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１ 概要 
  

区

接種間隔

対象者 

使用ワクチン

市内の接種会場

開始時期

 

２ 接種方法（接種日時・会場等）

 ○65 歳以上

方の取扱いについては、改めてお知らせします。

＜市が接種日時と会場を

  【接種場所】

       

  ○市が

  ○指定した日時では都合が合わない場合は、市のコールセンターに

程の

 

 ＜市が接種日時と会場を

  【接種場所】

        

  ○１・２回目と同様に、市内の職域接種又は市外の医療機関等で３回目の接種が行

われる場合は、そこで接種す

  ○市内の集団接種会場等で接種する場合は、

予約

湖西市

新型コロナワクチンを２回接種した場合でも、接種後の時間経過とともに、ワクチン

有効性や免疫原性が低下するため、国の方針に基づき

報道発表
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３回目の

区 分 

接種間隔 

 

使用ワクチン 

市内の接種会場 

開始時期 

接種方法（接種日時・会場等）

歳以上で下記

方の取扱いについては、改めてお知らせします。

＜市が接種日時と会場を

【接種場所】集団接種会場：

        個別接種会場：

○市が日時及び会場

○指定した日時では都合が合わない場合は、市のコールセンターに

程の変更をする。

＜市が接種日時と会場を

【接種場所】市内の職域接種、まめクリニック

        市外の医療機関、職域接種、

○１・２回目と同様に、市内の職域接種又は市外の医療機関等で３回目の接種が行

われる場合は、そこで接種す

市内の集団接種会場等で接種する場合は、

予約をする。 

湖西市 

新型コロナワクチンを２回接種した場合でも、接種後の時間経過とともに、ワクチン

有効性や免疫原性が低下するため、国の方針に基づき

報道発表 資料

３回目の

２回目接種完了から、概ね８か

２回接種を終えた

※今後

１・２回目に用いたワクチンと同一のワクチンを使用

※交互接種は国において検討中

 
【集団接種会場】健康福祉センター

【個別接種】浜名病院、まめクリニック

12 月から接種開始（

接種方法（接種日時・会場等）

で下記に該当する

方の取扱いについては、改めてお知らせします。

＜市が接種日時と会場を指定する方

集団接種会場：

個別接種会場：

日時及び会場を指定して通知する

○指定した日時では都合が合わない場合は、市のコールセンターに

変更をする。 

＜市が接種日時と会場を指定しない方

市内の職域接種、まめクリニック

市外の医療機関、職域接種、

○１・２回目と同様に、市内の職域接種又は市外の医療機関等で３回目の接種が行

われる場合は、そこで接種す

市内の集団接種会場等で接種する場合は、

 

新型コロナワクチンを２回接種した場合でも、接種後の時間経過とともに、ワクチン

有効性や免疫原性が低下するため、国の方針に基づき

資料１ 

３回目のワクチン

２回目接種完了から、概ね８か

２回接種を終えた

※今後、年齢引下げの可能性あり

１・２回目に用いたワクチンと同一のワクチンを使用

※交互接種は国において検討中

【集団接種会場】健康福祉センター

【個別接種】浜名病院、まめクリニック

月から接種開始（

接種方法（接種日時・会場等） 

に該当する方は接種日時と会場を指定

方の取扱いについては、改めてお知らせします。

指定する方（下記の接種場所で

集団接種会場：健康福祉センター

個別接種会場：浜名病院

を指定して通知する

○指定した日時では都合が合わない場合は、市のコールセンターに

指定しない方（

市内の職域接種、まめクリニック

市外の医療機関、職域接種、

○１・２回目と同様に、市内の職域接種又は市外の医療機関等で３回目の接種が行

われる場合は、そこで接種するか、

市内の集団接種会場等で接種する場合は、

新型コロナワクチンを２回接種した場合でも、接種後の時間経過とともに、ワクチン

有効性や免疫原性が低下するため、国の方針に基づき

ワクチン追加

２回目接種完了から、概ね８か

２回接種を終えた 18 歳以上の

、年齢引下げの可能性あり

１・２回目に用いたワクチンと同一のワクチンを使用

※交互接種は国において検討中

【集団接種会場】健康福祉センター

【個別接種】浜名病院、まめクリニック

月から接種開始（65 歳以上

接種日時と会場を指定

方の取扱いについては、改めてお知らせします。

下記の接種場所で

健康福祉センター(

浜名病院 

を指定して通知する。 

○指定した日時では都合が合わない場合は、市のコールセンターに

（下記の接種場所で

市内の職域接種、まめクリニック

市外の医療機関、職域接種、大規模接種会場等

○１・２回目と同様に、市内の職域接種又は市外の医療機関等で３回目の接種が行

るか、市内の集団接種会場等で接種することも可能

市内の集団接種会場等で接種する場合は、インターネット又は

新型コロナワクチンを２回接種した場合でも、接種後の時間経過とともに、ワクチン

有効性や免疫原性が低下するため、国の方針に基づき

追加接種について

内 容 

２回目接種完了から、概ね８か月以上経過後

歳以上の希望者全員

、年齢引下げの可能性あり 

１・２回目に用いたワクチンと同一のワクチンを使用

※交互接種は国において検討中 

【集団接種会場】健康福祉センター(おぼと

【個別接種】浜名病院、まめクリニック

歳以上の高齢者は２月上旬から接種開始）

接種日時と会場を指定して通知

方の取扱いについては、改めてお知らせします。） 

下記の接種場所で１・２回目を接種した方

(おぼと)及び新居地域センター

○指定した日時では都合が合わない場合は、市のコールセンターに

下記の接種場所で１・２回目を接種した方

市内の職域接種、まめクリニック(個別接種

大規模接種会場等

○１・２回目と同様に、市内の職域接種又は市外の医療機関等で３回目の接種が行

市内の集団接種会場等で接種することも可能

インターネット又は

新型コロナワクチンを２回接種した場合でも、接種後の時間経過とともに、ワクチン

有効性や免疫原性が低下するため、国の方針に基づき３回目の追加接種

について

月以上経過後 

全員 

１・２回目に用いたワクチンと同一のワクチンを使用

おぼと)  

【個別接種】浜名病院、まめクリニック 

の高齢者は２月上旬から接種開始）

して通知します。

１・２回目を接種した方

及び新居地域センター

○指定した日時では都合が合わない場合は、市のコールセンターに

１・２回目を接種した方

個別接種)、 

大規模接種会場等市外で接種した全ての方

○１・２回目と同様に、市内の職域接種又は市外の医療機関等で３回目の接種が行

市内の集団接種会場等で接種することも可能

インターネット又は市のコールセンターで

新型コロナワクチンを２回接種した場合でも、接種後の時間経過とともに、ワクチン

３回目の追加接種を行います。

令和３

について 

１・２回目に用いたワクチンと同一のワクチンを使用 

 

の高齢者は２月上旬から接種開始）

します。（64 歳以下の

１・２回目を接種した方）＞

及び新居地域センター

○指定した日時では都合が合わない場合は、市のコールセンターに電話連絡し、日

１・２回目を接種した方

市外で接種した全ての方

○１・２回目と同様に、市内の職域接種又は市外の医療機関等で３回目の接種が行

市内の集団接種会場等で接種することも可能

市のコールセンターで

新型コロナワクチンを２回接種した場合でも、接種後の時間経過とともに、ワクチン

を行います。

３年 11 月

の高齢者は２月上旬から接種開始） 

歳以下の 

）＞ 

及び新居地域センター 

電話連絡し、日 

１・２回目を接種した方）＞ 

市外で接種した全ての方 

○１・２回目と同様に、市内の職域接種又は市外の医療機関等で３回目の接種が行 

市内の集団接種会場等で接種することも可能 

市のコールセンターで 

新型コロナワクチンを２回接種した場合でも、接種後の時間経過とともに、ワクチンの

を行います。 

月 15 日発表

 

の
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３ 接種スケジュール 
  
  ○12 月から接種を開始します。２回目接種完了から８か月経過する方から順次接種券を 

送付し、接種を進めます。 

  ○65 歳以上の方を対象とした集団接種は、令和４年２月６日(日)から開始します。 

  【12 月の接種について】 

   ・４月 30 日までに２回目の接種が完了した方を対象に、11 月 22 日までに接種券を発送し

ます。 

  ・対象者は、市外の医療機関等で接種した医療従事者等(優先接種)のため、１・２回目と

同様に市外の医療機関等で接種するか、市の集団接種会場での接種も可能です。 

 

＜接種開始時期（目安）＞ 
  

対象者 ２回目接種完了時期 
３回目追加接種 

接種方法 接種開始時期 

市外で接種した 

医療従事者 
４月～５月 集団接種 R3.12 月～ 

市内で接種した 

医療従事者 
５月下旬 集団接種 R4.１月下旬～ 

高齢者施設入所者 ５月下旬～６月上旬 巡回接種 R4.１月下旬～ 

65 歳以上の方 ５月下旬～ 集団・個別接種 R4.２月６日(日)～ 

基礎疾患患者 

64 歳以下の方 
８月中旬～ 集団・個別接種 R4.４月中旬～ 

R3.11月接種者 11 月末 集団・個別接種 R4.７月末 

 

４ その他 

 ○１・２回目は接種券（クーポン券）と予診票が別々の用紙でしたが、３回目は接種券と 

予診票の一体型に変更となります。 

 ○２回目の接種完了から概ね８か月経過しても接種券が届かない方や、市外からの転入者 

  等で市が接種情報を把握していない方については、市に接種券発行申請を行う必要があ 

ります。 

 

以上 

 

 

≪メディアの方へ≫     ≪発表種別≫ 

☐ 取材をお願いします。   � 記者会見発表資料 

☐ 事前告知をお願いします。 ☐ 記者会見情報提供資料 

� 情報提供をします。    ☐ 随時 

≪問い合わせ先≫ 

所属名 健康増進課 

連絡先 053-576-4９１8 

担当者 袴田、土屋 



 
 

令和３年 12 月及び令和４年１月の集団接種について 

 

新型コロナウイルスの１・２回目のワクチン接種希望者が12月以降少なくなることに伴い、

令和３年 12 月及び令和４年１月については、集団接種会場の日時を縮小して実施します。 

なお、令和４年２月以降は、３回目のワクチン追加接種が本格化するため、接種日を増やす

予定です。 

 

 

１．集団接種会場の接種日等 

 (1) 会場 

   健康福祉センター（おぼと） 

 (2) 日程 
 

令和３年 12 月 令和４年１月 

１日(水) 

