫支出金 6,565,751 279,933

○県支出金 2,585,049 4,900

○寄附金 505,501 703,000

○繰入金 1,228,557 ▲882,656

財政調整基金繰入金 973,000 ▲973,000

○繰越金 350,000 1,097,263

○諸収入 904,881 120,430

市預金利子 12 578

○市債 3,564,000 ▲533,400

臨時財政対策債 800,000 ▲263,000

歳　　出（主なもの）　　 1,137,000

○ ふるさと納税事業 350,000

○ 新型コロナワクチン接種事業 278,000

〇 公共施設等適正管理基金積立金 205,000

○ 袋井駅南都市拠点土地区画整理組合補助金 50,000

○ 工場立地奨励補助金補助事業 15,918

○ 治水対策事業（松橋川・油山川改修事業） 14,700

○ 民間保育所等給食食材費補助金補助事業【物価高騰対策】 7,930

〇 その他（令和３年度分の事業費確定に伴う国・県負担金の精算金など） 215,452

令 和 ４ 年 度 　９ 月 補 正 予 算 概 要

１　一般会計補正予算（第４号）について

当初予算額

既 補 正 額

９月補正額

合 計

【一般会計】

◇ふるさと納税の増加に伴う返礼品費の追加

◇新型コロナワクチン接種に係る接種費用の追加 (医療従事者・高齢者施設等従事者の４回目接種分、

オミクロン株対応ワクチン接種分）
◇民間保育所等における給食食材の高騰に対する補助事業の追加
◇令和３年度決算額確定に伴う剰余金の整理

などに伴う所要の予算補正（一般会計）を行う。

資料１－３
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債務負担行為（９件）　　 期間 限度額

〇 自主運行バス運行業務委託 R４～R６ 72,000

〇 自主運行バス車両借上料 R４～R６ 11,000

〇 デマンドタクシー運行業務委託（宇刈地区など４路線） R４～R６ 17,600

〇 太陽光発電設備使用料（中部学校給食センターなど２施設） R４～R19 30,705

〇 月見の里学遊館受変電設備等改修事業 R４～Ｒ５ 13,000

（単位：千円）

7,400,000

72,000

7,472,000

補正前額 補正額

歳　　入 72,000

○保険給付費等交付金

特別調整交付金（傷病手当金） 3,277 1,124

○財産収入

国民健康保険事業基金利子（端数調整） 2,806 53

○繰入金

基金繰入金 15,014 ▲ 7,807

○繰越金

その他繰越金 5,000 78,630

歳　　出 72,000

〇保険給付費

傷病手当金 500 1,124

〇基金積立金

国民健康保険事業基金積立金 2806 53

〇一般会計繰出金 1 70,823

２　国民健康保険特別会計　補正予算（第１号）について

当初予算額

9月補正額

合 計

【概要】
◇令和３年度決算額確定に伴う各種過年度精算及び剰余金処分

（国民健康保険事業基金繰入金の減額等）
◇新型コロナウイルス感染症に伴い休業期間の給与の一部を支給する傷病手当金の追加

◆令和４年度末国民健康保険事業基金残高見込：873,600千円

2



（単位：千円）

5,964,000

76,000

6,040,000

補正前額 補正額

歳　　入 76,000

○支払基金交付金

過年度分介護給付費交付金（精算分） 1,471,790 64

○県支出金

過年度分介護給付費精算負担金（精算分） 799,201 4,692

○繰入金

過年度分低所得者保険料保険料軽減繰入金（精算分） 48,796 843

介護保険保険給付費支払準備基金繰入金 75,061 ▲ 21,278

○繰越金

繰越金 10,000 91,679

歳　　出 76,000

○諸支出金

第１被保険者保険料還付金（端数調整） 400 783

償還金（国・県・支払基金等精算償還金） 10,000 54,696

一般会計繰出金 1 20,521

３　介護保険特別会計　補正予算（第１号）について

当初予算額

9月補正額

合 計

【概要】
◇令和３年度決算額確定に伴う各種過年度精算及び剰余金処分

（保険給付費支払準備基金繰入金の減額等）

◆令和４年度末介護保険保険給付支払準備基金残高見込：446,343千円
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（単位：千円）

45,000

16,800

61,800

補正前額 補正額

歳　　入 16,800

○繰越金 1,695 16,775

○預金利子 1 25

歳　　出 16,800

○

基金積立金 95 2,270

○

元金（繰上償還） 22,731 14,530

（単位：千円）

６月補正　債務負担行為のみ

【収益的収入】 1,833,000

26,000

1,859,000

【収益的支出】 1,834,000

26,000

1,860,000

補正前額 補正額

収益的収入 26,000

○特別利益 1 26,000

過年度損益修正益

収益的支出 26,000

○特別損失 4,100 26,000

過年度収益修正損

４　墓地事業特別会計　補正予算（第１号）について

当初予算額

９月補正額

合 計

事業費

公債費

５　病院事業会計補正予算（第２号）について

当初予算額

９月補正額

合 計

当初予算額

９月補正額

合 計

【概要】
◇令和３年度決算確定に伴う剰余金の整理

（建設事業債の繰上償還及び墓地事業基金の積立）
※樹木葬：21件（予想）⇒36件（実績） 芝生：４件（予想）⇒16件（実績） 壁型：１件（予想）⇒６件（実績）

◆令和４年度末墓地事業基金残高：74,650千円

【概要】
◇指定管理者（聖隷福祉事業団）の令和３年度決算に伴う運営費補助金返還金の追加

4



資料２ 

 

