
令和４年４月 袋井市長定例記者会見 次第 

 日時：令和４年４月22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．保育所等の待機児童が０人に！ 

～進めています！安心して子どもを産み育てられる環境づくり～ 

［教育部すこやか子ども課］資料１ 

 

２．ふるさと納税１０億円を突破 

～初の10億円台 前年度比49.4％増～ 

［企画部企画政策課］資料２ 

 

３．外国人介護職員初任者研修モデル事業を実施 

～県内初！官民連携で取組む新規モデル事業～ 

［総務部協働まちづくり課］資料３ 

 

４．袋井市版人生会議手帳「こころのノート」完成しました 

～かけがえのない人生を自分らしく生きる準備をはじめませんか～ 

［総合健康センター地域包括ケア推進課］資料４ 

 

５．袋井市のみで栽培される幻のお茶「きら香」の手摘み体験 

～黄金色に輝く希少価値の高い茶品種～ 

［産業部農政課］資料５ 

 

６．マンガふるさとの偉人「三浦環と三浦政太郎」を刊行 

～マンガで学ぶ「ふるさとの偉人」～ 

［教育部生涯学習課］資料６ 

 

７．市収納システムを使用した給食費徴収がスタート 

～教職員の負担軽減による教育の質の向上～ 

［教育部おいしい給食課］資料７ 



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

 

◆次回の開催◆ ５月27日(金) 午前10時～11時 袋井市役所４階・庁議室 

 

 

 

８．３人のＩＣＴ政策課専門官を新たに配置 

～ＩＣＴを活かして市民サービスと業務生産性の向上を目指す～ 

［企画部ICT政策課］資料８ 

 

９．令和４年５月の行事予定 

［企画部企画政策課］資料９ 

 

 

資 料 提 供 

・５月袋井ほっと旬イベント情報          ［産業環境部産業政策課］ 

・日仏スポーツガバナンスシンポジウム     [市民生活部スポーツ政策課] 

 

 

・質疑 

 

 

 

 

 

・閉会 

 
 



資料１ 

 

【お問い合わせ先】 

袋井市教育委員会 教育部 すこやか子ども課 子ども保育係（担当：久保田） 

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４月22日 

袋井市長定例記者会見資料 

教育部すこやか子ども課 

 

保育所等の待機児童が０人に！ 
 

～進めています！安心して子どもを産み育てられる環境づくり～ 
 

 

◇令和４年４月１日現在の保育所等利用待機児童数(国定義)が０人となった。（昨年より

２人減少） 
 
◇待機児童の解消に向け、令和３年度には定員を163人拡大した。（2,127人の定員を確保） 

・山梨幼稚園、若葉幼稚園を認定こども園に移行・・・135人の定員増 

・公立３園（袋井南保育所・袋井南幼稚園・高南幼稚園）の統合・民営化による「子育

てセンターにじいろ」の開園・・・28人の定員増 
 
◇保育所等への申込者数：1,961人（前年比32人増） 

 （内数）保育所等に入所した人数   ：1,856人（前年比27人増） 

希望園に入所できなかった人数：  105人（国定義にあたらない人数） 

（認可外保育所入所：15人、幼稚園預かり保育利用：16人、育児休業中：６人、 

特定園のみの希望：68人） 
 

◇今後、公立幼稚園の認定こども園化などにより、さらなる利用定員の拡大に努め、“待

機児童ゼロ”を維持していく。（浅羽北幼稚園の認定こども園移行を検討） 

 

 

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 

待機児童 

０人！ 



資料２ 
 

【お問い合わせ先】 

袋井市 企画部 企画政策課 シティプロモーション室（担当：林） 

電話 0538-44-3104 FAX 0538-44-3150 メール kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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令和４年４月22日 

袋井市長定例記者会見資料 

企画部企画政策課 

 

