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今回の動画作成

有技術を保有する市内の中小企業の

上に加え、ビジネスマッチングや人材確保につな

もらうことを狙い

現在、第２弾を作成中であり、

配信日時  市公式

      URL

◆活用予定  今後作成を目指すモノづくり支援のウェブページへ

の掲載や、企業側

活用していただく予定です。

◆問合せ先  産業振興課

≪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 

50 周年の

昔写真を織り交ぜたまちの紹介を、モノづくり動画では
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人事異動の方針

  令和４年度は、時代の変化や多様な政策ニーズに応えつつ、更なる「職住近接」の

推進による持続可能な発展を図るべく、重点施策（

るために実効性のある人員配置・組織体制とする。

１．異動の規模

①退職者

②採用者

③異動者

④昇格者

⑤派遣職員

⑥再任用職員採用

 

   ２．派遣・人事交流

(1) 国へ派遣（

(2) 県から派遣（

(3) 県へ派遣（人事交流）

(4) 静岡県後期高齢者医療広域連合へ派遣

(5) 静岡地方税滞納整理機構（新規）

(6) 浜名学園組合へ派遣

(7) トヨタ自動車㈱へ派遣

(8) 天竜浜名湖鉄道㈱へ派遣

(9) 浜松・浜名湖ﾂｰﾘｽﾞﾑﾋﾞｭｰﾛｰへ派遣

(10) 湖西市観光協会へ派遣（新規）

３．その他

  (1) 女性の係長級以上の職員数

（市長部局、教育委員会部局のみ）

 

≪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
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人事異動の方針 

令和４年度は、時代の変化や多様な政策ニーズに応えつつ、更なる「職住近接」の

推進による持続可能な発展を図るべく、重点施策（
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静岡地方税滞納整理機構（新規）

浜名学園組合へ派遣

トヨタ自動車㈱へ派遣

天竜浜名湖鉄道㈱へ派遣

浜松・浜名湖ﾂｰﾘｽﾞﾑﾋﾞｭｰﾛｰへ派遣

湖西市観光協会へ派遣（新規）

その他 

女性の係長級以上の職員数

（市長部局、教育委員会部局のみ）

≪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。
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令和 4 年度

令和４年度は、時代の変化や多様な政策ニーズに応えつつ、更なる「職住近接」の

推進による持続可能な発展を図るべく、重点施策（

るために実効性のある人員配置・組織体制とする。
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派遣・人事交流 

新規及び継続）

県から派遣（技術派遣

県へ派遣（人事交流）

静岡県後期高齢者医療広域連合へ派遣

静岡地方税滞納整理機構（新規）

浜名学園組合へ派遣（継続）

トヨタ自動車㈱へ派遣

天竜浜名湖鉄道㈱へ派遣

浜松・浜名湖ﾂｰﾘｽﾞﾑﾋﾞｭｰﾛｰへ派遣

湖西市観光協会へ派遣（新規）

女性の係長級以上の職員数

（市長部局、教育委員会部局のみ）

     

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。    
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るために実効性のある人員配置・組織体制とする。
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 � 記者会見発表資料
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 ☐ 随時 

湖西市職員人事異動について
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推進による持続可能な発展を図るべく、重点施策（

るために実効性のある人員配置・組織体制とする。

内の数字は令和 3

 34 人 
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湖西市職員人事異動について

令和４年度は、時代の変化や多様な政策ニーズに応えつつ、更なる「職住近接」の

推進による持続可能な発展を図るべく、重点施策（4 本の柱と横断的施策）をすすめ

るために実効性のある人員配置・組織体制とする。 
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≪問い合わせ先≫

所属名

連絡先

担当者

湖西市職員人事異動について

令和４年度は、時代の変化や多様な政策ニーズに応えつつ、更なる「職住近接」の

本の柱と横断的施策）をすすめ
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 )内の数字は係長以上の職員数

≪問い合わせ先≫

所属名 総務

連絡先  053

担当者 太田

令和４

 

湖西市職員人事異動について 

令和４年度は、時代の変化や多様な政策ニーズに応えつつ、更なる「職住近接」の

本の柱と横断的施策）をすすめ

人)  28.6

人)  26.0

内の数字は係長以上の職員数

≪問い合わせ先≫ 

総務課 

053-576-

太田、内山 

和４年３月

 