【お問い合わせ先】 

袋井市 企画部 ICT 政策課 DX 推進室 （担当：鳴瀬 邦彦） 

電話：0538-44-3106 メール：jouhou@city.fukuroi.shizuoka.jp 

   1 / 1 

 

令和４年８月24日 

袋井市長定例記者会見資料 

企画部ICT政策課 

 

業務用AIチャットボットの導入・効果検証 
 

～自治体DXを推進するため市役所業務を可視化し改善～ 

 

◇昨年度に行った全庁業務量調査データの分析結果により、問い合わせや相談に係る時

間数が約74,000時間あることが判明。 
 

◇業務の効率化と市民サービスの向上を視野に「業務用AIチャットボット」などAIを活

用したモデル事業を実施する。本年９月から５か月間のテスト運用・検証を経て、令和

５年度からの本格的導入を目指す。 
 

◇人口減少社会を見据えた業務の効率化に向け、単純な事務処理等は可能な限り自動化

やBPO（Business-Process-Outsourcing）に置き替え、政策立案や市民との対話を必要

とする事業などに職員が注力することができるよう、本事業により業務改善を進める。 
 

１ 全庁業務量調査の結果 

市役所の庶務事務作業に係る年間56万時間のうち、問い合わせや相談に係る時間数は約74,000時間。

そのうち、情報システムやOA機器等に関する職員からの問い合わせに年間960時間を割いている。 

⇒ 「業務用AIチャットボット」を試験導入し、システム・OA機器等に関する定型的な問い合わせに対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「業務用AIチャットボット」概要 

（１） 目的 

・必要な情報に簡単に到達し市情報システムを効率的に活用。 

・職員でなくてはできない仕事に集中できる環境を整備。 

（２） 特徴的な機能 

・総合行政ネットワーク“LGWAN”に対応し、質問を「単語」ではなく「文

章全体」で理解する“自然言語理解型”のAIエンジンを使用。シナリ

オや言い回しを必要とせず、Q&Aを１つ登録するだけで同じ意味の

様々な言い回しを理解し正解へと導く。本機能を持ったAIチャットボットの導入は県内初。 

（３） モデル事業スケジュール 

令和４年９月１日から令和５年１月31日まで 

（４） 今後の展開 

・同システムを、毎年度の人事異動などで業務が集中する総務人事関係へと拡充し業務を効率化する。 

・電話問い合わせに関するAI音声ボットの導入も検討を進め、自動化による市民サービスの拡充を図る。 

全庁庶務事務業務上位ランキング 
作業分類 年間作業時間 

１ データ処理 109,578 

２ 資料等作成・研修 103,509 

３ 審査・審議等 88,908 

４ 問い合わせ・相談 73,403 

５ 調整・検討・協議 68,466 

６ 申請等受付・受領 52,483 

７ 会議等主催・出席 35,250 

８ 支払処理 28,668 

合    計 560,265 

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 

20%

19%

16%

13%

12%

9%

6%
5%

作業分類別時間割合

データ処理

資料等作成・研修

審査・審議等

問い合わせ・相談

調整・検討・協議

申請等受付・受領

会議等主催・出席

支払処理
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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 検診指導係（担当：吉村） 

電話：0538-42-7275 FAX：0538-42-7276 メール：kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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・検診会場で乳がんのセルフチェック方法の

指導に関する DVDを放映 

（中北薬品株式会社との連携事業） 

 

・広報ふくろいやホームページにて周知 

・受診勧奨ハガキの送付（８月頃） 

・来年度の検診申込用紙の送付（12月頃） 

令和４年８月24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 
 

乳がんセルフチェックの定着化に向けた啓発事業 
 

～定期的なセルフチェックの習慣化で早期発見・早期治療を推進！～ 
 

◇本市では、30歳以上の女性を対象に乳がん検診を実施しているが、令和３年度の受診率

は 45.4％（※）と、半数に満たないことから定期的な検診の受診勧奨を推進している。 
（※）30歳以上の女性（市の検診以外で受診する者を除く）14,358人のうち、受診者 6,519人の割合 

 
◇今年度は受診勧奨に併せ、乳がん検診の対象となる 30歳から 69歳までの女性、約 19,800

人を対象にセルフチェック啓発物品（ブレストセルフチェッカー）を配付し、定期的なセ

ルフチェックの定着化を図ることで、がんの早期発見、早期治療に結び付ける。 

 