４日(土) 

11 日(土) 

18 日(土) 

22 日(水) 

15：30～16：30 

14：30～16：00 

14：30～16：00 

14：30～15：30 

15：30～16：30 

８日(土) 

 12 日(水) 

15 日(土) 

22 日(土) 

29 日(土) 

14：30～16：00 

15：30～16：30 

14：30～15：30 

14：30～15：30 

14：30～15：30 

 

２．対象者 

 ○12 歳の誕生日を迎えた方など、新たにワクチン接種を希望する方 

 ○11 月以降に１回目の接種を終えて、12 月以降に２回目の接種をする方 

 ○３回目の追加接種対象者（2 回目のワクチン接種から、８か月以上経過した方） 

 

３．その他 

 ○ワクチンの供給状況を踏まえ、市内では、集団接種会場以外の病院、診療所での個別 

接種は行わない予定です。 
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◆取扱加盟店条件等
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≪メディアの方へ≫

�

☐

☐

2022

 

 

 

 

 

 

◆クーポン概要

 １．クーポンは

  ①800

  ②1,000

  ③2,000

  ・1 人あたり最大

・市内加盟店の店内飲食とテイクアウトに使用可能です。※デリバリーは対象外です。

・取扱い加盟店での飲食会計時において、①～③のクーポンいずれかを使用できます。

・各クーポンは、期間中１回のみ使用できます。

 

◆取扱加盟店条件等

１．取扱加盟店条件

  次のいずれにも該当すること

  ・市内の飲食店（食品衛生法第

第 1

  ・静岡県が実施する「ふじのくに安全・安心認証制度」の認証を取得もしくは申請中であ

ること。

・大企業ではないこと

  ・法人の場合、本社登記は湖西市内であること。

個人の場合、市内で事業を行っていること。

 ２．取扱加盟店募集期間

・令和３年

 

◆クーポン取得条件

クーポン発行期間において湖西市公式

 

 

≪メディアの方へ≫

� 取材をお願いします。

☐ 事前告知をお願いします。

☐ 情報提供をします。

湖西市

報道発表
2022 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内飲食店を応援し、さらに消費を喚起する

ことにより市内経済の活性化を図るため、

まで利用可能な

クーポン概要 

１．クーポンは 3

800 円以上の飲食で

1,000 円以上の飲食で

2,000 円以上の飲食で

人あたり最大

・市内加盟店の店内飲食とテイクアウトに使用可能です。※デリバリーは対象外です。

・取扱い加盟店での飲食会計時において、①～③のクーポンいずれかを使用できます。

・各クーポンは、期間中１回のみ使用できます。

◆取扱加盟店条件等 

１．取扱加盟店条件

次のいずれにも該当すること

・市内の飲食店（食品衛生法第

1 号「飲食店営業」に定める営業を行う施設であること。

・静岡県が実施する「ふじのくに安全・安心認証制度」の認証を取得もしくは申請中であ

ること。 

・大企業ではないこと

・法人の場合、本社登記は湖西市内であること。

個人の場合、市内で事業を行っていること。

２．取扱加盟店募集期間

令和３年 12 月１日（水）～

クーポン取得条件 

クーポン発行期間において湖西市公式

≪メディアの方へ≫     

取材をお願いします。

事前告知をお願いします。

情報提供をします。

湖西市 

報道発表 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内飲食店を応援し、さらに消費を喚起する

ことにより市内経済の活性化を図るため、

まで利用可能な LINE

湖西市新型コロナウイルス感染症対策

消費喚起

3 種類あります。

円以上の飲食で 300

円以上の飲食で

円以上の飲食で

人あたり最大 1,800

・市内加盟店の店内飲食とテイクアウトに使用可能です。※デリバリーは対象外です。

・取扱い加盟店での飲食会計時において、①～③のクーポンいずれかを使用できます。

・各クーポンは、期間中１回のみ使用できます。

 

１．取扱加盟店条件 

次のいずれにも該当すること

・市内の飲食店（食品衛生法第

号「飲食店営業」に定める営業を行う施設であること。

・静岡県が実施する「ふじのくに安全・安心認証制度」の認証を取得もしくは申請中であ

・大企業ではないこと 

・法人の場合、本社登記は湖西市内であること。

個人の場合、市内で事業を行っていること。

２．取扱加盟店募集期間 

月１日（水）～

 

クーポン発行期間において湖西市公式

     

取材をお願いします。   

事前告知をお願いします。 

情報提供をします。    

 

 資料２ 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内飲食店を応援し、さらに消費を喚起する

ことにより市内経済の活性化を図るため、

LINE クーポンの発行を行います。

湖西市新型コロナウイルス感染症対策

消費喚起 LINE

種類あります。 

300 円割引き

500 円割引き

1,000 円割引き

円割引き 

・市内加盟店の店内飲食とテイクアウトに使用可能です。※デリバリーは対象外です。

・取扱い加盟店での飲食会計時において、①～③のクーポンいずれかを使用できます。

・各クーポンは、期間中１回のみ使用できます。

次のいずれにも該当すること 

・市内の飲食店（食品衛生法第 55 条の許可を受けた飲食店、食品衛生法施行令第

号「飲食店営業」に定める営業を行う施設であること。

・静岡県が実施する「ふじのくに安全・安心認証制度」の認証を取得もしくは申請中であ

・法人の場合、本社登記は湖西市内であること。

個人の場合、市内で事業を行っていること。

月１日（水）～12 月

クーポン発行期間において湖西市公式

     ≪発表種別≫

 � 記者会見発表資料

 ☐ 記者会見情報提供資料

 ☐ 随時 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内飲食店を応援し、さらに消費を喚起する

ことにより市内経済の活性化を図るため、

クーポンの発行を行います。

湖西市新型コロナウイルス感染症対策

LINE クーポン発行について

円割引き 

円割引き 

円割引き 

 

・市内加盟店の店内飲食とテイクアウトに使用可能です。※デリバリーは対象外です。

・取扱い加盟店での飲食会計時において、①～③のクーポンいずれかを使用できます。

・各クーポンは、期間中１回のみ使用できます。

条の許可を受けた飲食店、食品衛生法施行令第

号「飲食店営業」に定める営業を行う施設であること。

・静岡県が実施する「ふじのくに安全・安心認証制度」の認証を取得もしくは申請中であ

・法人の場合、本社登記は湖西市内であること。

個人の場合、市内で事業を行っていること。

月 28 日（火）

クーポン発行期間において湖西市公式 LINE アカウントを友達登録していること

≪発表種別≫ 

記者会見発表資料

記者会見情報提供資料

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内飲食店を応援し、さらに消費を喚起する

ことにより市内経済の活性化を図るため、令和４

クーポンの発行を行います。

湖西市新型コロナウイルス感染症対策

クーポン発行について

・市内加盟店の店内飲食とテイクアウトに使用可能です。※デリバリーは対象外です。

・取扱い加盟店での飲食会計時において、①～③のクーポンいずれかを使用できます。

・各クーポンは、期間中１回のみ使用できます。 

条の許可を受けた飲食店、食品衛生法施行令第

号「飲食店営業」に定める営業を行う施設であること。

・静岡県が実施する「ふじのくに安全・安心認証制度」の認証を取得もしくは申請中であ

・法人の場合、本社登記は湖西市内であること。 

個人の場合、市内で事業を行っていること。 

日（火） 

アカウントを友達登録していること

記者会見発表資料 

記者会見情報提供資料 

≪問い合わせ先≫

所属名

連絡先

担当者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内飲食店を応援し、さらに消費を喚起する

４年２月１日（火）から

クーポンの発行を行います。 

湖西市新型コロナウイルス感染症対策 

クーポン発行について

・市内加盟店の店内飲食とテイクアウトに使用可能です。※デリバリーは対象外です。

・取扱い加盟店での飲食会計時において、①～③のクーポンいずれかを使用できます。

条の許可を受けた飲食店、食品衛生法施行令第

号「飲食店営業」に定める営業を行う施設であること。 

・静岡県が実施する「ふじのくに安全・安心認証制度」の認証を取得もしくは申請中であ

アカウントを友達登録していること

≪問い合わせ先≫

所属名 産業振興

連絡先  053

担当者 北見、山科

令和３

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内飲食店を応援し、さらに消費を喚起する

１日（火）から

クーポン発行について 

・市内加盟店の店内飲食とテイクアウトに使用可能です。※デリバリーは対象外です。

・取扱い加盟店での飲食会計時において、①～③のクーポンいずれかを使用できます。

条の許可を受けた飲食店、食品衛生法施行令第

・静岡県が実施する「ふじのくに安全・安心認証制度」の認証を取得もしくは申請中であ

アカウントを友達登録していること

≪問い合わせ先≫ 

産業振興課 

053-576-

北見、山科 

令和３年 11

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内飲食店を応援し、さらに消費を喚起する

１日（火）から同年３月

・市内加盟店の店内飲食とテイクアウトに使用可能です。※デリバリーは対象外です。

・取扱い加盟店での飲食会計時において、①～③のクーポンいずれかを使用できます。

条の許可を受けた飲食店、食品衛生法施行令第 35

・静岡県が実施する「ふじのくに安全・安心認証制度」の認証を取得もしくは申請中であ

アカウントを友達登録していること 

 

-1215 

 

11 月 15 日発表

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内飲食店を応援し、さらに消費を喚起する

月６日（日）

・市内加盟店の店内飲食とテイクアウトに使用可能です。※デリバリーは対象外です。 

・取扱い加盟店での飲食会計時において、①～③のクーポンいずれかを使用できます。 

35 条 

・静岡県が実施する「ふじのくに安全・安心認証制度」の認証を取得もしくは申請中であ 

発表 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内飲食店を応援し、さらに消費を喚起する

）



 



 

◆目的

◆令和３年度

◆実施内容

◆湖西市企業シャトル

≪メディアの方へ≫

�

☐

☐

2022

 

令和３年度

◆目的 

市内企業が運行するシャトルバスと市が運行するコミュニティバス（コーちゃんバス）が

連携することで、両者の効率性及び利便性の向上、ひいては市内経済の活性化に資する施策

の実施可能性等について調査・検討を行います。

◆令和３年度

○乗車予約は、湖西市公式ＬＩＮＥから予約

○湖西市公式ＬＩＮＥを窓口とした地域商業者と連携した消費の誘導の取組

☆モニター登録者

○大型ドラッグストアと連携した地域の健康増進の取組

☆モニター登録

○詳細は、「別紙１

◆実施内容

昨年度の課題を踏まえ、市内企業４社と引き続き連携し下記のとおり実証実験

１．協力企業

       