令和４年度は、時代の変化や多様な政策ニーズに応えつつ、更なる「職住近接」の

本の柱と横断的施策）をすすめ
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令和４年度は、時代の変化や多様な政策ニーズに応えつつ、更なる「職住近接」の

本の柱と横断的施策）をすすめ

内の数字は係長以上の職員数 
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≪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 

ウクライナ各地で

れ、ウクライナ国外へ避難する

本市においても

い、できる限りの

ウクライナ避難民の受入れ

におけるウクライナへの

市営住宅を活用し、

※入居はいつでも可能。提供

通訳ボランティアの確保や

その他支援策として、

 

≪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 

ウクライナ各地で

れ、ウクライナ国外へ避難する

本市においても

できる限りの

ウクライナ避難民の受入れ

におけるウクライナへの

を活用し、住居

※入居はいつでも可能。提供

通訳ボランティアの確保や

として、医療や教育、就労など

     

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 

ウクライナ各地で起こっている

れ、ウクライナ国外へ避難する

本市においても今後国や県などと調整し、

できる限りの支援を行っていく

ウクライナ避難民の受入れ

におけるウクライナへの支援（案）

住居を提供する。

※入居はいつでも可能。提供戸数は必要に応じて

通訳ボランティアの確保や生活に必要な物資・資金支援

医療や教育、就労など

     ≪発表種別≫

 � 記者会見発表資料

 ☐ 記者会見情報提供資料

 ☐ 随時 

起こっている戦闘によって、ウクライナ国民の生命や生活が脅かさ

れ、ウクライナ国外へ避難する動きがある

今後国や県などと調整し、

支援を行っていく。

ウクライナ避難民の受入れ

（案） 

する。（2 箇所、

数は必要に応じて

生活に必要な物資・資金支援

医療や教育、就労など

≪発表種別≫ 

記者会見発表資料

記者会見情報提供資料

 

戦闘によって、ウクライナ国民の生命や生活が脅かさ

動きがある。 

今後国や県などと調整し、必要に応じ

。 

ウクライナ避難民の受入れについて

箇所、計 4 戸

数は必要に応じて拡大が可能。

生活に必要な物資・資金支援

医療や教育、就労など生活面において多方面からの

記者会見発表資料 

記者会見情報提供資料 
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所属名

連絡先

担当者

戦闘によって、ウクライナ国民の生命や生活が脅かさ

必要に応じウクライナ避難民の受入れを行

について

戸） 

が可能。 

生活に必要な物資・資金支援を検討する。

生活面において多方面からの

≪問い合わせ先≫

所属名 総務課

連絡先  053

担当者 太田

令和

戦闘によって、ウクライナ国民の生命や生活が脅かさ

ウクライナ避難民の受入れを行

について 

 

する。 

生活面において多方面からの支援

≪問い合わせ先≫ 

総務課 

053-576-

太田、内山 

令和 4 年 3

戦闘によって、ウクライナ国民の生命や生活が脅かさ

ウクライナ避難民の受入れを行

支援を検討す
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3 月 18 日発表

戦闘によって、ウクライナ国民の生命や生活が脅かさ

ウクライナ避難民の受入れを行
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発表 
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みらいのこさい調査事業

 

 

 

 

企業版

市の課題解決に繋がる

【事業

【

 

職員版

職員による創意工夫したアイディアを募集し、事業を展開。

【事業１】

 

≪メディアの方へ≫

☐
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みらいのこさい調査事業

 

 

 

 

企業版 ＜令和

市の課題解決に繋がる

【事業 1】高齢者デジタルディバイド対策事業

〇募集内容：高齢者を対象

○採択団体

実施内容

成果

【事業 2】ノベルティ共同作成事業

○募集内容

○採択団体

実施内容

成果

 

職員版 

職員による創意工夫したアイディアを募集し、事業を展開。

【事業１】～

概要

事業内容

成果

 