【概要】 

１ 背景 

乳がんは、40歳から 60歳代の女性が好発年齢

であり、女性が罹患するがんの種類の中では１番

罹患者数が多いがんである。本市の乳がん検診に

おいても、過去５年間で 42人に乳がんが確認され

ているが、そのうち 71.4％（30人）が 30歳から

60歳代であることから、若い世代からのがん予防対策が重要である。 

さらに、乳がんは習慣的にご自身で乳房のセルフチェックを行うことで比較的早期にがんを発見でき

る唯一のがんであることから、日常での早期発見に関する意識向上とセルフチェックへの関心を高める

ことで、さらなるがん予防の推奨を図るため、セルフチェック啓発物品を配付する。 
 

２ セルフチェック啓発物品配布内容 

（１）配布時期  ９月中旬に郵送予定   

（２）配布対象  30歳～69歳女性 約 19,800人 

（３）配 布 物  ・ブレストセルフチェッカー（セルフチェック補助具） 

・啓発チラシ（セルフチェックのポイントやがん検診に関する情報を掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

東海道五十三次 27番目の宿場 

ふくろい 

～ 乳がん早期発見・早期治療に向けて ～ 

セルフチェック方法指導 

 

検診の受診勧奨 



　市のがん検診は申込み制です。
　受けたい検診がある方は、担当
までお問い合わせください。
　袋井市ホームページでも詳細を
確認することができます。

検診毎に対象年齢が異なります。（年度末３月31日現在の年齢です。） 

胃がん 

大腸がん 

肺がん 

子宮頸がん※女性のみ

乳がん※女性のみ

前立腺がん※男性のみ

参考資料：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」、 
公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計（2022）」 

袋井市では、袋井市民の方を対象にがん検診を実施しています。
セルフチェックと一緒に、乳がん検診、その他の検診も定期的に受診してみませんか。  

年齢　20　  30　  40　  50　  60　  70　  80　  90～

袋井市のがん検診

定期的なセルフチェックで
自分で異変に気付くことができます。

　日本人女性が乳がんにかかる確率は９人に１人と言われており、乳がんは女性
がかかるがんの種類の中で１番罹患数が多いがんです。また、袋井市の乳がん検
診では、毎年約6,000人が受診し、そのうち約８人に乳がんが見つかっています。
　早期発見・早期受診ができれば、乳房を残しながらがんを取り除く等、本人の希
望に沿った治療ができる可能性が高くなります。
　だからこそ・・・

　セルフチェックや定期的ながん検診で、できるだけ早く異常を
見つけましょう。

（40歳 ～ 85歳） 

（40歳 ～ 上限なし） 

（40歳 ～ 上限なし） 

（20歳 ～ 上限なし） 

（30歳 ～ 上限なし） 

（50歳 ～ 上限なし） 

袋井市　がん検診 検索

TEL　0538（42）7275　　FAX　0538（42）7276
E-Mail　kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

〒437-0061　袋井市久能2515番地の1  袋井市総合健康センター
はーとふるプラザ袋井　健康づくり課　検診指導係

担当・問合せ先

裏面を
Check!!

受け忘れていませんか？
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鉛筆
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Administrator
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Administrator
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Administrator
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Administrator
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Administrator
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閉経前の方は月経終了後１週間以内、閉経後の方は一定の日にちを決めて、毎月１回行うのが目安です。

腕をあげ、指の腹で
まんべんなく調べます。

月に１回　お風呂　でチェック！

１位  乳房の外側上部
２位  乳房の内側上部
３位  乳房の外側下部
４位  乳房の内側下部

乳がんセルフチェックをしてみましょう！
～　ブレストセルフチェッカーを使ってみてください　～

乳がんができやすいところ

セルフチェックで異常があると感じた場合は、
すぐに医療機関を受診してください。

触ってチェック！

目で見てチェック！

＜乳房の内側＞

両腕を下げたまま、左右の乳房や
乳頭の形を覚えます。

□　左右差がないか
□　以前チェックした時と形に変化がないか
□　しこりがないか

□　くぼみやひきつれたところがないか
□　乳頭がへこんだり、湿疹のようなただれがないか
□　わきの下（リンパ節）が腫れていないか

＜形をチェック＞
両腕をあげて、正面、側面、斜めを
鏡に映し状態をチェックします。  

＜状態をチェック＞

腕を自然な位置に下げ、指の
腹でまんべんなく調べます。

＜乳房の外側半分＞
左右のわきの下を
調べます。

＜わきの下＞
乳頭を軽くつまみ、血のような
分泌液が出ないか調べます。  

＜乳頭＞

●

● ●

● ● ●

©袋井市 

1位
47.6%
1位
47.6%

2位
23.5%
2位
23.5%

4位
6.8%
4位
6.8%

3位
13.0%
3位
13.0%

乳頭付近
6%
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全体にまたがるもの 3.4%全体にまたがるもの 3.4%

チェックポイント

❶

❺ ❻

❷ ❸ ❹
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【お問い合わせ先】 

袋井市 環境水道部 環境政策課 環境企画係（担当：大石） 

電話：0538-44-3135 FAX：0538-44-3185 メール：kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp） 
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令和４年８月24日 

袋井市長定例記者会見資料 

環境水道部環境政策課 

 