       

        

       

２．期間

       

     

３．場所

◆湖西市企業シャトル

期間中、市内協力企業が運行する

サービスを受ける場合

１．実施地区

２．募集期間

≪メディアの方へ≫

� 取材をお願いします。

☐ 事前告知をお願いします。

☐ 情報提供をします。

湖西市

報道発表
2022 

令和 2

容が決定

令和３年度

市内企業が運行するシャトルバスと市が運行するコミュニティバス（コーちゃんバス）が

連携することで、両者の効率性及び利便性の向上、ひいては市内経済の活性化に資する施策

の実施可能性等について調査・検討を行います。

◆令和３年度 実証実験のポイント

○乗車予約は、湖西市公式ＬＩＮＥから予約

○湖西市公式ＬＩＮＥを窓口とした地域商業者と連携した消費の誘導の取組

モニター登録者

○大型ドラッグストアと連携した地域の健康増進の取組

モニター登録

○詳細は、「別紙１

◆実施内容 

昨年度の課題を踏まえ、市内企業４社と引き続き連携し下記のとおり実証実験

１．協力企業 ・㈱デンソー（湖西製作所）

       ・浜名湖電装㈱

       ・ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱

        

       ・プライムアース

２．期間   令和３年

       ※令和３年

       ※土日祝、

３．場所   鷲津駅周辺地区、新所原駅周辺地区

◆湖西市企業シャトル

期間中、市内協力企業が運行する

サービスを受ける場合

１．実施地区 鷲津駅周辺地区（古見、川尻）

新所原駅周辺地区（梅田、南上の原、上の原、大森、笠子）

２．募集期間 令和３年

≪メディアの方へ≫     

取材をお願いします。

事前告知をお願いします。

情報提供をします。

湖西市 

報道発表 

2 年度に実証を開始した湖西市企業シャトル

容が決定しました。

令和３年度 湖西市企業シャトル

市内企業が運行するシャトルバスと市が運行するコミュニティバス（コーちゃんバス）が

連携することで、両者の効率性及び利便性の向上、ひいては市内経済の活性化に資する施策

の実施可能性等について調査・検討を行います。

実証実験のポイント

○乗車予約は、湖西市公式ＬＩＮＥから予約

○湖西市公式ＬＩＮＥを窓口とした地域商業者と連携した消費の誘導の取組

モニター登録者に割引クーポンやポイント付加サービス

○大型ドラッグストアと連携した地域の健康増進の取組

モニター登録者に健康測定や健康相談などのヘルスケアサービスを

○詳細は、「別紙１～３」を参照

昨年度の課題を踏まえ、市内企業４社と引き続き連携し下記のとおり実証実験

・㈱デンソー（湖西製作所）

・浜名湖電装㈱

・ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱

        （湖西サイト）

・プライムアース

令和３年 12

※令和３年

ル期間として乗り方教室等を実施

※土日祝、

鷲津駅周辺地区、新所原駅周辺地区

◆湖西市企業シャトル BaaS 事業の実証実験モニターの募集について

期間中、市内協力企業が運行する

サービスを受ける場合は、モニター登録が必要です。

鷲津駅周辺地区（古見、川尻）

新所原駅周辺地区（梅田、南上の原、上の原、大森、笠子）

令和３年 11

     

取材をお願いします。   

事前告知をお願いします。 

情報提供をします。    

 

 資料３ 

年度に実証を開始した湖西市企業シャトル

。 

湖西市企業シャトル

市内企業が運行するシャトルバスと市が運行するコミュニティバス（コーちゃんバス）が

連携することで、両者の効率性及び利便性の向上、ひいては市内経済の活性化に資する施策

の実施可能性等について調査・検討を行います。

実証実験のポイント 

○乗車予約は、湖西市公式ＬＩＮＥから予約

○湖西市公式ＬＩＮＥを窓口とした地域商業者と連携した消費の誘導の取組

割引クーポンやポイント付加サービス

○大型ドラッグストアと連携した地域の健康増進の取組

健康測定や健康相談などのヘルスケアサービスを

を参照 

昨年度の課題を踏まえ、市内企業４社と引き続き連携し下記のとおり実証実験

・㈱デンソー（湖西製作所）

・浜名湖電装㈱ 

・ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱

（湖西サイト） 

・プライムアース EV

12 月 6 日(

※令和３年 11 月 15

ル期間として乗り方教室等を実施

※土日祝、令和３年 12

鷲津駅周辺地区、新所原駅周辺地区

事業の実証実験モニターの募集について

期間中、市内協力企業が運行するシャトルバスに乗車

モニター登録が必要です。

鷲津駅周辺地区（古見、川尻）

新所原駅周辺地区（梅田、南上の原、上の原、大森、笠子）

11 月 29 日

     ≪発表種別≫

 � 記者会見発表資料

 ☐ 記者会見情報提供資料

 ☐ 随時 

年度に実証を開始した湖西市企業シャトル

湖西市企業シャトル

市内企業が運行するシャトルバスと市が運行するコミュニティバス（コーちゃんバス）が

連携することで、両者の効率性及び利便性の向上、ひいては市内経済の活性化に資する施策

の実施可能性等について調査・検討を行います。

○乗車予約は、湖西市公式ＬＩＮＥから予約（電話での予約も可能）

○湖西市公式ＬＩＮＥを窓口とした地域商業者と連携した消費の誘導の取組

割引クーポンやポイント付加サービス

○大型ドラッグストアと連携した地域の健康増進の取組

健康測定や健康相談などのヘルスケアサービスを

昨年度の課題を踏まえ、市内企業４社と引き続き連携し下記のとおり実証実験

・㈱デンソー（湖西製作所） 

・ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱

EV エナジー㈱

(月)から令和

15 日(月)から令和３年

ル期間として乗り方教室等を実施

12 月 27

鷲津駅周辺地区、新所原駅周辺地区

事業の実証実験モニターの募集について

シャトルバスに乗車

モニター登録が必要です。

鷲津駅周辺地区（古見、川尻） 

新所原駅周辺地区（梅田、南上の原、上の原、大森、笠子）

日(月)～令和

≪発表種別≫ 

記者会見発表資料

記者会見情報提供資料

 

年度に実証を開始した湖西市企業シャトル

湖西市企業シャトル BaaS

市内企業が運行するシャトルバスと市が運行するコミュニティバス（コーちゃんバス）が

連携することで、両者の効率性及び利便性の向上、ひいては市内経済の活性化に資する施策

の実施可能性等について調査・検討を行います。 

（電話での予約も可能）

○湖西市公式ＬＩＮＥを窓口とした地域商業者と連携した消費の誘導の取組

割引クーポンやポイント付加サービス

○大型ドラッグストアと連携した地域の健康増進の取組 

健康測定や健康相談などのヘルスケアサービスを

昨年度の課題を踏まえ、市内企業４社と引き続き連携し下記のとおり実証実験

・ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱

エナジー㈱ 

から令和 4 年２月

から令和３年

ル期間として乗り方教室等を実施 

27 日(月)～令和

鷲津駅周辺地区、新所原駅周辺地区 

事業の実証実験モニターの募集について

シャトルバスに乗車する場合

モニター登録が必要です。 

 

新所原駅周辺地区（梅田、南上の原、上の原、大森、笠子）

～令和 4 年２月

記者会見発表資料 

記者会見情報提供資料 

≪問い合わせ先≫

所属名

連絡先

担当者

年度に実証を開始した湖西市企業シャトル BaaS

BaaS 実証実験について

市内企業が運行するシャトルバスと市が運行するコミュニティバス（コーちゃんバス）が

連携することで、両者の効率性及び利便性の向上、ひいては市内経済の活性化に資する施策

（電話での予約も可能）

○湖西市公式ＬＩＮＥを窓口とした地域商業者と連携した消費の誘導の取組

割引クーポンやポイント付加サービスを配信

健康測定や健康相談などのヘルスケアサービスを

昨年度の課題を踏まえ、市内企業４社と引き続き連携し下記のとおり実証実験

・ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱

年２月 10 日(木

から令和３年 12 月 3

令和４年 1

事業の実証実験モニターの募集について 

する場合や、地域商業者と連携した

新所原駅周辺地区（梅田、南上の原、上の原、大森、笠子）

年２月 10 日(木

≪問い合わせ先≫

所属名 産業振興課

連絡先  053

担当者 北見、馬渕、榊原

令和３

 

BaaS について、令和３年度の実施内

実証実験について

市内企業が運行するシャトルバスと市が運行するコミュニティバス（コーちゃんバス）が

連携することで、両者の効率性及び利便性の向上、ひいては市内経済の活性化に資する施策

（電話での予約も可能） 

○湖西市公式ＬＩＮＥを窓口とした地域商業者と連携した消費の誘導の取組 

配信します。 

健康測定や健康相談などのヘルスケアサービスを提供します。

昨年度の課題を踏まえ、市内企業４社と引き続き連携し下記のとおり実証実験

・ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱

木) 

3 日(金)まではトライア

1 月 10 日(月

 

や、地域商業者と連携した

新所原駅周辺地区（梅田、南上の原、上の原、大森、笠子） 

木)の３ケ月程度

≪問い合わせ先≫ 

産業振興課 

053-576-

北見、馬渕、榊原

令和３年 11

について、令和３年度の実施内

実証実験について 

市内企業が運行するシャトルバスと市が運行するコミュニティバス（コーちゃんバス）が

連携することで、両者の効率性及び利便性の向上、ひいては市内経済の活性化に資する施策

 

します。 

昨年度の課題を踏まえ、市内企業４社と引き続き連携し下記のとおり実証実験を行います

・ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱ 

まではトライア

月)は運休 

や、地域商業者と連携した

の３ケ月程度 

以上

 

-4560 

北見、馬渕、榊原 

11 月 15 日発表

について、令和３年度の実施内

市内企業が運行するシャトルバスと市が運行するコミュニティバス（コーちゃんバス）が

連携することで、両者の効率性及び利便性の向上、ひいては市内経済の活性化に資する施策

 

を行います。 

まではトライア

 

や、地域商業者と連携した

以上 

発表 

について、令和３年度の実施内



 