ふるさと納税１０億円を突破 
 

～初の10億円台 前年度比49.4％増～ 
 

◇令和３年度のふるさと納税として本市に寄せられた寄付額が10億669万円となった。10

億円を初めて超え、過去最高額となった。（前年度比49.4％増） 
 

◇人気の返礼品の第１位はクラウンメロンで、全体の約73％を占める。次いで、葛城北の

丸の各種宿泊プランや、大塚製薬株式会社のポカリスエット・イオンウォーターが続く。 
 

◇令和３年度は、クラウンメロン栽培100周年と合わせた各種ＰＲのほか、返礼品の数を

大幅に増加（令和２年度：320品 → 令和３年度：564品）。また、袋井市の魅力をよ

り広いチャンネルで届けられるよう、ふるさと納税の窓口となるポータルサイトの数

も増加した。（令和２年度：７サイト → 令和３年度：14サイト） 
 

◇今後も、地域の魅力ある商品をＰＲしていくとともに、新商品の開発支援を行っていく。 
 

１ 受入寄付額と件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 各年度の人気返礼品ベスト３（寄付額と全体に占める割合） 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

１位 
クラウンメロン 

2,733万円（53％） 

クラウンメロン 

１億2,066万円（59％） 

クラウンメロン 

４億9,950万円（74％） 

クラウンメロン 

７億3,642万円（73％） 

２位 
葛城北の丸 

1,043万円（20％） 

葛城北の丸 

2,301万円（11％） 

DHCサプリメント 

3,263万円（５％） 

葛城北の丸 

4,795万円（５％） 

３位 
お茶 

190万円（４％） 

DHCサプリメント 

1,179万円（６％） 

レトルトカレー 

2,809万円（４％） 

ポカリスエット等 

4,718万円（５％） 

 

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 



資料３ 

 

【お問い合わせ先】 

袋井市 総務部 協働まちづくり課 外国人活躍・共生社会推進係（担当：前田） 

電話：0538-44-3138 FAX：0538-43-2132 メール：shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp 
袋井市 市民生活部 保険課 介護保険係（担当：西尾） 

電話：0538-44-3152 メール：hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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令和４年４月22日 

袋井市長定例記者会見資料 

総務部協働まちづくり課 

 