袋井市省エネルギー設備導入支援事業費補助金を創設 
  

～市内に事業所等を有する法人及び個人事業主を対象～ 

 

◇光熱水費の節減による経済的負担の軽減やエネルギー消費量の削減による脱炭素への貢

献を目的として、市内の事業所等における事業用設備の省エネルギー設備への更新を支援

する「袋井市省エネルギー設備導入支援事業費補助金」を創設し、８月1日より申請受付を

開始している。（６月補正予算に計上した「袋井市原油価格・物価高騰等総合緊急対策」の

取組の一つ） 
 
◇対象設備は、ＬＥＤ等照明設備や空調設備、冷凍冷蔵設備、給湯設備などで、対象経費の２

分の１（上限20万円）を補助する。 
 
 

【概要】 

１ 申請受付期間  令和４年８月１日（月）～令和４年10月31日（月） 
 

２ 補助対象者  袋井市内に事業所等を有する法人（学校法人、社会福祉法人、医療法人なども含む）及 

             び個人事業主 

  ＊個人事業主は、市内に住所がある方 
 

３ 補助金の概要 

（１） 補助対象設備・・・ＬＥＤ照明やルームエアコン、冷凍冷蔵庫などの省エネ設備 

＊令和５年２月17日（金）までに完了する事業に限る 

（２） 補助対象経費・・・設計費、設備費、工事費、既存設備の撤去・処分費 

（３） 補 助 率・・・補助対象経費の2分の1以内 

（４） 補助限度額・・・上限20万円 
 

４ 啓発方法 

・市内事業所へのダイレクトメール送付（８月中） 

・広報ふくろいでの周知（９月号） 
 

５ 申込先・問い合わせ先 

袋井市省エネルギー設備導入支援事業事務局 

 （㈱ＳＢＳプロモーション内） 

電 話：053-456-3150 

（土日祝を除く 9：00～17：30） 

メール：fukuroi-eco@sbs-promotion.co.jp 

 

   

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 

https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/

soshiki/16/2/shoene/10114.htm 
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【お問い合わせ先】 

袋井市 企画部 企画政策課 企画室（担当：清水・熊谷） 

電話：0538-44-3105 FAX：0538-43-3150 メール：kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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静岡理工科大学「地域学講座」で若者視点からの茶振興策を提言 
 

～産学官連携によるヒト・モノ・コトづくり～ 

令和４年８月24日 

袋井市長定例記者会見資料 

企画部企画政策課 

 

 
 

 
 
◇袋井市と静岡理工科大学との包括連携協定により、第９回「地域学講座」を４日間（８月４・

５・16・25日）の日程で開講している。（大学生22人が参加） 
 
◇今回のテーマは 「お茶×コト⇒モノ消費」。お茶の需要が低迷する中、新たな消費者を獲得

するために、「お茶」と「コト」の組み合わせにより、お茶と出会う「きっかけ」をつくり、需要を

拡大できる取組を研究する。 
 
◇研究にあたっては、お茶に関連した事業を幅広く手がけるお茶プロデューサーの岡部氏の

協力を得て、「観光」「農業体験」「食文化」「情報発信」の４つの小テーマを設定し、実現性や

持続性を重視した取組を検討する。 
 
◇生産現場のフィールドワークなど、３日間のグループワークを終え、８月25日（木）に各グル

ープからの提案発表会を行い、10月25日（火）に表彰式を実施する。 
 
◇本講座を通して、社会で活躍する人材となる基礎力を習得していただくとともに、袋井の魅力

を感じてもらうことで、将来的に本市と関係を持ち続けていただける方（関係人口）の確保に

つなげる。 
 

【概要】 

１ 提案発表会 

（１） 日    時 ８月25日（木） 15時00分～17時30分 

（２） 場    所 静岡理工科大学 教育棟501講義室 

（３） 発表テーマ ・非日常を味わえる農園マルシェ 

              ・お茶×観光 ～エコパスタジアムの有効利用～ 

              ・お茶×食発 

              ・お茶のサブスク×地元発信 

              ・お茶×情報発信 

 

２ 表彰式 

  （１） 日時 10月25日（火） 16:30～17:30 

  （２） 場所 静岡理工科大学 教育棟501講義室 

  （３） 概要 優秀提案（市長賞・学長褒章）の発表・表彰 

 

３ その他 

大学への入場に事前申請が必要なため、取材の際には当日の

正午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。 

   

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 

フィールドワークの風景 

（上：茶摘みの体験、下：茶葉の洗浄） 
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【お問い合わせ先】 

袋井市 総務部 総務課 人事研修係（担当：鳥居） 

電話：0538-44-3101 FAX：0538-43-2131 メール：soumu@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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国際感覚を育成 市職員の長期海外派遣事業を初めて実施 
 

～海外姉妹都市ヒルズボロ市との新たな取り組み～ 

令和４年８月24日 

袋井市長定例記者会見資料 

総務部総務課 

 

 
 

 
 