令和３年度 湖⻄市企業シャトルBaaS実証実験について
令和３年度は、運⾏時間や市⺠送迎などのルートを改善しながら 商業施設と連携（構築中）し、クーポン配
信によるインセンティブ付与により公共交通利⽤への⾏動変容を促すとともに、消費喚起や市⺠のQOL向上と
いった付加価値の創出に関する実証を⾏う。

ステップ４ ステップ５

バスから降りる際に
回数券を箱に入れま
す。

乗⾞場所で待機します

ステップ３

停留所
路面表示

湖西市公式ＬＩＮＥ
でバスロケ

湖西市公式ＬＩＮＥ
でクーポン配信

バスの降⾞場所から
降⾞場所周辺の商店
のクーポン配信

ステップ１

湖西市公式ＬＩＮＥ

からの情報収集

ステップ２

乗降場所を選択
し、乗りたい便
を予約します

公募モニター

湖西市公式ＬＩＮＥ
で乗車予約の誘導
⇒ 予約システム

バスロケ表示 クーポン配信

ドラッグストアと連携したQOL向上

別紙 １



 



乗降場所 1便 2便 3便

梅田４丁目 9:27 10:27 11:27

秋葉橋 9:28 10:28 11:28

湖⻄連峰梅田登⼭⼝ 9:29 10:29 11:29

デンソー湖⻄製作 9:35 10:35 11:35

ＪＡ新所原支店 9:36 10:36 11:36

県営住宅前 9:37 10:37 11:37

浜名病院前 9:37 10:37 11:37

パレマルシェ新所原店前 9:38 10:38 11:38

なかむらクリニック 9:39 10:39 11:39

アメニティ通り 9:40 10:40 11:40

杏林堂新所原駅南⼝店 9:40 10:40 11:40

新所原駅南⼝ 9:41 10:41 11:41

乗降場所 1便 2便 3便

新所原駅南⼝ 10:06 11:06 12:06

杏林堂新所原駅南⼝店 10:06 11:06 12:06

アメニティ通り 10:07 11:07 12:07

なかむらクリニック 10:08 11:08 12:08

パレマルシェ新所原店前 10:09 11:09 12:09

浜名病院前 10:10 11:10 12:10

県営住宅前 10:11 11:11 12:11

ＪＡ新所原支店 10:11 11:11 12:11

デンソー湖⻄製作所 10:12 11:12 12:12

湖⻄連峰梅田登⼭⼝ 10:13 11:13 12:13

秋葉橋 10:14 11:14 12:14

梅田４丁目 10:14 11:16 12:16

新所原駅南口 ⾏ き デンソー湖⻄製作所正門前 ⾏き

令和３年度 デンソー湖西製作所便

凡 例
BaaS運⾏
路線

静岡県内
迂回路

愛知県内
迂回路

バス停

県境

赤字の発車時刻は固定となります。黒字の時刻については、目安であり5分程度前後する場合があります。
お早めに乗降場所でお待ちください。

別紙 ２



新所原駅
南口

乗降場所 １便 ２便 3便

プライムアースEVエナジー北 10:30

プライムアースEVエナジー 10:31

岡崎中学校東 10:32

岡崎中学校前 10:34

いしはま医院前 10:35

上の原 10:37

岡崎小学校前 10:38

藤ケ池 10:41

パピヨン前 10:42

南上の原東 10:44

南部ショッピング 10:45

浜名病院前 - 11:00 11:20

パレマルシェ新所原店前 - 11:01 11:21

なかむらクリニック 10:46 11:03 11:23

アメニティ通り 10:46 11:03 11:23

杏林堂新所原駅南⼝店 10:49 11:04 11:24

新所原駅南⼝ 10:50 11:05 11:25

新所原駅南口⾏き 浜名病院/プライムアースEVエナジー⾏き

プライムアース
EVエナジー

岡崎小学校前

岡崎中学校前

岡崎中学校東

杏林堂新所
原駅南口店

なかむらクリニック パピヨン前

藤ヶ池

南上の原東

乗降場所 １便 2便 3便

新所原駅南⼝ 10:50 11:15 11:40

杏林堂新所原駅南⼝店 10:51 11:16 11:41

アメニティ通り 10:53 10:53 11:41

なかむらクリニック 10:53 11:18 11:42

パレマルシェ新所原店前 10:54 11:19 -

浜名病院前 10:55 11:20 -

南部ショッピング 11:44

南上の原東 11:46

パピヨン前 11:47

藤ケ池 11:47

いしはま医院 11:48

上の原 11:53

岡崎小学校前 11:55

岡崎中学校前 11:57

岡崎中学校東 11:58

プライムアースEVエナジー 11:59

プライムアースEVエナジー北 12:00

プライムアース
EVエナジー北

上の原

いしはま医院前

南部ショッピング

パレマルシェ新所原店前

浜名病院

アメニティ通り

赤字の発車時刻は固定となります。黒字の時刻については、目安であり5分程度前後する場合があります。
お早めに乗降場所でお待ちください。



ソニー湖⻄サイト⼊口

新所原駅南口

杏林堂新所原駅南口店

ＰＥＶＥ，ＧＳユアサ前

笠⼦北

ＰEVE、GSユアサ⻄

笠⼦公会堂

乗降場所 1便 2便 3便

笠⼦公会堂 11:15 11:25 12:25

ソニー湖⻄
サイト入⼝ 11:20 11:30 12:20

笠⼦北 11:20 11:30 12:20

PEVE、GS
ユアサ前 11:21 11:31 12:21

PEVE、GS
ユアサ⻄ 11:22 11:32 12:22

杏林堂新所原駅
南⼝店 11:25 11:35 12:25

新所原駅南⼝ 11:25 11:35 12:25

乗降場所 1便 2便 3便

新所原駅南⼝ 12:00 12:30 13:00

杏林堂新所原駅
南⼝店 12:05 12:30 13:05

PEVE、GS
ユアサ⻄ 12:08 12:33 13:08

PEVE、GS
ユアサ前 12:09 12:34 13:09

笠⼦北 12:10 12:40 13:10

ソニー湖⻄
サイト入⼝ 12:10 12:40 13:10

笠⼦公会堂 12:15 12:45 13:15

新所原駅南口 ⾏ き ソニー湖⻄サイト⼊口 ⾏き

赤字の発車時刻は固定となります。黒字の時刻については、目安であり5分程度前後する場合があります。
お早めに乗降場所でお待ちください。



浜名湖電
装吉美工
場前
浜名湖電装吉美工場

市場東

市役所

浜名湖電装

鷲津駅

乗降場所 1便 ２便 3便

浜名湖電装吉美工
場 9：30 10：40 11：00

一の宮 9：31 10：41 11：01

市場東 9：32 10：42 11：02

川 尻 9：34 10：44 11：04

市役所 9：35 10：45 11：05

バロー前 9：36 10：46 11：06

浜名湖電装 9：40 10：50 11：10

鷲津駅 9：45 11：15

遠鉄ストア 11：20

乗降場所 １便 ２便 ３便 ４便

遠鉄ストア 11:20

鷲津駅 － 11：25 13：15

浜名湖電装 10：30 10：50 11：30 13：20

バロー前 10：34 10：54 11：34 13：24

市役所 10：35 10：55 11：35 13：25

川 尻 10：36 10：56 11：36 13：26

市場東 10：38 10：58 11：38 13：28

一の宮 10：39 10：59 11：39 13：29

浜名湖電装
吉美工場 10：40 11：00 11：40 13：30

鷲 津 駅 ⾏ き 浜名湖電装吉美工場 ⾏き

バロー前

川 尻

一の宮

遠鉄ストア

赤字の発車時刻は固定となります。黒字の時刻については、目安であり5分程度前後する場合があります。
お早めに乗降場所でお待ちください。



11月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

12月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

運転手トライアル

運行日

運行日

運行日

システムトライアル

システムトライアル

運転手トライアル・乗り方教室

2日間

18日間



1月

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

2月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

運行日

運行日

運行日

運行日

運行日

運行日

15日間

8日間



項目 令和２年度 令和３年度

期 間 １ケ月（12月,1月）
※１月は、コロナまん延拡大防止により中止

３ケ月（12月から２月）

ルート ○企業シャトルバスの運行経路

○企業シャトルバスの運行経路を商業施設
へ迂回する経路

○企業シャトルバスの運行経路を商業施設
へ迂回する経路に加え、市民の居住地域
まで延長する経路

時刻設定 午後便（往復３～６便） 午前便（往復３～４便）

調査検証 ○地域住民アンケート調査
○実証実験モニター利用者アンケート
○企業シャトルバス運行企業ヒアリング
○企業シャトルバス利用者アンケート調査
○企業シャトルBaaSサービスモデルの検証

○実証実験モニター利用者アンケート
○消費喚起誘導サービスに協力頂いた
商店へのヒアリング
○企業シャトルBaaSサービスモデルの検証
○高齢者の行動変容の検証
○移動サービスに対する付加価値の検証

令和３年度の改善点について 別紙 ３



 



 

◆日

      

      

 

◆場

 

◆内容など詳細

 

 

 

 

  

                   

                   

 

 

 

  

 

 

 

≪メディアの方へ≫

�

☐

☐

2022

 

◆日 時  

      

      

 

◆場 所 

 

◆内容など詳細

 ○当日スケジュール

   ９：

   ９：

   ９：

  １０：

                   

                   

 ○市内の整備状況

 （1）避難タワー

・新居弁天わんぱくランド津波避難

  デッキ（平成

 ・日ヶ崎地区津波避難タワー

  （平成

 （2）命山

  ・住吉地区命山（平成

 

 

 

≪メディアの方へ≫

� 取材をお願いします。

☐ 事前告知をお願いします。

☐ 情報提供をします。

湖西市

津波避難施設空白区域解消のため、令和２年度から高師山地区に整備しておりました

高師山地区津波避難タワーが、１０月２１日

高師山地区津波避難タワーが完成したことにより、市内の津波避難施設空白区域がす

べて解消されました

つきましては、完成にあたりお披露目会を兼ねた完成見学会を開催いたします。

報道発表
2022 

高師山地区津波避難タワー完成見学会

  令和３年１１月２０日（土）

      ９：００

      ※式典は９

  高師山地区津波避難タワー（湖西市新居町浜名

◆内容など詳細 

○当日スケジュール

：００   

：０５   

：１０   

：００   

                   

                   