外国人介護職員初任者研修モデル事業を実施 
 

～県内初！官民連携で取組む新規モデル事業～ 
 

 
◇本市に在住している約4,700人の外国人のうち、３分の２が定住者・永住者で、その就

業形態は主に非正規雇用である。また、新型コロナウイルスの影響も大きく受けている。 
 

◇介護分野においては、介護職員の確保が課題となっており、経済連携協定や技能実習、

在留資格「介護」の創設など、外国人材の活躍が注目されている。 
 
◇これらの課題に対し、市と民間団体が連携し、さらには庁内横断型で、「外国人介護職

員初任者研修モデル事業」を実施・検証することで、外国人市民の生活の安定、さらに

は地域における介護職員の確保につなげる。（官民連携のモデル事業は全国でも珍しい。） 
 

【概要】 

１ モデル事業の内容 

（１） 外国人介護職員初任者研修の実施 

・内容：食事、入浴、排せつ、睡眠、終末期の介護、介護職の役割・職業倫理 など 

・サポート：外国人向けルビ付きテキストの用意、外国人指導経験者の講師の配置、日本語サポ－

ターの配置、履歴書など日本語を書く力を伸ばすためのサポート 

（２）就労に向けたマッチング事業 

（３）市内介護サービス事業所との関係づくり 

（４）奨励金の交付（一定の条件を満たす受講者に、上限５万円の奨励金を交付） 
 

２ 連携団体 

一般社団法人 グローバル人財サポート浜松 代表理事 堀 永乃氏（浜松市中区八幡町23） 
 

３ 外国人介護職員初任者研修の内容 

（１）実施日時  令和４年５月～10月までの全16回 午前９時～午後４時30分 

   （5/14、5/21、5/28、6/11、6/18、6/25、7/9、7/16、7/23、8/6、8/27、9/3、9/10、9/17、10/1、10/29） 

 ※すべて土曜日（外国人市民が働きながら週休日を活用して受講できるように設定） 
 

（２）実施場所  袋井市介護保険関係事務所（袋井市高尾783-4）、総合健康センター 
 

（３）受講予定者 ８人（４月19日現在） 

          ※介護の仕事に興味がある外国人で、 

日本語の読み書きがある程度できる方 
 

（４）受講料   88,000円（税込み・テキスト代別） 

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 

【第 1回】 
日にち：５月 14日（土） 
時 間：午前９時～午後４時３０分 
場 所：介護保険関係事務所 



資料４ 

 

【お問い合わせ先】 

袋井市 総合健康センター 地域包括ケア推進課 介護ケア相談係（担当：香川） 

電話 0538-84-7534 FAX 0538-84-7582 メール ayako-k4241@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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令和４年４月22日 

袋井市長定例記者会見資料 

総合健康センター地域包括ケア推進課 

 

袋井市版人生会議手帳「こころのノート」完成しました 
 

～かけがえのない人生を自分らしく生きる準備をはじめませんか～ 
 
 
◇『人生会議』・・・アドバンス・ケア・プランニング（ACP）の愛称。本人が大切にして

いることや望み、どのような医療や介護を望んでいるかについて、前もって考え、繰り

返し話し合い、共有することをいう。 
 

◇命の迫った状況になると、約70％の方が、医療や介護などを自分で決めたり望みを人に

伝えたりすることが難しくなる。もしものときに備えて元気なうちから人生会議を進

めていくことが大切である。 
 
◇令和３年に、「在宅医療介護連携推進に関するワーキンググループ」を立ち上げて、ACP

をテーマに多職種から御意見をいただく中で、ACPの普及啓発を進めることを目的とし、

このたび、袋井市版の人生会議手帳「こころのノート」を1,000部作成した。 

 
 

【概要】 

１ 掲載内容   

 過去・現在・未来の時間軸に沿って、本人にとって大切にしていることや今後どうしていきたいかな

ど、抵抗なく人生会議を進められる内容や項目を掲載。 

時系列 掲載内容 

過去 人生の重大ニュースベスト５、経歴、私のお気に入りの写真 

現在 私の身近な人たち、私のライフスタイル、私のチャームポイント 

未来 

未来に向けてどんなふうに生きたいか、 

最期はどこでどのように暮らしたいか、 

最期を希望どおり暮らすために準備しておくこと 

 

 ２ 活用方法 

（１）専門職向けの普及啓発 

医療や介護の専門職に対して、「こころのノート」を活用したACPの普及啓発方法を学んでもらう

ために、医師会等への説明や専門職向けの研修会などに使用していく。 

（２）市民向けの普及啓発 

   民生委員や窓口で希望した方等に配布するほか、介護保険サービスや在宅医療を受けている方な

ど、「人生会議」を受け入れやすい方を中心に、幅広い市民に対して、「こころのノート」を使ったワ

ークショップ形式の講座を開催していく。 

 

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 



資料５ 

 

【お問い合わせ先】 

袋井市 産業部 農政課 農業振興係（担当：大須賀・鈴木） 

電話：0538-44-3133 FAX：0538-44-3153 メール：nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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令和４年４月22日 

袋井市長定例記者会見資料 

産業部農政課 

 