◇グローバル化やICT化の進展など、社会構造が大きく変化していく中で、行政として多様化・

複雑化する住民ニーズに対応していく必要がある。 
 
◇そのような中で、海外における行政の具体的な事例の比較・研究活動などを経験させること

で、国際的な感覚や視野に富んだ職員を育成し、新しい発想に立った施策の立案能力の養

成、さらには先進的な取り組みを市政に反映し、市の発展につなげることを目的とし、市とし

て初めて、市職員を約３か月間、海外に派遣する。 
 
◇派遣先は、本市の海外姉妹都市であり、ハイテク産業と農業が共存するアメリカ合衆国オレ

ゴン州ヒルズボロ市。ヒルズボロ市の市長をはじめ市職員の協力のもと、研修にあたる。 
 

◇渡米後、行政をはじめ、産業や農業、文化、教育など様々な分野とのネットワークづくりを展

開していくとともに、本市の課題解決や発展に資する事業等を調査する。 
 

【概要】 

１ 研修先    アメリカ合衆国オレゴン州ヒルズボロ市 

２ 研修期間  令和４年８月29日～11月25日（約３か月）  

※８月25日出国予定 

３ 研修生    財政部 課税課 市民税係 主査 鈴木恵美子 

 ※公募により選考 

４ 研修内容 

（１） 産業・農業に加え、食文化や教育など、市民生活に身近に密着した分野について、シティプロモーション

を通したネットワークづくりを積極的に展開する。 

（２） 袋井市の特産物をヒルズボロ市へ紹介するとともに、国産農産物の販路などを調査して、袋井市の農産

物等の販路拡大につなげる。また、ヒルズボロ市の農産物等の特産品を調査し、袋井市で紹介するなど販

路拡大につなげる。 

（３） 企業への投資の盛んなヒルズボロ市において、企業への投資方法や企業育成を学び、袋井市の今後の

産業育成につなげる。 

（４） ヒルズボロ市の行政組織や構造を学び、袋井市との違いを比較する中で持続可能なまちづくりのあり方

を提案につなげる。 

 

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 

オレゴン州 

≪姉妹都市締結の経緯≫ 

・オレゴン州にある日本企業からヒルズボロ市の紹介を受けたことがきっかけで、1988年に、旧袋

井市の市制施行 30周年記念式典において姉妹都市提携を結んだ。 

・袋井国際交流協会が中心となって、ヒルズボロ市への中学生・高校生の訪問派遣事業や、ヒルズ

ボロ市からの学生訪問受け入れなどを行うなど交流を深めている。 
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【お問い合わせ先】 

  袋井市文化協会 電話 0538-49-3443  メール fukuroi_bunka@sirius.ocn.ne.jp 

袋井市 教育部 生涯学習課 文化振興係（担当：岡本） 

電話：0538-86-3192 FAX：0538-86-3666 メール：syougai@city.fukuroi.shizuoka.jp 

   1 / 1 

 

令和４年８月24日 

袋井市長定例記者会見資料 

教育部生涯学習課 

 

袋井市文化協会 愛の手紙コンクール特別編の募集 
 

～届け、ウクライナへの想い 響け、平和への願い～ 
 
◇袋井市文化協会では、豊かな愛の心の醸成を願い、平成７年から「愛の手紙コンクール」を

開催している。以後、四半世紀にわたり全国各地の幅広い年齢の方々から、人々の心に残

る愛の情感があふれた手紙文が寄稿されている。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
◇本年２月にロシアによるウクライナ侵攻が始まり、戦争が長期化している中、一日も早い終

戦を願うとともに、人々が平和への思いを見つめ直すきっかけとなるよう、「愛の手紙コンク

ール特別編」を募集する。 
 
◇優秀作品については、市内公共施設等での展示のほか、SNS等での発信を行う。 

また、ウクライナに関する手紙については、国内の国際交流団体やウクライナ関係団体など

の協力を得ながら、ウクライナの方々に届けることができるよう企画検討中。 
 
◇全国から寄せられた愛ある手紙を多くの人に読んでもらい、平和や命の大切さを再認識する

とともに、家族や友人などを大事にしながら生活することで、身近なところから平和な世界が

広がることを願う。 

 