○市内の整備状況 

）避難タワー 

・新居弁天わんぱくランド津波避難

デッキ（平成

・日ヶ崎地区津波避難タワー

（平成 30 年度完成）

）命山 

・住吉地区命山（平成

≪メディアの方へ≫     

取材をお願いします。

事前告知をお願いします。

情報提供をします。

湖西市 

津波避難施設空白区域解消のため、令和２年度から高師山地区に整備しておりました

高師山地区津波避難タワーが、１０月２１日

高師山地区津波避難タワーが完成したことにより、市内の津波避難施設空白区域がす

べて解消されました

つきましては、完成にあたりお披露目会を兼ねた完成見学会を開催いたします。

報道発表 

高師山地区津波避難タワー完成見学会

令和３年１１月２０日（土）

００～１０：

※式典は９：００から１５分程度

高師山地区津波避難タワー（湖西市新居町浜名

○当日スケジュール         

  開式    

  施設概要説明

  見学会      

 終了       

                   

                   

 

 

・新居弁天わんぱくランド津波避難

デッキ（平成 26 年度完成）

・日ヶ崎地区津波避難タワー

年度完成） 

・住吉地区命山（平成 29

     

取材をお願いします。   

事前告知をお願いします。 

情報提供をします。    

 

津波避難施設空白区域解消のため、令和２年度から高師山地区に整備しておりました

高師山地区津波避難タワーが、１０月２１日

高師山地区津波避難タワーが完成したことにより、市内の津波避難施設空白区域がす

べて解消されました。 

つきましては、完成にあたりお披露目会を兼ねた完成見学会を開催いたします。

 資料４ 

高師山地区津波避難タワー完成見学会

令和３年１１月２０日（土）

：００ 

００から１５分程度

高師山地区津波避難タワー（湖西市新居町浜名

         

       

施設概要説明   

      

       

                   

                   

・新居弁天わんぱくランド津波避難 

年度完成） 

・日ヶ崎地区津波避難タワー  

 

29 年度完成）

     ≪発表種別≫

 ☐ 記者会見発表資料

 � 記者会見情報提供資料

 ☐ 随時 

津波避難施設空白区域解消のため、令和２年度から高師山地区に整備しておりました

高師山地区津波避難タワーが、１０月２１日

高師山地区津波避難タワーが完成したことにより、市内の津波避難施設空白区域がす

つきましては、完成にあたりお披露目会を兼ねた完成見学会を開催いたします。

高師山地区津波避難タワー完成見学会

令和３年１１月２０日（土） 

００から１５分程度 

高師山地区津波避難タワー（湖西市新居町浜名

         ○高師山地区津波避難タワー概要

   構造（デッキ部）：プレキャスト・プレストレスコ

           

      構造（階段部）

       避 難 面

                   避 難 可 能 人

                   避 難 高

 

年度完成） 

≪発表種別≫ 

記者会見発表資料

記者会見情報提供資料

 

津波避難施設空白区域解消のため、令和２年度から高師山地区に整備しておりました

高師山地区津波避難タワーが、１０月２１日（木）

高師山地区津波避難タワーが完成したことにより、市内の津波避難施設空白区域がす

つきましては、完成にあたりお披露目会を兼ねた完成見学会を開催いたします。

高師山地区津波避難タワー完成見学会

高師山地区津波避難タワー（湖西市新居町浜名

○高師山地区津波避難タワー概要

構造（デッキ部）：プレキャスト・プレストレスコ

         

構造（階段部） ：鉄骨造

避 難 面 積 ：

避 難 可 能 人 数  :

避 難 高 さ ：地上９．２ｍ（海抜１０．８ｍ）

記者会見発表資料 

記者会見情報提供資料 

≪問い合わせ先≫

所属名

連絡先

担当者

津波避難施設空白区域解消のため、令和２年度から高師山地区に整備しておりました

（木）に完成いたしました。

高師山地区津波避難タワーが完成したことにより、市内の津波避難施設空白区域がす

つきましては、完成にあたりお披露目会を兼ねた完成見学会を開催いたします。

高師山地区津波避難タワー完成見学会

高師山地区津波避難タワー（湖西市新居町浜名 3342-1）

○高師山地区津波避難タワー概要

構造（デッキ部）：プレキャスト・プレストレスコ

 ンクリート造（ＰＣａＰＣ造）

：鉄骨造 

：７３㎡ 

:１４６人 

：地上９．２ｍ（海抜１０．８ｍ）

≪問い合わせ先≫

所属名 危機管理

連絡先  053

担当者 味岡

津波避難施設空白区域解消のため、令和２年度から高師山地区に整備しておりました

に完成いたしました。

高師山地区津波避難タワーが完成したことにより、市内の津波避難施設空白区域がす

つきましては、完成にあたりお披露目会を兼ねた完成見学会を開催いたします。

令和３

 

高師山地区津波避難タワー完成見学会 

） ※裏面

○高師山地区津波避難タワー概要 

構造（デッキ部）：プレキャスト・プレストレスコ

ンクリート造（ＰＣａＰＣ造）

 

：地上９．２ｍ（海抜１０．８ｍ）

≪問い合わせ先≫ 

危機管理課 

053-576-

味岡 

津波避難施設空白区域解消のため、令和２年度から高師山地区に整備しておりました

に完成いたしました。 

高師山地区津波避難タワーが完成したことにより、市内の津波避難施設空白区域がす

つきましては、完成にあたりお披露目会を兼ねた完成見学会を開催いたします。

令和３年 11 月

裏面地図参照 

構造（デッキ部）：プレキャスト・プレストレスコ

ンクリート造（ＰＣａＰＣ造）

：地上９．２ｍ（海抜１０．８ｍ）

 

-4538 

津波避難施設空白区域解消のため、令和２年度から高師山地区に整備しておりました

高師山地区津波避難タワーが完成したことにより、市内の津波避難施設空白区域がす

つきましては、完成にあたりお披露目会を兼ねた完成見学会を開催いたします。 

月 15 日発表

 

構造（デッキ部）：プレキャスト・プレストレスコ 

ンクリート造（ＰＣａＰＣ造） 

：地上９．２ｍ（海抜１０．８ｍ） 

津波避難施設空白区域解消のため、令和２年度から高師山地区に整備しておりました

高師山地区津波避難タワーが完成したことにより、市内の津波避難施設空白区域がす

発表 
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≪メディアの方へ≫
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2022

 

市役所機能

 

1 地域別説明会

方法 

オンライン

対面型

対面型

対面型

(1) 対 象

(2) 内  

(3) 申込

ア オンライン

イ 対 面

2 パブリックコメント

(1) 期  

(2) 対 象

(3) 公表方法

(4) 提出方法

    

提 出

≪メディアの方へ≫

� 取材をお願いします。

☐ 事前告知をお願いします。

☐ 情報提供をします。

湖西市

災害対策本部や防災センター、サーバー室などの

る新消防庁舎建設基本構想（案）

パブリックコメントを実施します。

報道発表
2022 

市役所機能と複合化

地域別説明会及びパブリックコメントについて

地域別説明会 

 

オンライン 12

型 12

型 12

型 12

対 象 者 湖西市在住の方、湖西市に在勤・在学している方、湖西市に納税義務を有

する方、湖西市に事務所又は事業所をもつ個人、法人、その他団体

  容 湖西市新消防庁舎建設基本構想（案）について

※説明会は、どの会場でも同じ内容になります。

申込方法  

オンライン 

対 面 型 

連絡先記入、

（体調不良の方や体温

パブリックコメント

  間 令和

対 象 者 地域別説明会対象者と同様

公表方法 市ウェブサイトへ掲載、

ロビー、中央図書館、新居図書館、西部地域センター、南部地区構造改善セ

ンター、北部多目的センター及び湖西市消防本部消防総務課での閲覧

提出方法 消防総

     意見書様式は、消防総務課窓口及び市ウェブサイトにあります。

提 出 先 消防総務

TEL:

≪メディアの方へ≫     

取材をお願いします。

事前告知をお願いします。

情報提供をします。

湖西市 

災害対策本部や防災センター、サーバー室などの

消防庁舎建設基本構想（案）

パブリックコメントを実施します。

報道発表 

と複合化

地域別説明会及びパブリックコメントについて

実施日

12 月 20 日（月）

12 月 21 日（火）

12 月 22 日（水）

12 月 23 日（木）

湖西市在住の方、湖西市に在勤・在学している方、湖西市に納税義務を有

する方、湖西市に事務所又は事業所をもつ個人、法人、その他団体

湖西市新消防庁舎建設基本構想（案）について

※説明会は、どの会場でも同じ内容になります。

 電子申請にて事前登録

 申込不要です。直接お越しください。

連絡先記入、

（体調不良の方や体温

パブリックコメント 

令和 3 年 11

地域別説明会対象者と同様

市ウェブサイトへ掲載、

ロビー、中央図書館、新居図書館、西部地域センター、南部地区構造改善セ

ンター、北部多目的センター及び湖西市消防本部消防総務課での閲覧

消防総務課へ

意見書様式は、消防総務課窓口及び市ウェブサイトにあります。

消防総務課 

TEL:574-0211

     

取材をお願いします。   

事前告知をお願いします。 

情報提供をします。    

 

災害対策本部や防災センター、サーバー室などの

消防庁舎建設基本構想（案）

パブリックコメントを実施します。

 資料５ 

と複合化する新消防庁舎建設基本構想（案）の

地域別説明会及びパブリックコメントについて

実施日 

日（月） 

日（火） 

日（水） 

日（木） 

湖西市在住の方、湖西市に在勤・在学している方、湖西市に納税義務を有

する方、湖西市に事務所又は事業所をもつ個人、法人、その他団体

湖西市新消防庁舎建設基本構想（案）について

※説明会は、どの会場でも同じ内容になります。

電子申請にて事前登録

申込不要です。直接お越しください。

連絡先記入、入室時の

（体調不良の方や体温

11 月 24 日（水）～令和

地域別説明会対象者と同様

市ウェブサイトへ掲載、

ロビー、中央図書館、新居図書館、西部地域センター、南部地区構造改善セ

ンター、北部多目的センター及び湖西市消防本部消防総務課での閲覧

務課へメール、郵送、

意見書様式は、消防総務課窓口及び市ウェブサイトにあります。

 〒431-0492

0211 FAX

     ≪発表種別≫

 ☐ 記者会見発表資料

 � 記者会見情報提供資料

 ☐ 随時 

災害対策本部や防災センター、サーバー室などの

消防庁舎建設基本構想（案）を策定しました。この構想案

パブリックコメントを実施します。 

新消防庁舎建設基本構想（案）の

地域別説明会及びパブリックコメントについて

時間

19:00～

19:00～

19:00～

19:00～

湖西市在住の方、湖西市に在勤・在学している方、湖西市に納税義務を有

する方、湖西市に事務所又は事業所をもつ個人、法人、その他団体

湖西市新消防庁舎建設基本構想（案）について

※説明会は、どの会場でも同じ内容になります。

電子申請にて事前登録 

申込不要です。直接お越しください。

入室時の検温とアルコール消毒に御協力をお願いします。

（体調不良の方や体温 37.5 度以上の方は入室禁止）

日（水）～令和

地域別説明会対象者と同様 

市ウェブサイトへ掲載、市役所 1

ロビー、中央図書館、新居図書館、西部地域センター、南部地区構造改善セ

ンター、北部多目的センター及び湖西市消防本部消防総務課での閲覧

メール、郵送、FAX

意見書様式は、消防総務課窓口及び市ウェブサイトにあります。

0492 湖西市古見

FAX:576-3679

≪発表種別≫ 

記者会見発表資料

記者会見情報提供資料

 