≪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。

市の課題解決のための

業版で 3

2022

みらいのこさい調査事業

令和 3 年度新規事業

市の課題解決に繋がる提案を

】高齢者デジタルディバイド対策事業

〇募集内容：高齢者を対象

団体 ㈱ソフトバンク、夢トロッコ

実施内容 
た。未所有者向け教室では、貸出用

ＳＮＳや決済アプリの操作説明を実施し、スマートフォンの利便性を感じていただい

た。

成果 にデジタルツールを利用しようという意識の醸成につながり、今後利用していただけ

ることが期待できる。

ノベルティ共同作成事業

○募集内容：市制 50

○採択団体 ㈲浜名湖ファーム

実施内容 
として、民間事業者と企画政策課の共同でエコバッグを作成した。

とでＰＲに活用していただいた。

成果 市制

域貢献によるイメージアップを図ることができた。

職員による創意工夫したアイディアを募集し、事業を展開。

～祝！パートナーシップ制度開始～

概要 成。

く市民等に対し、

事業内容 ー作成。◆市役所・中央図書館における特設展示や市内企業への周知、説明による性

の多様性及び制度開始ＰＲ。

成果 

向きな姿勢を示すことができた。

特設展示を工夫し、子どもも興味を持つようなＰＲを行うことで、性の多様性につい

て、広く意識醸成を図ることができた。

≪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。

解決のための

3 件、職員版で

湖西市

報道発表
2022 

みらいのこさい調査事業

年度新規事業＞ 

提案を民間団体から

】高齢者デジタルディバイド対策事業

〇募集内容：高齢者を対象にスマホ教室を実施する事業者

㈱ソフトバンク、夢トロッコ

スマートフォン未所有者向け操作教室を４回、所有者向け操作教室を９回開催し

た。未所有者向け教室では、貸出用

ＳＮＳや決済アプリの操作説明を実施し、スマートフォンの利便性を感じていただい

た。 

教室を通じてスマートフォンに興味、関心を持っていただくとともに、自ら積極的

にデジタルツールを利用しようという意識の醸成につながり、今後利用していただけ

ることが期待できる。

ノベルティ共同作成事業

50 周年ノベルティを共同作成する

㈲浜名湖ファーム 

湖西市が市制施行

として、民間事業者と企画政策課の共同でエコバッグを作成した。

民間事業者から作成費用の一部を協賛いただき、デザインに企業名等を盛り込むこ

とでＰＲに活用していただいた。

市は協賛金を頂いたことで作成数量を増やすことができ、協賛企業はエコバッグに

市制 50 周年ロゴマークとともに企業名等が印刷されることにより、知名度向上と地

域貢献によるイメージアップを図ることができた。

職員による創意工夫したアイディアを募集し、事業を展開。

祝！パートナーシップ制度開始～

2022 年 4

成。制度開始前から制度や性の多様

く市民等に対し、

◆ハピアニ婚姻届とコンセプトを合わせたオリジナル受領証、宣誓制度周知ポスタ

ー作成。◆市役所・中央図書館における特設展示や市内企業への周知、説明による性

の多様性及び制度開始ＰＲ。

オリジナル受領証作成によりパートナーシップ制度や性の多様性に対する市の

向きな姿勢を示すことができた。

他市にはない湖西市の魅力やアピールポイントの創出となった。

特設展示を工夫し、子どもも興味を持つようなＰＲを行うことで、性の多様性につい

て、広く意識醸成を図ることができた。

     

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。    

解決のための提案事業

職員版で 1 件の事業に取り組

湖西市 

報道発表 資料４

みらいのこさい調査事業 

 

民間団体から募集。

】高齢者デジタルディバイド対策事業

マホ教室を実施する事業者

㈱ソフトバンク、夢トロッコ 

スマートフォン未所有者向け操作教室を４回、所有者向け操作教室を９回開催し

た。未所有者向け教室では、貸出用

ＳＮＳや決済アプリの操作説明を実施し、スマートフォンの利便性を感じていただい

教室を通じてスマートフォンに興味、関心を持っていただくとともに、自ら積極的

にデジタルツールを利用しようという意識の醸成につながり、今後利用していただけ

ることが期待できる。 

ノベルティ共同作成事業（提案１件）

周年ノベルティを共同作成する

 