【募集要領】 

１ 応募資格   どなたでも（応募点数１人１点） 

２ 募集内容 

 ・ウクライナの方々に思いやりの言葉や励ましの言葉を伝える手紙 

・平和について考えていることを伝える手紙 

・戦争の記憶を伝える手紙   

３ 規定 

・400字詰め原稿用紙１～２枚程度（縦書き、題も含む） 

・作品の裏面に氏名、郵便番号、住所、年齢、職業、電話番号を明記 

・応募作品に関わる諸権利は主催者に帰属、応募作品は返却しない 

４ 応募期間   令和４年９月１日（木）～12月10日（土） 

５ 賞       優秀賞＝1点 ５万円、準優秀賞＝４点 １万円、佳作＝20点程度 図書カード２千円分 

６ 授賞式    ２月下旬に開催。優秀作品の朗読やウクライナの民族楽器奏者などの演奏会も実施予定。 

  ７ 応募先    袋井市文化協会事務局宛（〒437-0125 袋井市上山梨4-3-7） 

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 

【愛の手紙コンクールとは】 
・平成７年から開催し今年で 27回目を迎える「人々の心に残る愛の情感があふれた手紙文」の募集事業 

（第 27回は現在募集中。８月 31日応募締切） 

・毎年、日本全国から 700通程度の愛にあふれた作品が寄せられる。 

・今年度は第 24回～26回の入賞作品を収録した冊子「愛の手紙第９集」を発行予定 

・平成 28年（2016年）には、文化協会設立 50周年を記念し、それまでの秀作をまとめた冊子「心に残る珠玉の

愛の手紙」を発行。 

・冊子は、多くの人に読んでもらえるよう市内図書館や小中学校に配布している。 



日 曜日 時間 場所

8:30～
17:15

市役所市民ギャラ
リー

2 金

3 土
10:00～
12:00

中東遠総合医療セン
ター３階・大会議室

9:00～
12:00

市内各所

13:30～
15:00

メロープラザ・多機
能ホール

5 月
10:00～
11:15

袋井新産業会館キ
ラット

9:00～ 市役所議場

小笠山総合運動公園
エコパ内

7 水 9:00～ 市役所議場

8 木 9:00～ 市役所議場

9 金

10 土
12:30～
17:30

県地震防災センター
ほか

8:30～
17:15

市役所市民ギャラ
リー

9:00～
13:00

市役所西側駐車場

12 月 9:00～
市役所第１～３委員
会室

13 火 9:00～
市役所第１～３委員
会室

14 水 9:00～
市役所第１～３委員
会室

15 木 9:00～
市役所第１～３委員
会室

16 金 9:00～ 市役所第１委員会室

火

総合防災訓練〔危機管理課〕

市議会９月定例会　一般質問〔議会事務局〕資料１

ものまねショータイムinメロープラザ〔メロープラザ－
生涯学習課〕

市議会９月定例会　常任委員会〔議会事務局〕
資料１

「東海道どまんなか市」フリーマーケット〔東海道どま
んなか市実行委員会－産業政策課〕

市議会９月定例会　常任委員会〔議会事務局〕
資料１

【市民ギャラリー】そっくりまねっこいろいろ貼り絵
（～20日）〔企画政策課〕

市議会９月定例会　常任委員会（予備日）〔議会事務
局〕資料１

市議会特別委員会（議会活性化特別委員会）〔議会事務
局〕資料１

市議会９月定例会　常任委員会〔議会事務局〕
資料１

令 和 ４ 年 ８ 月 24 日

企 画 部 企 画 政 策 課

令和４年９月の行事予定

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〕

11 日

愛の手紙コンクール特別編募集開始（～12月10日）〔生
涯学習課〕資料７

1 木

【市民ギャラリー】フォトクラブ袋井写真展（～10日）
〔企画政策課〕

中東遠総合医療センター　第37回医療市民講座〔中東遠
総合医療センター〕

袋井駅南田端商業土地区画整理事業完成記念式典〔都市
計画課〕

市議会９月定例会　一般質問〔議会事務局〕資料１

市議会９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

第20回学生フォーミュラ日本大会2022（～10日）〔公益
社団法人自動車技術会－産業政策課〕

市国際交流員による外国人目線の防災体験ツアー〔協働
まちづくり課〕

4 日

6

資料８

1／2



日 曜日 時間 場所催事・イベント内容〔主催団体－担当課〕

17 土
9:30～
15:00

浅羽北多目的運動広
場、浅羽東小学校グ
ラウンド

18 日

19 月祝
10:30～
15:15

さわやかアリーナ

20 火

21 水

22 木

23 金祝

24 土

25 日
14:00～
16:00

月見の里学遊館・う
さぎホール

26 月

27 火
10:00～
11:00

市役所庁議室

28 水 10:30～ 市役所第１委員会室

29 木

30 金 9:00～ 市役所議場

第2回ふくろい未来大使・浦野博司記念野球大会（～18
日（予備日24日））〔県野球連盟袋井支部－スポーツ政
策課〕

よしもと運動会＆マルシェ〔シンコースポーツ－スポー
ツ政策課〕参考資料

※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。

市議会９月定例会　閉会〔議会事務局〕資料１

議会運営委員会〔議会事務局〕資料１

市長定例記者会見〔企画政策課〕

シネマ歌舞伎「人情噺　文七元結」〔月見の里学遊館－
生涯学習課〕

2／2



　

　　　　　　　法多山尊永寺　　TEL 0538-43-3601

9月

照明を消した静かな秋の境内で、ゆっくりと星空鑑賞を楽しむイベントです。

　　　　　月見の里学遊館　　TEL 0538-49-3400

       電話予約もできます。）

メロープラザで初めてのお笑い系イベントが開催されます!著名タレントの

　　　　(場所) 法多山尊永寺　

-千の星に囲まれて-法多山　 星満夜

　　(場所) メロープラザ (袋井市浅名1027)　(開場:13：00、開演13：30)

　市郷土資料館　　TEL 0538-23-8511

◇ ～11日(日)