災害対策本部や防災センター、サーバー室などの

を策定しました。この構想案

新消防庁舎建設基本構想（案）の

地域別説明会及びパブリックコメントについて

時間 

～20:00 

～20:00 

～20:00 

～20:00 

湖西市在住の方、湖西市に在勤・在学している方、湖西市に納税義務を有

する方、湖西市に事務所又は事業所をもつ個人、法人、その他団体

湖西市新消防庁舎建設基本構想（案）について

※説明会は、どの会場でも同じ内容になります。

申込不要です。直接お越しください。マスクの着用

アルコール消毒に御協力をお願いします。

度以上の方は入室禁止）

日（水）～令和 3 年 12

1 階情報コーナー、新居地域センター

ロビー、中央図書館、新居図書館、西部地域センター、南部地区構造改善セ

ンター、北部多目的センター及び湖西市消防本部消防総務課での閲覧

FAX 又は直接提出（※期間内必着）

意見書様式は、消防総務課窓口及び市ウェブサイトにあります。

湖西市古見 1076

3679 E-

記者会見発表資料 

記者会見情報提供資料 

≪問い合わせ先≫

所属名

連絡先

担当者

災害対策本部や防災センター、サーバー室などの市役所機能と

を策定しました。この構想案

 

新消防庁舎建設基本構想（案）の

地域別説明会及びパブリックコメントについて

 ＷＥＢ開催

 湖西市防災センター

 新居地域センター

 西部地域センター

湖西市在住の方、湖西市に在勤・在学している方、湖西市に納税義務を有

する方、湖西市に事務所又は事業所をもつ個人、法人、その他団体

湖西市新消防庁舎建設基本構想（案）について 

※説明会は、どの会場でも同じ内容になります。 

マスクの着用

アルコール消毒に御協力をお願いします。

度以上の方は入室禁止）

12 月 23 日（木）

階情報コーナー、新居地域センター

ロビー、中央図書館、新居図書館、西部地域センター、南部地区構造改善セ

ンター、北部多目的センター及び湖西市消防本部消防総務課での閲覧

は直接提出（※期間内必着）

意見書様式は、消防総務課窓口及び市ウェブサイトにあります。

1076 番地

-mail fd.honbu@city.kosai.lg.jp

≪問い合わせ先≫

所属名 消防総務課

連絡先  053

担当者 尾崎寿

機能と消防

を策定しました。この構想案について

令和 3

 

新消防庁舎建設基本構想（案）の

地域別説明会及びパブリックコメントについて

場所 

ＷＥＢ開催 

湖西市防災センター

新居地域センター

西部地域センター

湖西市在住の方、湖西市に在勤・在学している方、湖西市に納税義務を有

する方、湖西市に事務所又は事業所をもつ個人、法人、その他団体

マスクの着用、受付簿への氏名・

アルコール消毒に御協力をお願いします。

度以上の方は入室禁止） 

日（木）17

階情報コーナー、新居地域センター

ロビー、中央図書館、新居図書館、西部地域センター、南部地区構造改善セ

ンター、北部多目的センター及び湖西市消防本部消防総務課での閲覧

は直接提出（※期間内必着）

意見書様式は、消防総務課窓口及び市ウェブサイトにあります。

番地 

honbu@city.kosai.lg.jp

≪問い合わせ先≫ 

消防総務課 

053-574-

尾崎寿 

消防本部機能を

ついて地域別説明会及び

3 年 11 月 1

新消防庁舎建設基本構想（案）の 

地域別説明会及びパブリックコメントについて 

 

湖西市防災センター 

新居地域センター 

西部地域センター 

湖西市在住の方、湖西市に在勤・在学している方、湖西市に納税義務を有

する方、湖西市に事務所又は事業所をもつ個人、法人、その他団体 

、受付簿への氏名・

アルコール消毒に御協力をお願いします。 

17：00 まで

階情報コーナー、新居地域センター1 階

ロビー、中央図書館、新居図書館、西部地域センター、南部地区構造改善セ

ンター、北部多目的センター及び湖西市消防本部消防総務課での閲覧 

は直接提出（※期間内必着） 

意見書様式は、消防総務課窓口及び市ウェブサイトにあります。 

honbu@city.kosai.lg.jp

 

-0211 

機能を複合化す

説明会及び

15 日発表

 

湖西市在住の方、湖西市に在勤・在学している方、湖西市に納税義務を有 

、受付簿への氏名・

 

まで 

階 

ロビー、中央図書館、新居図書館、西部地域センター、南部地区構造改善セ 

honbu@city.kosai.lg.jp 

す

説明会及び

発表 
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※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止となる場合も

 

≪メディアの方へ≫

☐

�

�

2022

 

市制
 

 

 

 

 

１ 日  

２ 会  

３ 演  

        

４ 講  

 

 

 

 

 

 

５ 参 加 

 

６ 対象者等

 (1) 応募対象者

          

 (2) 応 募 定

          

 (3) 申 込 方

 (4) 申 込 期

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止となる場合も

 

≪メディアの方へ≫

☐ 取材をお願いします。

� 事前告知をお願いします。

� 情報提供をします。

湖西市

報道発表

市制 50

参加が可能で

年齢問わず、

2022 

【略歴】

    

    

    

    

    

    

    

市制施行

  時  令和４年２月

  場  新居地域センター３階「ホール」

  題  「なぜ今、改めて人間関係が重要なのか」

     ～進路など、あらゆる人生の選択を迫られた時に人は何を考えるべきか～

  師  聖隷クリストファー中・高等学校

 料  無 

対象者等 

応募対象者  

          

応 募 定 員  

          

申 込 方 法  

申 込 期 間  

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止となる場合も

≪メディアの方へ≫     

取材をお願いします。

事前告知をお願いします。

情報提供をします。

湖西市 

報道発表 

50 周年記念事業として、「生涯学習講演会」を開催します。講演会は中学生から

参加が可能で、高校受験など進路に関することや

問わず、どなたでも楽しめる内容となって

【略歴】1957年

    現在、新居町中之郷に在住

    選手として

    早稲田大学卒業後、御殿場高の監督を経て

    から監督

    2009年に掛川西高監督としてセンバツ出場。

    2017年に聖隷クリストファー高副校長

    2020年に聖隷クリストファー高校長に就任。現在に至る。

施行 50 周年記念事業「生涯学習講演会」

令和４年２月

新居地域センター３階「ホール」

「なぜ今、改めて人間関係が重要なのか」

～進路など、あらゆる人生の選択を迫られた時に人は何を考えるべきか～

聖隷クリストファー中・高等学校

 料 

  中学生以上かつ市内在住・在学・在勤の方に限る

          ※ ただし、中学生が参加する場合については、保護者同伴

  200名（事前申し込み制とし、定員になり次第終了）

          ※ 当選者には、当選したことのお知らせとして、

でに到着するよう参加券等を発送する。

  市ウェブサイトより指定の申込書をダウンロードしたのち、申込書に必

要事項を記入の上、スポーツ・生涯学習課あて申込書を直接持参、郵送

又はＦＡＸにて提出。

  12月１日

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止となる場合も

     

取材をお願いします。   

事前告知をお願いします。 

情報提供をします。    

 

 資料６ 

周年記念事業として、「生涯学習講演会」を開催します。講演会は中学生から

高校受験など進路に関することや

どなたでも楽しめる内容となって

年 二俣町(現浜松市天竜区

現在、新居町中之郷に在住

として浜松商３年で夏の甲子園出場。

早稲田大学卒業後、御殿場高の監督を経て

監督として母校を

年に掛川西高監督としてセンバツ出場。

年に聖隷クリストファー高副校長

年に聖隷クリストファー高校長に就任。現在に至る。

周年記念事業「生涯学習講演会」

令和４年２月 26 日（土）

新居地域センター３階「ホール」

「なぜ今、改めて人間関係が重要なのか」

～進路など、あらゆる人生の選択を迫られた時に人は何を考えるべきか～

聖隷クリストファー中・高等学校

中学生以上かつ市内在住・在学・在勤の方に限る

ただし、中学生が参加する場合については、保護者同伴

名（事前申し込み制とし、定員になり次第終了）

当選者には、当選したことのお知らせとして、

でに到着するよう参加券等を発送する。

市ウェブサイトより指定の申込書をダウンロードしたのち、申込書に必

要事項を記入の上、スポーツ・生涯学習課あて申込書を直接持参、郵送

又はＦＡＸにて提出。

月１日(水)～12

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止となる場合も

     ≪発表種別≫

 ☐ 記者会見発表資料

 � 記者会見情報提供資料

 ☐ 随時 

周年記念事業として、「生涯学習講演会」を開催します。講演会は中学生から

高校受験など進路に関することや

どなたでも楽しめる内容となって

現浜松市天竜区)生まれ

現在、新居町中之郷に在住 

浜松商３年で夏の甲子園出場。

早稲田大学卒業後、御殿場高の監督を経て

母校を13年間率い、甲子園に春夏通算７度出場。

年に掛川西高監督としてセンバツ出場。

年に聖隷クリストファー高副校長

年に聖隷クリストファー高校長に就任。現在に至る。

 