湖西市が市制施行 50

として、民間事業者と企画政策課の共同でエコバッグを作成した。

民間事業者から作成費用の一部を協賛いただき、デザインに企業名等を盛り込むこ

とでＰＲに活用していただいた。

市は協賛金を頂いたことで作成数量を増やすことができ、協賛企業はエコバッグに

周年ロゴマークとともに企業名等が印刷されることにより、知名度向上と地

域貢献によるイメージアップを図ることができた。

職員による創意工夫したアイディアを募集し、事業を展開。

祝！パートナーシップ制度開始～

4 月のパートナーシップ

制度開始前から制度や性の多様

く市民等に対し、制度の周知や多様性理解の意識の醸成を図る。

◆ハピアニ婚姻届とコンセプトを合わせたオリジナル受領証、宣誓制度周知ポスタ

ー作成。◆市役所・中央図書館における特設展示や市内企業への周知、説明による性

の多様性及び制度開始ＰＲ。

オリジナル受領証作成によりパートナーシップ制度や性の多様性に対する市の

向きな姿勢を示すことができた。

他市にはない湖西市の魅力やアピールポイントの創出となった。

特設展示を工夫し、子どもも興味を持つようなＰＲを行うことで、性の多様性につい

て、広く意識醸成を図ることができた。

     ≪発表種別≫

 ☐ 記者会見発表資料

 � 記者会見情報提供資料

 ☐ 随時 

事業を募集する

事業に取り組

４ 

 企業版・職員版

募集。 

】高齢者デジタルディバイド対策事業（提案２件）

マホ教室を実施する事業者

 

スマートフォン未所有者向け操作教室を４回、所有者向け操作教室を９回開催し

た。未所有者向け教室では、貸出用 iPhone

ＳＮＳや決済アプリの操作説明を実施し、スマートフォンの利便性を感じていただい

教室を通じてスマートフォンに興味、関心を持っていただくとともに、自ら積極的

にデジタルツールを利用しようという意識の醸成につながり、今後利用していただけ

 

（提案１件） 

周年ノベルティを共同作成する事業者。

50 周年を迎えることを市民に広く周知するためのノベルティ

として、民間事業者と企画政策課の共同でエコバッグを作成した。

民間事業者から作成費用の一部を協賛いただき、デザインに企業名等を盛り込むこ

とでＰＲに活用していただいた。 

市は協賛金を頂いたことで作成数量を増やすことができ、協賛企業はエコバッグに

周年ロゴマークとともに企業名等が印刷されることにより、知名度向上と地

域貢献によるイメージアップを図ることができた。

職員による創意工夫したアイディアを募集し、事業を展開。

祝！パートナーシップ制度開始～ 性の多様性ＰＲ・オリジナル受領証作成事業

月のパートナーシップ

制度開始前から制度や性の多様

制度の周知や多様性理解の意識の醸成を図る。

◆ハピアニ婚姻届とコンセプトを合わせたオリジナル受領証、宣誓制度周知ポスタ

ー作成。◆市役所・中央図書館における特設展示や市内企業への周知、説明による性

の多様性及び制度開始ＰＲ。 

オリジナル受領証作成によりパートナーシップ制度や性の多様性に対する市の

向きな姿勢を示すことができた。 

他市にはない湖西市の魅力やアピールポイントの創出となった。

特設展示を工夫し、子どもも興味を持つようなＰＲを行うことで、性の多様性につい

て、広く意識醸成を図ることができた。

≪発表種別≫ 

記者会見発表資料

記者会見情報提供資料

 