袋井市のみ
・・

で栽培される幻のお茶「きら香
か

」の手摘み体験 
 

～黄金色に輝く希少価値の高い茶品種～ 
 

◇袋井市のみで栽培されている「きら香」の手摘み体験会を行います。 
 
◇「きら香」の概要 

・平成18年に品種登録された、一番茶の時のみ“白い芽”が出る希少価値の高い品種。 

・袋井市内の約3,000㎡のみで栽培されていて、一面萌黄色のお茶畑の中に、黄金色に

輝くきら香の新芽はまさに絶景で幻想的。 

・苦みが少なく、甘い味が特徴。旨み成分であるテアニンをはじめとしたアミノ酸含有

量が多く、口に含むと同時に濃厚な旨みや甘みを感じられる。 

・低温でじっくり淹れるとさらにアミノ酸が多く出るため、より旨みを引き立てる。 
 

【概要】 

１ 日  時 

  令和４年４月29日（金・祝） 午前10時～正午 
 

２ 場  所 

  香りの丘茶ピア（岡崎7157-1） 

  （集合場所は茶ピア駐車場。茶畑へ徒歩で移動。） 
 

３ 参加予定人数 

  20人程度 
 

４ 主  催 

  袋井茶振興協議会ふくろい茶ブランド化部会 
 

５ そ の 他 

  ・雨天の場合は30日（土）に延期 

  ・手摘み体験の後、参加者が「きら香」の試飲も行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 

きら香のプロモーションビデオは 

こちらから 

右側が「きら香」の茶畑（左側は「やぶきた」） 

過去の手摘み体験の様子 
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きら香は、一番茶の時だけ白い芽が出る珍しい品種です。 

袋井市内で、わずか約 3,000㎡だけ栽培されています。 

お茶の色は黄金色、味は甘く旨味成分が多いのが特徴です。 

貴重なお茶の手摘み体験、ぜひご参加ください。 

と き：令和４年４月 29 日(金・祝) 10 時～正午頃 

ところ：香りの丘「茶ピア」（袋井市岡崎 7157-1） 

≪ 体験の内容 ≫ 

○集合場所：茶ピア駐車場（茶畑へ徒歩で移動、10分程度） 

○定 員：２０名（先着順） 

○参 加 費：無料（きら香の試飲があります。） 

○そ の 他：雨天の場合は４月３０日（土）に延期となります。 

お子さんの参加は、保護者同伴でお願いします。  

段差や歩きにくい場所があります。ご注意ください。 

密にならないよう感染予防対策を徹底して 

開催いたします。 

  

○申込・問合せ：袋井茶振興協議会ふくろい茶ブランド化部会 

        袋井市役所農政課 ０５３８－４４－３１３３ 



資料６ 

 

【お問い合わせ先】 

袋井市教育委員会 教育部 生涯学習課 文化財係（担当：白澤） 

電話：0538-23-9264 FAX：0538-23-9230 メール：syougai@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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令和４年４月22日 

袋井市長定例記者会見資料 

教育部生涯学習課 

 