周年記念事業「生涯学習講演会」

日（土） 18：

新居地域センター３階「ホール」

「なぜ今、改めて人間関係が重要なのか」

～進路など、あらゆる人生の選択を迫られた時に人は何を考えるべきか～

聖隷クリストファー中・高等学校

中学生以上かつ市内在住・在学・在勤の方に限る

ただし、中学生が参加する場合については、保護者同伴

名（事前申し込み制とし、定員になり次第終了）

当選者には、当選したことのお知らせとして、

でに到着するよう参加券等を発送する。

市ウェブサイトより指定の申込書をダウンロードしたのち、申込書に必

要事項を記入の上、スポーツ・生涯学習課あて申込書を直接持参、郵送

又はＦＡＸにて提出。 

12月28日(火

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止となる場合も

≪発表種別≫ 

記者会見発表資料

記者会見情報提供資料

 

周年記念事業として、「生涯学習講演会」を開催します。講演会は中学生から

高校受験など進路に関することや

どなたでも楽しめる内容となってい

生まれ 

浜松商３年で夏の甲子園出場。 

早稲田大学卒業後、御殿場高の監督を経て1984年 

年間率い、甲子園に春夏通算７度出場。

年に掛川西高監督としてセンバツ出場。 

年に聖隷クリストファー高副校長(野球部監督

年に聖隷クリストファー高校長に就任。現在に至る。

周年記念事業「生涯学習講演会」

：00～19

新居地域センター３階「ホール」 

「なぜ今、改めて人間関係が重要なのか」

～進路など、あらゆる人生の選択を迫られた時に人は何を考えるべきか～

聖隷クリストファー中・高等学校 校長（野球部監督）

中学生以上かつ市内在住・在学・在勤の方に限る

ただし、中学生が参加する場合については、保護者同伴

名（事前申し込み制とし、定員になり次第終了）

当選者には、当選したことのお知らせとして、

でに到着するよう参加券等を発送する。

市ウェブサイトより指定の申込書をダウンロードしたのち、申込書に必

要事項を記入の上、スポーツ・生涯学習課あて申込書を直接持参、郵送

火) 17：

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止となる場合も

記者会見発表資料 

記者会見情報提供資料 

≪問い合わせ先≫

所属名

連絡先

担当者

周年記念事業として、「生涯学習講演会」を開催します。講演会は中学生から

高校受験など進路に関することや生涯スポーツに関すること等々

います。 

 

年間率い、甲子園に春夏通算７度出場。 

野球部監督)に就任。 

年に聖隷クリストファー高校長に就任。現在に至る。 

周年記念事業「生涯学習講演会」

19：00 

「なぜ今、改めて人間関係が重要なのか」

～進路など、あらゆる人生の選択を迫られた時に人は何を考えるべきか～

校長（野球部監督）

中学生以上かつ市内在住・在学・在勤の方に限る

ただし、中学生が参加する場合については、保護者同伴

名（事前申し込み制とし、定員になり次第終了）

当選者には、当選したことのお知らせとして、

でに到着するよう参加券等を発送する。 

市ウェブサイトより指定の申込書をダウンロードしたのち、申込書に必

要事項を記入の上、スポーツ・生涯学習課あて申込書を直接持参、郵送

：00まで 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止となる場合もあります

≪問い合わせ先≫

所属名 スポーツ・生涯学習課

連絡先  053

担当者 竹中

令和

周年記念事業として、「生涯学習講演会」を開催します。講演会は中学生から

生涯スポーツに関すること等々

 

周年記念事業「生涯学習講演会」の開催

「なぜ今、改めて人間関係が重要なのか」

～進路など、あらゆる人生の選択を迫られた時に人は何を考えるべきか～

校長（野球部監督） 上村
うえむら

 

中学生以上かつ市内在住・在学・在勤の方に限る 

ただし、中学生が参加する場合については、保護者同伴

名（事前申し込み制とし、定員になり次第終了） 

当選者には、当選したことのお知らせとして、令和４年

市ウェブサイトより指定の申込書をダウンロードしたのち、申込書に必

要事項を記入の上、スポーツ・生涯学習課あて申込書を直接持参、郵送

 

あります。 

≪問い合わせ先≫ 

スポーツ・生涯学習課

053-576-

竹中 

令和 3 年 11 月

 

周年記念事業として、「生涯学習講演会」を開催します。講演会は中学生から

生涯スポーツに関すること等々

の開催 

「なぜ今、改めて人間関係が重要なのか」 

～進路など、あらゆる人生の選択を迫られた時に人は何を考えるべきか～ 

 敏正
としまさ

 氏

ただし、中学生が参加する場合については、保護者同伴 

令和４年２月上旬ま

市ウェブサイトより指定の申込書をダウンロードしたのち、申込書に必

要事項を記入の上、スポーツ・生涯学習課あて申込書を直接持参、郵送

スポーツ・生涯学習課

-8560 

月 15 日発表

 

周年記念事業として、「生涯学習講演会」を開催します。講演会は中学生から

生涯スポーツに関すること等々、性別や

 

氏 

２月上旬ま

市ウェブサイトより指定の申込書をダウンロードしたのち、申込書に必

要事項を記入の上、スポーツ・生涯学習課あて申込書を直接持参、郵送

スポーツ・生涯学習課 

発表 

周年記念事業として、「生涯学習講演会」を開催します。講演会は中学生から

性別や
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≪メディアの方へ≫
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◆日にち 

 

◆時間  

      

      

     

      

      

◆会場  

 

◆対象者 

     

     

◆対象者 

     

 

◆その他 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

≪メディアの方へ≫

☐ 取材をお願いします。

☐ 事前告知をお願いします。

� 情報提供をします。

湖西市

令和４年湖西市成人式を中学校区ごと二部制で開催します。

報道発表
2022 

 令和４年１月９日（日）

  第一部（新居中学校区、岡崎中学校区）

      受付・開場

      式典    

     第二部（湖西中学校区、白須賀中学校区、鷲津中学校区）

      受付・開場

      式典    

  アメニティプラザ

 平成 1３年４月２日～平成

     ※湖西市に住民登録がある方には、

     ※市外に住民票がある方でも出席可。

 ※市外の方は

     ※新型コロナウイルス感染対策のため、保護者の方の入場は原則禁止。但し、介助

を必要とする新成人の保護者の方は入場可。

 ・詳細はウェブサイト（「湖西市

     ・新型コロナウイルス感染症の状況により内容等を変更する場合があります。

      ※変更等がある場合は、市のウェブサイトでお知らせします。

≪メディアの方へ≫     

取材をお願いします。

事前告知をお願いします。

情報提供をします。

湖西市 

令和４年湖西市成人式を中学校区ごと二部制で開催します。

報道発表 

令和４年湖西市成人式

令和４年１月９日（日）

第一部（新居中学校区、岡崎中学校区）

受付・開場 11：

    12：

第二部（湖西中学校区、白須賀中学校区、鷲津中学校区）

受付・開場 13：

    14：

アメニティプラザ 

３年４月２日～平成

※湖西市に住民登録がある方には、

※市外に住民票がある方でも出席可。

※市外の方は 11 月半ばから受付を開始。

※新型コロナウイルス感染対策のため、保護者の方の入場は原則禁止。但し、介助

を必要とする新成人の保護者の方は入場可。

・詳細はウェブサイト（「湖西市

・新型コロナウイルス感染症の状況により内容等を変更する場合があります。

※変更等がある場合は、市のウェブサイトでお知らせします。

     

取材をお願いします。   

事前告知をお願いします。 

情報提供をします。    

 

令和４年湖西市成人式を中学校区ごと二部制で開催します。

 資料７ 

令和４年湖西市成人式

令和４年１月９日（日） 

第一部（新居中学校区、岡崎中学校区）

：30～ 

：15～12

第二部（湖西中学校区、白須賀中学校区、鷲津中学校区）

：45～ 

：30～15

 メインアリーナ

３年４月２日～平成 1４年４月１日の間に生まれた方

※湖西市に住民登録がある方には、

※市外に住民票がある方でも出席可。

月半ばから受付を開始。

※新型コロナウイルス感染対策のため、保護者の方の入場は原則禁止。但し、介助

を必要とする新成人の保護者の方は入場可。

・詳細はウェブサイト（「湖西市

・新型コロナウイルス感染症の状況により内容等を変更する場合があります。

※変更等がある場合は、市のウェブサイトでお知らせします。

     ≪発表種別≫

 ☐ 記者会見発表資料

 � 記者会見情報提供資料

 ☐ 随時 

令和４年湖西市成人式を中学校区ごと二部制で開催します。

令和４年湖西市成人式

第一部（新居中学校区、岡崎中学校区）

12：45 

第二部（湖西中学校区、白須賀中学校区、鷲津中学校区）

15：00 

メインアリーナ 

４年４月１日の間に生まれた方

※湖西市に住民登録がある方には、11

※市外に住民票がある方でも出席可。 

月半ばから受付を開始。

※新型コロナウイルス感染対策のため、保護者の方の入場は原則禁止。但し、介助

を必要とする新成人の保護者の方は入場可。

・詳細はウェブサイト（「湖西市 成人式」で検索）に掲載します。

・新型コロナウイルス感染症の状況により内容等を変更する場合があります。

※変更等がある場合は、市のウェブサイトでお知らせします。

≪発表種別≫ 

記者会見発表資料

記者会見情報提供資料

 

令和４年湖西市成人式を中学校区ごと二部制で開催します。

令和４年湖西市成人式

第一部（新居中学校区、岡崎中学校区） 

第二部（湖西中学校区、白須賀中学校区、鷲津中学校区）

４年４月１日の間に生まれた方

11 月下旬に案内を発送

 

月半ばから受付を開始。 

※新型コロナウイルス感染対策のため、保護者の方の入場は原則禁止。但し、介助

を必要とする新成人の保護者の方は入場可。 

成人式」で検索）に掲載します。

・新型コロナウイルス感染症の状況により内容等を変更する場合があります。

※変更等がある場合は、市のウェブサイトでお知らせします。

記者会見発表資料 

記者会見情報提供資料 

≪問い合わせ先≫

所属名

連絡先

担当者

令和４年湖西市成人式を中学校区ごと二部制で開催します。

令和４年湖西市成人式 

第二部（湖西中学校区、白須賀中学校区、鷲津中学校区） 

４年４月１日の間に生まれた方

月下旬に案内を発送

※新型コロナウイルス感染対策のため、保護者の方の入場は原則禁止。但し、介助

成人式」で検索）に掲載します。

・新型コロナウイルス感染症の状況により内容等を変更する場合があります。

※変更等がある場合は、市のウェブサイトでお知らせします。

≪問い合わせ先≫

所属名 スポーツ・生涯学習

連絡先  053

担当者 白井、丸井

令和４年湖西市成人式を中学校区ごと二部制で開催します。 

令

 