募集する令和３年度の

事業に取り組みました。全事業が完了しましたので報告します。

企業版・職員版

（提案２件） 

マホ教室を実施する事業者。 

スマートフォン未所有者向け操作教室を４回、所有者向け操作教室を９回開催し

iPhone を用いた操作体験、所有者向け教室では、

ＳＮＳや決済アプリの操作説明を実施し、スマートフォンの利便性を感じていただい

教室を通じてスマートフォンに興味、関心を持っていただくとともに、自ら積極的

にデジタルツールを利用しようという意識の醸成につながり、今後利用していただけ

事業者。 

周年を迎えることを市民に広く周知するためのノベルティ

として、民間事業者と企画政策課の共同でエコバッグを作成した。

民間事業者から作成費用の一部を協賛いただき、デザインに企業名等を盛り込むこ

市は協賛金を頂いたことで作成数量を増やすことができ、協賛企業はエコバッグに

周年ロゴマークとともに企業名等が印刷されることにより、知名度向上と地

域貢献によるイメージアップを図ることができた。

職員による創意工夫したアイディアを募集し、事業を展開。 

性の多様性ＰＲ・オリジナル受領証作成事業

月のパートナーシップ宣誓制度開始に向けて、オリジナル受領

制度開始前から制度や性の多様性についてのＰＲを行い、当事者のみならず、広

制度の周知や多様性理解の意識の醸成を図る。

◆ハピアニ婚姻届とコンセプトを合わせたオリジナル受領証、宣誓制度周知ポスタ

ー作成。◆市役所・中央図書館における特設展示や市内企業への周知、説明による性

オリジナル受領証作成によりパートナーシップ制度や性の多様性に対する市の

他市にはない湖西市の魅力やアピールポイントの創出となった。

特設展示を工夫し、子どもも興味を持つようなＰＲを行うことで、性の多様性につい

て、広く意識醸成を図ることができた。 

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３年度の「みらいのこさい調査事業

。全事業が完了しましたので報告します。

企業版・職員版 提案事業の

スマートフォン未所有者向け操作教室を４回、所有者向け操作教室を９回開催し

を用いた操作体験、所有者向け教室では、

ＳＮＳや決済アプリの操作説明を実施し、スマートフォンの利便性を感じていただい

教室を通じてスマートフォンに興味、関心を持っていただくとともに、自ら積極的

にデジタルツールを利用しようという意識の醸成につながり、今後利用していただけ

周年を迎えることを市民に広く周知するためのノベルティ

として、民間事業者と企画政策課の共同でエコバッグを作成した。

民間事業者から作成費用の一部を協賛いただき、デザインに企業名等を盛り込むこ

市は協賛金を頂いたことで作成数量を増やすことができ、協賛企業はエコバッグに

周年ロゴマークとともに企業名等が印刷されることにより、知名度向上と地

域貢献によるイメージアップを図ることができた。 

性の多様性ＰＲ・オリジナル受領証作成事業

制度開始に向けて、オリジナル受領

性についてのＰＲを行い、当事者のみならず、広

制度の周知や多様性理解の意識の醸成を図る。

◆ハピアニ婚姻届とコンセプトを合わせたオリジナル受領証、宣誓制度周知ポスタ

ー作成。◆市役所・中央図書館における特設展示や市内企業への周知、説明による性

オリジナル受領証作成によりパートナーシップ制度や性の多様性に対する市の

他市にはない湖西市の魅力やアピールポイントの創出となった。

特設展示を工夫し、子どもも興味を持つようなＰＲを行うことで、性の多様性につい

≪問い合わせ先≫

所属名 企画政策

連絡先  053

担当者 吉田、山下

「みらいのこさい調査事業

。全事業が完了しましたので報告します。

令和

提案事業の

スマートフォン未所有者向け操作教室を４回、所有者向け操作教室を９回開催し

を用いた操作体験、所有者向け教室では、

ＳＮＳや決済アプリの操作説明を実施し、スマートフォンの利便性を感じていただい

教室を通じてスマートフォンに興味、関心を持っていただくとともに、自ら積極的

にデジタルツールを利用しようという意識の醸成につながり、今後利用していただけ

周年を迎えることを市民に広く周知するためのノベルティ

として、民間事業者と企画政策課の共同でエコバッグを作成した。 

民間事業者から作成費用の一部を協賛いただき、デザインに企業名等を盛り込むこ

市は協賛金を頂いたことで作成数量を増やすことができ、協賛企業はエコバッグに

周年ロゴマークとともに企業名等が印刷されることにより、知名度向上と地