     ※雨天決行（ただし雨天の場合は、星空の観察は中止いたします。）

キッチンカーやワークショップなどもあり、秋の境内を1日楽しめます。

◇ 4日(日)

　袋井市郷土資料館企画展「袋井の弥生時代遺跡」
　　(場所) 郷土資料館 (袋井市浅名1021)　(入場) 無料

袋井駅南で発掘調査中の大門遺跡から出土した品や市内の弥生時代遺跡の
遺物を展示し、袋井の弥生時代の暮らしについて紹介します。

◇17日(土) ･18日(日)

ものまねショータイムinメロープラザ

THEまねリーマンさんが繰りひろげるお笑いと本格的歌唱をお楽しみください。
チケット･･･前売り:大人2,000円､高校生以下1,000円 当日:大人2,500円、高校生以下1,500円

（販売場所:メロープラザ、市役所売店、月見の里学遊館、協働まちづくりセンター等）

郷土資料館ホームページ: http://fukuroi-rekishi.com

　メロープラザ　　TEL 0538-30-4555

◇ 25日(日)

(場所) 月見の里学遊館・うさぎホール　(開場:13：30、開演14：00)

ものまねで有名なレディピンクヒロさん、中森あきないさん、安室奈美似さん、

シネマ歌舞伎「人情噺　文七元結」

   高性能カメラで撮影した歌舞伎の舞台公演を、美しい映像とこだわり抜いた音響で
   堪能する新しい観劇体験「シネマ歌舞伎」。映画界を代表する巨匠・山田洋次が
   監督として映画作品にした名作歌舞伎「人情噺 文七元結」をお楽しみください。
   チケット･･･大人2,200円、学生・小人1,500円 （月見の里学遊館で販売中。

新型コロナウイルス感染症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



　　　　　　袋井市観光案内所からのお知らせ！

「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で

旬の情報をお知らせしてます。

 スポーツを目的とした全国からの宿泊旅行者で、対象施設に宿泊した方は、
 1泊あたり最大5,000円キャッシュバックします!

袋井市産業政策課商業観光室　TEL　0538-44-3156

対象宿泊施設

エコパハウス　TEL 0538-41-1800

宿泊対象期間

令和4年5月28日(土)～令和5年2月21日(火)
対象スポーツ

　J1リーグ　ジュビロ磐田VS柏レイソル

          小笠山総合運動公園　エコパ　イベント情報

TEL：053-454-6981

インターネットで袋井の観光情報を発信しています♪

を開催中です。昨年度より大幅リニューアルし、市内観光イベントとタイアップして
ポイントを2倍取得できるキャンペーンやポイント取得時に抽選でさらに1ポイント

・3日（土）

・23日（金・祝）～24日(土)

取得できる機能など、参加者に楽しんでいただけるよう工夫しています。

【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

ぐるっと袋井スマホdeスタンプラリー

【実施期間】令和4年7月1日(金)～令和5年1月31日(火)
【開催場所】袋井市内店舗（8月8日現在 118店舗）※随時追加していきます。
昨年度に引き続き、袋井市の魅力あるお店を巡って楽しんでいただくスタンプラリー

買い物、食事、観光を楽しみながらポイントを集めて豪華景品をもらおう!
詳細は「ぐるっと袋井」公式HPをご覧ください。https://www.gurutto-fukuroi.com/

　浦島坂田船コンサート

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)

あらゆるスポーツを対象とします。(スポーツをする、観る、支える等スポーツに関わった場合対象となります。)

　　　ふくろいスポ泊応援キャンペーン第2弾
 スポーツをして、観て、楽しんで、袋井に泊まろう!

©袋井市

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ホテル観世

④ファミリーロッジ旅籠屋・袋井店、⑤袋井プリンセスホテル、⑥ヤマハリゾート葛城北の丸



さわやかアリーナ袋井市総合体育館

3周年記念イベント

ジョイマンジョイマン

バンビーノバンビーノ

さわやかアリーナ
袋井市総合体育館袋井商業高校袋井商業高校
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●●●

総合体育館西総合体育館西

10：30～15：15
●受付/9：30～
●昼休憩/12：30～13：30

さわやかアリーナ
袋井市総合体育館
（袋井市久能1912-1）

会場

時間

ご参加の際には、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため、次の事項について特段の
ご配慮をいただきますようお願い申し上げます

以下の事項に該当する場合は、参加の見合せをお願いします。●体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛・味覚障害などの症状がある場合）
●新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した方との濃厚接触がある場合●同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合●過去
14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合■新型
コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のご利用にご協力ください。■感染拡大防止のために主催者から連絡先登録等の求めがある場合、
積極的に応じるようにお願いします。■マスク着用、こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒にご協力ください。■会場内の混雑を防止
するため、入場制限する場合がございます。※新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント内容の変更や中止となる場合があります。

10：00～15：00

ハンドメイドマルシェ
“hanalima”
ハンドメイドマルシェ
“hanalima”

サブアリーナ

持ち物 スリッパなどの
室内履き、靴袋

©YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.©YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