マンガふるさとの偉人「三浦環
みうらたまき

と三浦
み う ら

政太郎
まさたろう

」を刊行 
 

～マンガで学ぶ「ふるさとの偉人」～ 
 

◇令和３年度に、公益財団法人Ｂ＆Ｇ財団による「海洋センター所在自治体による偉人マ

ンガ製作と活用事業」の助成を受け、本市とゆかりのある三浦環と三浦政太郎をテーマ

としたマンガ冊子を作成。（全国で30自治体が採択。県内では２市のみ。）※裏面参照 
 
◇マンガを通じて、子どもたちに郷土にゆかりのある偉人の功績や生き方に興味を持っ

てもらうことを目的として、市内の小学４～６年生全員に配布。 
 
◇学区内に三浦政太郎のお墓〔正観寺・国本2361-1〕があり、ゆかりの深い袋井東小学校

（広岡2317-1）において、令和４年４月22日（金）・午後１時から、マンガ制作活用検

討委員の小粥保夫さん（座長）が児童代表へマンガ冊子を渡す配布式を実施。 
 

【概要】 

１ 規 格 Ｂ６版 104ページ マンガ本文白黒（表紙及び解説10頁はカラー） 
 

２ テーマ 「三浦環と三浦政太郎」  

 ・令和３年は、袋井市ともゆかりのある三浦環没後75年の節目の年であり、顕彰事業の一環として実施 

  三浦環…世界的オペラ歌手で代表曲「蝶々夫人」を２千回にわたり世界各国で公演 

  三浦政太郎…三浦環の夫で緑茶にビタミンＣが豊富に含有することを発見した医学者 

        国本の正観寺にお墓がある。 

・全体を通じ、三浦政太郎が才能のある人物を男女の隔てなく認め、共に切磋琢磨していく姿は、現代の

男女平等や、女性の活躍しやすい社会環境などの課題に通じるものがある。 

・本書を通じて、地域にゆかりのある人物の生き方から、音楽や研究に対する姿勢や、男女や夫婦のあ

り方を少しでも感じ取ってもらい、次世代の環・政太郎が市内から生まれるきっかけとなることを期待。 

・各校において、地域学習、音楽や理科の授業、道徳の授業などでの活用を想定。 
 

３ 印刷部数  3,000部 
 

４ 制作体制 

 三浦環研究家や、偉人の親族、音楽関係者などからなる委員会を組織。資料収集、シナリオ作成、作画イ

メージなどについて協議を行うとともに、県内出身のマンガ家に作画を依頼。※裏面のとおり 
 

５ 配布式 

（１）日時  ４月22日（金） 午後１時～ 

（２）場所  袋井東小学校 校長室 

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 
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参考 

（１）令和３年度 助成を受けた自治体と題材となる人物一覧 

 

（２）制作体制 

   監修：田辺久之（元常葉大学教授・三浦環研究者） 

   脚本：まるお けいこ（袋井市出身・三浦環縁者、本名は丸尾惠子） 

   マンガ制作活用検討委員会： 

     豊田 浩子（丸尾興商株式会社専務取締役・三浦環縁者） 

     三浦 俊一（静岡高校教諭・三浦政太郎縁者） 

     榊原  勝（静岡高校教諭（音楽）） 

     小粥 保夫（月見の里学遊館事業アドバイザー） 

     三浦 広彦（Shigeru Kawaiピアノ研究所主監、声楽伴奏ピアニスト） 

     中村 佳史（静岡国際オペラコンクール実行委員会事務局次長代理） 

   作画：野口 芽依（浜松市出身、ルネサンス・デザイン・美容専門学校講師） 

      伊咲 ウタ（掛川市出身、ルネサンス・デザイン・美容専門学校講師） 

1 北海道 大空町 根岸錦蔵 16 島根県 美郷町 中原芳煙 

2 宮城県 蔵王町 高橋進太郎他 17 岡山県 備前市 熊沢蕃山 

3 秋田県 由利本荘市 小松耕輔 18 岡山県 和気町 和気清麻呂 

4 茨城県 笠間市 田中友三郎 19 岡山県 笠岡市 茅原基治 

5 栃木県 下野市 下毛野古麻呂 20 広島県 北広島町 靉光（石村日郎） 

6 埼玉県 久喜市 中島撫山 21 愛媛県 鬼北町 井谷正命・正吉 

7 新潟県 佐渡市 有田三郎 22 高知県 津野町 片岡信子 

8 長野県 生坂村 加藤正治 23 福岡県 築上町 延塚右衛門 

9 岐阜県 中津川市 前田青邨 24 佐賀県 鹿島市 田澤義鋪 

10 静岡県 牧之原市 田沼意次 25 佐賀県 みやき町 古賀稔彦 

11 静岡県 袋井市 三浦 環、政太郎 26 熊本県 菊池市 菊池武光 

12 愛知県 豊川市 曽田梅太郎 27 熊本県 湯前町 那須良輔 

13 滋賀県 長浜市 雨森芳洲 28 大分県 竹田市 田能村竹田 

14 兵庫県 新温泉町 加藤文太郎 29 大分県 国東市 三浦梅園 

15 鳥取県 北栄町 豊田太蔵 30 鹿児島県 長島町 飯尾裕幸 



資料７ 

 