 

４年４月１日の間に生まれた方 

月下旬に案内を発送 

※新型コロナウイルス感染対策のため、保護者の方の入場は原則禁止。但し、介助

成人式」で検索）に掲載します。 

・新型コロナウイルス感染症の状況により内容等を変更する場合があります。

※変更等がある場合は、市のウェブサイトでお知らせします。 

≪問い合わせ先≫ 

スポーツ・生涯学習

053-576-

白井、丸井 

令和３年 11

※新型コロナウイルス感染対策のため、保護者の方の入場は原則禁止。但し、介助

 

・新型コロナウイルス感染症の状況により内容等を変更する場合があります。 

スポーツ・生涯学習課

-4793 

 

11 月 15 日発表

※新型コロナウイルス感染対策のため、保護者の方の入場は原則禁止。但し、介助 

 

課 

発表 



 



参考資料

１２月の主な行事予定　　　
■ 小中学校・幼稚園・保育園・こども園行事予定

１２月　行事予定

湖西市

　　　※行事予定は変更になる場合があります。取材等が必要な場合は事前にお問い合わせください。

令和３年１１月１５日現在





○12月5日（日）　地域防災訓練

内　容

問合せ 危機管理課
　

TEL 053-576-4538

○12月19日（日）　おうちdeたのしむクリスマスコンサート（配信）

内　容

問合せ ここねっとタオのプーさん
　

TEL 090-9922-6034（佐原）

○12月19日（日）　健康づくり講演会『マスクの奥にある笑顔～顔の癖と心の中～』

内　容

問合せ 健康増進課　

TEL 053-576-1114

○12月21日（火）　新消防庁舎建設基本構想（案）地域別説明会（防災センター）

12月22日（水）　新消防庁舎建設基本構想（案）地域別説明会（新居地域センター）

12月23日（木）　新消防庁舎建設基本構想（案）地域別説明会（西部地域センター）

内　容

と　き 各会場　19:00～20:00

問合せ 消防総務課
　

TEL 053-574-0211

○12月23日（木）　はつらつセミナー　骨の健康編

内　容

問合せ はつらつセンター

TEL 053-578-1118

12月の主な行事予定

市役所だより11月15日号2ページをご覧ください。

　コロナ禍、おうちで過ごすことの多くなった親子に、オンラインでコンサー
トを配信する。今年は新沢としひこさんと山野さと子さんの歌声をお届け。

広報こさい12月号10ページをご覧ください。

　災害対策本部や防災センター、サーバー室などの市役所機能と消防
本部機能を複合化する新消防庁舎建設基本構想（案）について、地域別
説明会を行うとともに、 広く意見を募集します。

市役所だより11月15日号3ページをご覧ください。





湖西市教育委員会

校長会･教育会 鷲津小 白須賀小 東小 岡崎小 知波田小 新居小
通訳面談 テストメール 字別児童会・集団下校

全校朝会
通訳面談 マラソン大会 学校保健委員会 １年幼小交流会

特別日課
通訳面談 ３～６年6校時カット マラソン大会予備日 カウンセリング実施日

特別日課
PTA資源回収

資源回収予備日

通訳面談 ３～６年6校時カット ６年薬学講座

通訳面談 ３～６年6校時カット 短縮日課 5年アースキッズセレモニー

SC来校　ICT支援員来校

通訳面談 5年大豆脱穀 委員会活動 マラソン大会

わくわく教室
通訳面談 ３～６年6校時カット

通訳面談 ３～６年6校時カット カウンセリング実施日 テストメール 町別児童会・集団下校

マラソン大会予備日 全学年５時間

通訳面談 個別面談 個人面談①
13：00下校 下校13:00

通訳面談 個別面談 個人面談② 個人面談 短縮日課　午後カット 個々面談
13：00下校 下校13:00 午後カット 個人面談 午後カット4時間

通訳面談 個別面談 個人面談③ 個人面談 短縮日課　午後カット 個々面談
13：00下校 下校13:00 午後カット 個人面談 午後カット4時間

個別面談 個別面談 個人面談④ 個人面談 短縮日課　午後カット 個々面談
午後カット 13：00下校 下校13:00 午後カット 個人面談 午後カット4時間

個別面談 個人面談⑤ 個人面談 短縮日課　午後カット 個々面談
午後カット 下校13:00 午後カット 個人面談 午後カット4時間

個別面談 地区別児童会
午後カット
個別面談
午後カット ICT支援員来校

演劇鑑賞会

６校時カット 演劇鑑賞会

２学期終業式 11:20下校 11:30下校 11:30下校 11:30下校
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湖西市教育委員会

校長会･教育会 鷲津中 白須賀中 湖西中 岡崎中 新居中
Ｃタームstart 専門委員会 専門委員会

１年防災演習
２年職業講話

基礎学力テスト（数） 修学旅行 生徒会行事 生活アンケート

修学旅行

地域防災訓練

全校朝礼 振替休日【3年】 全校朝礼 コグトレ
専門委員会

専門委員会 避難訓練

狂言ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 校内リーダー研修会 生徒集会

放課後 ３年 修学旅行
マラソン練習開始

面談　午後カット ３年 修学旅行
生徒朝礼

文化芸術育成事業 面談　午後カット Ⅲ期時間割開始 文化作品展準備 学年朝礼
「狂言」 学芸高出前授業 保護者面談

面談　午後カット 保護者面談 保護者面談 文化発表会展示の部準備

文化作品展
保護者面談 面談　午後カット 保護者面談 保護者面談 文化発表会展示の部

午後カット 文化作品展・マラソン練習 ～12/22まで
保護者面談 面談　午後カット 保護者面談 保護者面談 朝マラソン・保護者面談

午後カット 文化作品展・マラソン練習 ３年午後カット・１，２年⑥カット

保護者面談 面談　午後カット 保護者面談 保護者面談 朝マラソン・保護者面談

午後カット 文化作品展・マラソン練習 ３年午後カット・１，２年⑥カット

保護者面談 保護者面談 朝マラソン・保護者面談

午後カット 文化作品展・マラソン練習 ３年午後カット・１，２年⑥カット

保護者面談 マラソン大会 保護者面談 朝マラソン・保護者面談

午後カット 文化作品展・マラソン練習 ３年午後カット・１，２年⑥カット

保護者面談 マラソン大会予備日 マラソン練習 朝マラソン・保護者面談

午後カット 作品展片付け ３年午後カット・１，２年⑥カット

保護者面談 マラソン大会 お弁当の日
午後カット マラソン大会

２学期終業式 11:30下校 11:40下校
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巡回相談（新居幼） 懇談会（５）
わくわくタイム

半日入園(学生協) 懇談会（４） クラス懇談会

避難訓練(地震津波) 懇談会（３） 絵本ボランティア⑥ 探検の日（青平方面）

地域防災訓練 地域防災訓練

修了記念製作（５） クラス別交通教室 クラス懇談会

交通教室(4) 絵本サークル クラス懇談会（4歳児）

ふたば学級
保菌検査（全員） ピカピカタイムわくわくタイム ふたば学級（閉講式）

4年度給食話し合い 保菌検査①
修了記念製作（5 陶芸） 親子運動遊び 避難訓練（地震・引き渡し）

英語で遊ぼう（3） 年長保護者懇談会
むすび座 おはなし会（５） 半日入園①（学生協）

避難訓練 避難訓練⑩（地震）

誕生会 12月誕生会

教育相談（鷲津保育園） おたのしみ会 お楽しみ会　給食最終日 なかよし会（クリスマス会） お楽しみ会　給食終了

早朝一斉街頭指導 給食終了 給食終了
さわやか親子支援会議 避難訓練（不審者） 誕生会　11時降園 希望面談① 誕生会　11時00分降園

希望面談 個人面談①（希望者） 11時降園 園内研修
希望面談 個人面談②（希望者） 希望面談② 希望個人面談①

希望面談予備日 希望面談③ 希望個人面談②

終業式 第2学期終業式 終業式 第2学期終業式

半日入園（面接） 冬季休園日

２・３月入園調整会
定例教育委員会

年末年始の休日

30 木

31 金

28 火

29 水

26 日

27 月

24 金

25 土

23 木

21 火

22 水

19 日

20 月

17 金

18 土

15 水

16 木

13 月

14 火

12 日

10 金

11 土

8 水

9 木

6 月

7 火

4 土

5 日 地域防災訓練

3 金

1 水

2 木

知波田幼稚園日 曜 幼児教育課 鷲津幼稚園 白須賀幼稚園 新所幼稚園

（12）　月　　　行　　　事　　　予　　　定　　　　　　※○数字：回数、（　）数字：対象年齢



安全点検・給食検討会 身体測定（5）
すくすく相談

身体計測（０・１・２） 親子運動遊び（３） 身体測定（4）
PTA交通指導 英語で遊ぼう（3）ふたば学級閉講式

身体計測（３・４・５） 半日入園①

地域防災訓練 地域防災訓練 地域防災訓練

給食検討会 地震体験車（５） 身体測定（3）

リトミック 半日入園（学生協） 身体測定（0～2）

修了記念製作（陶芸）

用品選定 のびのび相談 避難訓練（地震・津波）

起震車体験（5）
ふたば学級閉講式 誕生会

子育て支援相談日 すくすく相談

英語で遊ぼう 避難訓練 運動遊び参観会（4）

避難訓練（火災） ピカピカタイム

リトミック お楽しみ会 おたのしみ会　給食終了（幼）

給食終了
お話タイム 半日入園・誕生会 半日入園②

英語で遊ぼう（４）・１１時降園（幼） 11時降園（幼）　
希望個人面談（３～５） 希望個人面談（3～5）

クリスマス会 希望個人面談（３～５）

１１時降園（幼）
ＡＥＤ研修 　　　　　　２学期終業式 2学期終業式
無線練習 　　通訳　無線練習
誕生会

救命救急講習

月末統計

年末・年始の休日

見回り

30 木

31 金

28 火

29 水

26 日

27 月

24 金

25 土

23 木

21 火

22 水

19 日

20 月

17 金

18 土

15 水

16 木

13 月

14 火

12 日

10 金

11 土

8 水

9 木

6 月

7 火

4 土

5 日

3 金

1 水

2 木

日 曜 鷲津保育園 岡崎幼稚園 新居幼稚園

（12）　月　　　行　　　事　　　予　　　定　　　　　　※○数字：回数、（　）数字：対象年齢