駐車場の混雑が予想されるため、できる限り乗合いでのご来場をお願いいたします駐車場の混雑が予想されるため、できる限り乗合いでのご来場をお願いいたします

お笑い芸人と
一緒に

体を動かそう！！

 さわやかアリーナ袋井市総合体育館　TEL : 0538-31-2070　E-mail : fukuroi-info@shinko-sports.comお問い合わせ

●月●祝
令和4年

199199

大西ライオン大西ライオン サバンナ 八木サバンナ 八木

WEB事前申込はこちら
右の2次元コードよりお申込みください
【申込期間】8/30（火）～9/10（土）

参加申込方法

アスリート MC

石橋貴俊石橋貴俊タケトタケト

どなたでも
お越し
ください！

袋井市内の小学生 ２００名
（全４チーム 各５０人）（予定）
袋井市内の小学生 ２００名
（全４チーム 各５０人）（予定）

参加対象

室内シューズ、靴袋、
運動しやすい服装、飲み物
室内シューズ、靴袋、
運動しやすい服装、飲み物

持 ち 物

詳細はInstagramにて  ➡  @hanalima_luana　

料　　金
●参加無料
抽選とさせていただきます。なお、当選の発表は、
当選された方のみ 9月12日(月)17時まで に
当選メールをお送り致します。落選された方への
連絡は致しませんのでご了承ください。

●観覧無料
見学自由。見学者は2階の観覧席をご利用くだ
さい。コロナ感染状況により、見学の制限をかけ
させていただくことがあります。

事前申込制

申込不要

さわやかアリーナ袋井市総合体育館
3周年記念イベント
主催／シンコースポーツ株式会社　 後援／袋井市

よしもと運動会よしもと運動会
マルシェマルシェ
＆

注意
事項

①参加者1名につき1通の申込みとなります。
　(例)兄弟2名参加の場合は2名分の申込みが必要です。
②出演者や内容が変更になることもあります。開催前にHPをご確認ください。

アクセスMAP



よしもと運動会 タイムスケジュール

和楽～Delicious Kitchen～和楽～Delicious Kitchen～ coffee calmlycoffee calmly 食彩工房食彩工房

8cafe8cafe

standcafestandcafe

永田屋永田屋

●キッチンカーの出店も
ありますが食事の昼食
持参も可能です
●2階観覧席が飲食ス
ペースとなっています
のでご利用ください

9:30～ 受付開始

10:30～10:50 開会式

10:50～11:30 レクリエーション企画
11:30～12:30 運動会 【午前の部】

13:30～15:00 運動会 【午後の部】

15:00～15:15 閉会式

（ローストビーフ丼、唐揚げ丼、
釜揚げしらす丼等） （珈琲・レモネード） （もちもちポテト・かき氷）

（ジェームズポテト）

（惣菜・デリ）
ジェラテリアMigelaジェラテリアMigela

（チョコバナナ） （ジェラート）

●MC登場
●アスリート&芸人紹介

●鬼ごっこ　●だるまさん転んだ　●ハンカチ落とし　など

●借り人競走
●ブロック玉入れ

●結果発表　●アスリート代表挨拶
●記念撮影

●熱血ドッヂビー
●リレー

●選手宣誓
●準備体操

●デカパンリレー　●ミッション綱引き

ハンドメイドマルシェ “hanalima”  出店者一覧

12:30～13:30 昼休憩

出店者名 販売品目
capriccio 手作り雑貨

Nao 刺繍リボンを使った布小物

salon de M Rose トルコのモザイクガラスを使ったワークショップ

伯楽庵×mayu 手づくり陶器と天然石アクセサリー

Haluハンドメイド
アクセサリー ビーズ刺繍のアクセサリー

yui&kiyono アクセサリー&手作りと占いのお店

nico't 手作り小物、学校用品

∞mino∞ 布小物、アクセサリー

Tantan ハンドメイド布小物、アクセサリー

盆栽藤花園 小品盆栽とうつわ

macky× ODK's ハンドメイドアクセサリー、レジンフラワーアクセサリー

lepus.ribbon ネームキーホルダー、アンブレラマーカー作り

latte☆&R*M ハンドメイドアクセサリー

Renge 木工家具、雑貨
MNKY 手編み小物とデニムリメイク

出店者名 販売品目
ピンク♡プリンセス クレイワークショップとリボンヘアアクセサリー
Kapilina ハンドメイド雑貨　

smile mama アクセサリー (ピアス、イヤリング）

ange&mimoon ドール服、通園通学グッズ、リボンアクセサリー

jissa. マクラメ編みのインテリア雑貨、ファッション小物

three crows　 ハンドメイドアクセサリー

Cocac レジンアクセサリー

MAYER マクラメアクセサリー

hiro.seisakujyo 布小物

つまみ細工らいむ つまみ細工アクセサリー

うずら ウッドバーニング商品、キッズアクセサリー、雑貨

ONE's OWN WAY 布雑貨、キッズアクセサリー　

KOKORO 犬服、雑貨

PANDA ネイルチップ、プラバンキーホルダー、スタイ

…to happy マクラメ
wakka屋 ドライフラワーを使ったワークショップ

キ
ッ
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ン
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ー