【お問い合わせ先】 

袋井市教育委員会 教育部 おいしい給食課 おいしい給食推進係（担当：石塚） 

電話：0538-45-3883 FAX：0538-44-3236 メール：kyuusyoku@city.fukuroi.shizuoka.jp 
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令和４年４月22日 

袋井市長定例記者会見資料 

教育部おいしい給食課 

 

市収納システムを使用した給食費徴収がスタート 
 

～教職員の負担軽減による教育の質の向上～ 
 
 

◇今まで、市内公立のこども園・幼稚園・小･中学校の園児児童生徒分給食費は、各園・

学校が徴収した後に市へ納金しており、徴収業務に係る教職員の事務量が課題となっ

ていた。 
 
◇市の既存の収納システムを活用して、市が直接保護者の口座から振替処理を実施する

ことで、教職員の負担を軽減し、授業改善のための時間や児童・生徒に向き合う時間を

増加させ、教育の質の向上につなげる。 
 
◇令和４年５月２日が第１回目の口座引き落としとなる。 
 

【概要】 

≪～令和３年度≫給食費は、学校・園を介して市へ入金。 

 

 

 

 

 

≪令和４年度～≫おいしい給食課・学校教育課等と連携の上、市収納システムに新たに給食費管理を追加。 

令和４年４月分（５月２日引き落とし）から開始。 

 

 

 

 

 

 

区分 市町数 主な市等 

公会計 

（市が徴収を実施） 
11 

掛川市、島田市、下田市、三島市、沼津市、伊豆市 等 

（給食費完全無償化の御前崎市含む） 

◇令和４年度～：浜松市、袋井市 

公会計 

（学校等が徴収を実施） 
11 磐田市、焼津市、富士宮市、御殿場市、裾野市 等 

私会計、又は併用 13 静岡市、沼津市、富士市、熱海市 等 

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 

保護者 銀行 市役所 学校・幼稚園等 
口座振替依頼書 給食費 

口座振替 
市会計へ入金 

保護者 銀行 市役所 
口座振替依頼書 市収納システム STAFF-Suiteを活用し、 

口座振替にて市会計へ直接入金 

徴収業務の削減 → 教職員の負担軽減 ⇒ 教育の質の向上！ 



資料８ 

【お問い合わせ先】 

袋井市 企画部 ＩＣＴ政策課 （担当：小柳津） 

電話：0538-44-3106 FAX：0538-43-2132 メール：jouhou@city.fukuroi.shizuoka.jp 

   1 / 3 

 

令和４年４月22日 

袋井市長定例記者会見資料 

企画部ＩＣＴ政策課 

 

３人のＩＣＴ政策課専門官を新たに配置 
 

～ＩＣＴを活かして市民サービスと業務生産性の向上を目指す～ 
 

 
◇社会全体のデジタル化が急速に進展する中、行政にもデジタルに関する高度な専門性

や民間同様のサービス・仕組みが求められている。 
 

◇国の「デジタル専門人材派遣制度」や企業との連携協定に基づき、３名の専門官を、Ｉ

ＣＴ政策課に配置。 
 

【概要】 

１ ＩＣＴ政策課専門官の紹介 

（１）小俣 一樹（こまた かずき）  常勤 

   派 遣 元：株式会社ＮＴＴドコモ東海支所（営業部営業企画部門販売企画担当） 

   担当業務：デジタル活用支援 

        ・総務省デジタル活用支援制度を活用した官民連携に基づく施策の推進 

        ・自治会ＤＸ等の支援 

        ・市内企業のデジタル活用に向けた状況調査等の支援  など 

 

（２）鳴瀬 邦彦（なるせ くにひこ） 常勤 

   派 遣 元：コニカミノルタ パブリテック株式会社 

（アカウント開発部 北海道ブロック長兼東北副ブロック長） 

   担当業務：全庁ＢＰＲ推進プロジェクト 

        ・コニカミノルタ パブリテック株式会社との連携協定による全庁業務量調査の分析 

        ・（仮称）全庁ＢＰＲ推進アクションプランの策定 

        ・所属別の業務改善における支援           など 

 

（３）平山 高士（ひらやま たかし） 非常勤 

   派 遣 元：株式会社日立システムズ 

（公共社会事業グループ 公共事業拡販推進本部 カスタマーサポート推進部 技師） 

   担当業務：自治体システム標準化プロジェクト 

        ・対象20業務のシステム仕様書の整備 

        ・システム調整、クラウド移行の検討         など 

 

２ 任期 

  令和４年４月１日から令和５年３月31日までの１年間（再任用あり）

東海道五十三次 27 番目の宿場 

ふくろい 
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資料９ 

 

令 和 ４ 年 ４ 月 22日 

市長定例記者会見資料 

企 画 部 企 画 政 策 課 

 

令和４年５月の行事予定 

日 曜日 時間 催事・イベント内容〔主催団体－担当課〕 場所 

１ 日 
9:00～ 

13:00 

「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〕 

市役所 

西側駐車場 

２ 月    

３ 火 9:30～ 
静岡国際陸上競技大会 

〔静岡陸上競技協会－スポーツ政策課・教育企画課〕 
エコパスタジアム 

４ 水    

５ 木 9:30～ 茶祖栄西禅師尊像献茶式（茶祖栄西禅師顕彰会－農政課） 油山寺 

６ 金 

9:00～ 議会運営委員会〔議会事務局〕 
市役所 

第１委員会室 

13:30～ 全員協議会〔議会事務局〕 市役所議場 

７ 土    

８ 日    

９ 月    

10 火    

11 水 
8:30～ 

17:15 

【市民ギャラリー】第43回法多山さくらまつり親子写生大

会作品・写真（～20日）〔企画政策課〕 

市役所 

市民ギャラリー 

12 木    

13 金 9:00～ ５月市議会臨時会〔議会事務局〕 市役所議場 

14 土 
9:00～ 

16:00 
外国人介護職員初任者研修〔協働まちづくり課〕 

介護保険関係事務

所 

15 日    

16 月  
 

 
 

17 火    



  

日 曜日 時間 催事・イベント内容〔主催団体－担当課〕 場所 

18 水    

19 木    

20 金 
13:30～ 

16:00 
第１回自治会連合会長会議〔協働まちづくり課〕 市役所301会議室 

21 土 

9:30～ 
袋井市長杯争奪市内高等学校野球定期戦 

〔袋井高校・袋井商業高校－スポーツ政策課〕 
愛野公園野球場 

14:00～ 月見のカフェコンサート〔月見の里学遊館〕 月見の里学遊館 

15:15～ 

17:00 

日仏スポーツガバナンスシンポジウム 

〔袋井市スポーツ協会－スポーツ政策課〕 

さわやかアリーナ 

（サブアリーナ） 

 
遠州三山風鈴まつり（～８月31日） 

〔袋井市観光協会－産業政策課〕 

遠州三山（法多山・

可睡齋・油山寺） 

22 日    

23 月    

24 火    

25 水    

26 木    

27 金 10:00～ 市長定例記者会見〔企画政策課〕 市役所庁議室 

28 土 

10:00～ 

15:00 
ふくろい宿de花マルシェ〔維持管理課〕 袋井宿場公園 

14:30～ 

16:30 

環境講演会「ゼロカーボンシティの実現に向け、私たちにで

きること」〔環境政策課〕 

教育会館４階 

大会議室 

18:00～ 

21:00 

法多山ホタル祭り（29日・６月４～５日） 

〔法多山尊永寺－産業政策課〕 
法多山尊永寺 

9:00～ 

17:00 

可睡ゆりの園開園（～７月３日） 

〔可睡ゆりの園－産業政策課〕 
可睡ゆりの園 

29 日 

9:30～ 

15:30 
メロプラフェスタ2022〔メロープラザ〕 メロープラザ 

10:00～ 

15:00 

「みんなdeあそぼ！さわやかholiday ～マルシェ同時開

催～」〔シンコースポーツ－スポーツ政策課〕 
さわやかアリーナ 

30 月 
9:00～ 

12:00 
議会運営委員会〔議会事務局〕 

市役所 

第１委員会室 

31 火  
 

 
 

※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。 



　

　

色鮮やかなぼたんと共に、癒しのひとときを過ごされてはいかがでしょうか?

遠州三山の御朱印を集められた方にご利益グッズ（水引きバンド）をプレゼントいたします。

ご覧になってください。

※数に限りがございます。

◇5月21日(土)～８月31日(水)

5月

可睡齋ぼたんまつり

　　(場所) 〒437－1121 袋井市諸井　諸井里山　※鑑賞自由

　　　　           秋葉総本殿可睡齋　TEL 0538-42-2121

(場　所) 秋葉総本殿可睡齋　(時　間) ８:00～17:00 (入苑料）500円

限定精進料理「ぼたん膳」やぼたん餅・精進コロッケをお楽しみ頂けます。

◇～5月6日(金)

(場所）遠州三山（法多山・油山寺・可睡齋）

里山の空に泳ぐ鯉のぼり

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
が個性を生かした風鈴を飾っています。美しくさわやかな風鈴の音色で夏の袋井を

      袋井市観光協会　TEL 0538-43-1006

夏のふくろい遠州三山風鈴まつり

◇ ～5月初旬

広さ3,000坪の広大な敷地に、約100種・1,500株のぼたんが咲き誇ります。

 袋井市観光協会　TEL 0538-43-1006

今年も、子どもの健やかな成⾧を願って、里山の空にたくさんの鯉のぼりが
まい上がります。里山の新緑の空に元気いっぱい泳ぐ鯉のぼりの姿をぜひ

お楽しみください。また、各お寺では、風鈴まつり限定御朱印も用意しております。

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



　

【場  所】 法多山尊永寺

ください。回遊式の池や、瓦葺き（かわらぶき）の茶室を配置した優雅さを

闇夜に舞うホタルの華美な光は、自然の芸術品です。

もつ「ゆり園」です。園内のお食事処では、名物の「ゆりの根の天ぷら」

　       小笠山総合運動公園　エコパ　イベント情報

　　    法多山尊永寺　TEL 0538-43-3601

くれます。3万坪に広がる、世界150余品種のゆりを、この季節にぜひご覧

【開園時間】  9:00～17:00

を添えた、そばやうどんもお召し上がりいただけます。
【場　  　所】 可睡ゆりの園
【開園期間】 ５月２8日（土）～７月3日（日）

法多山　ホタル祭り

可睡ゆりの園　TEL　0538-43-4736

　　　　エコパハウス　TEL 0538-41-1800

・28日(土）～29日（日）

・21日(土）～22日（日） B’z コンサート

【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

あいみょんコンサート

【料　　　金】  大人1,100円/小・中学生400円/幼児無料

緑に囲まれた園内のゆりが、風薫る季節のさわやかさを、さらに引き立てて
袋井の"花"情報　～可睡ゆりの園～

旬の情報をお知らせしています。いいね！やコメントお待ちしています。
「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

インターネットで袋井の観光情報を発信しています♪

 ※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。

【日  時】 5月28日(土)、29日(日)、6月4日(土)、5日(日)

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。

       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よりご確認ください。
 ※雨天の場合はホタルが飛びませんので中止となります。

※開花時期の情報は、「可睡ゆりの園」
のホームページを参考にさせていただき
ました。詳細は「可睡ゆりの園」へ、お
問い合わせください。