性の多様性ＰＲ・オリジナル受領証作成事業

制度開始に向けて、オリジナル受領

性についてのＰＲを行い、当事者のみならず、広

制度の周知や多様性理解の意識の醸成を図る。 

◆ハピアニ婚姻届とコンセプトを合わせたオリジナル受領証、宣誓制度周知ポスタ

ー作成。◆市役所・中央図書館における特設展示や市内企業への周知、説明による性

オリジナル受領証作成によりパートナーシップ制度や性の多様性に対する市の

他市にはない湖西市の魅力やアピールポイントの創出となった。 

特設展示を工夫し、子どもも興味を持つようなＰＲを行うことで、性の多様性につい

≪問い合わせ先≫ 

企画政策課 

053-576-

吉田、山下 

「みらいのこさい調査事業」に

。全事業が完了しましたので報告します。

令和４年３月

提案事業の報

スマートフォン未所有者向け操作教室を４回、所有者向け操作教室を９回開催し

を用いた操作体験、所有者向け教室では、

ＳＮＳや決済アプリの操作説明を実施し、スマートフォンの利便性を感じていただい

教室を通じてスマートフォンに興味、関心を持っていただくとともに、自ら積極的

にデジタルツールを利用しようという意識の醸成につながり、今後利用していただけ

周年を迎えることを市民に広く周知するためのノベルティ

民間事業者から作成費用の一部を協賛いただき、デザインに企業名等を盛り込むこ

市は協賛金を頂いたことで作成数量を増やすことができ、協賛企業はエコバッグに

周年ロゴマークとともに企業名等が印刷されることにより、知名度向上と地

性の多様性ＰＲ・オリジナル受領証作成事業 

制度開始に向けて、オリジナル受領証を作

性についてのＰＲを行い、当事者のみならず、広

◆ハピアニ婚姻届とコンセプトを合わせたオリジナル受領証、宣誓制度周知ポスタ

ー作成。◆市役所・中央図書館における特設展示や市内企業への周知、説明による性

オリジナル受領証作成によりパートナーシップ制度や性の多様性に対する市の前

特設展示を工夫し、子どもも興味を持つようなＰＲを行うことで、性の多様性につい
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」において、企

。全事業が完了しましたので報告します。 

月１８日発表

報告 

スマートフォン未所有者向け操作教室を４回、所有者向け操作教室を９回開催し

を用いた操作体験、所有者向け教室では、

ＳＮＳや決済アプリの操作説明を実施し、スマートフォンの利便性を感じていただい

教室を通じてスマートフォンに興味、関心を持っていただくとともに、自ら積極的

にデジタルツールを利用しようという意識の醸成につながり、今後利用していただけ

周年を迎えることを市民に広く周知するためのノベルティ

民間事業者から作成費用の一部を協賛いただき、デザインに企業名等を盛り込むこ

市は協賛金を頂いたことで作成数量を増やすことができ、協賛企業はエコバッグに

周年ロゴマークとともに企業名等が印刷されることにより、知名度向上と地

証を作

性についてのＰＲを行い、当事者のみならず、広

◆ハピアニ婚姻届とコンセプトを合わせたオリジナル受領証、宣誓制度周知ポスタ

ー作成。◆市役所・中央図書館における特設展示や市内企業への周知、説明による性

前

特設展示を工夫し、子どもも興味を持つようなＰＲを行うことで、性の多様性につい

企
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み ら い の こ さ い 提 案 制 度

増え続ける地域課題への対応
○急速に進む人口減少と少子高齢化や、デジタルスマートシティ・カーボンニュートラルの実現等の新たな課題への対応

など、これまでのように行政主導で地域課題を解決できる時代ではなくなってきている。

⾏政と⺠間のタイアップ（公⺠連携）
◎市民や地元企業のアイデアや技術等を活かして、地域課題の解決や市民サービスの向上を実現

市民、地元企業、スタートアップ企業 等

湖
西
市

民

間

提

案

制

度
提案募集型

(テーマ型)

課題の
発信

課題へ
の提案

自発的
な提案

公民が連携して
事業化を検討

自 由 提 案 型
（フリー型）

地域課題を解決

市民市民

行政行政 事業者

市民サービス
の向上

財政負担の軽減
業務の効率化

ビジネスチャンス
社会貢献継続 新規

リニューアル

◎スタートアップやベンチャー企業等が、市内で革新的技術・サービス等の実用化に向けた実証実験を実施

スタートアップ等の誘致 ＋ ビジネスモデルの構築 × 地域課題の解決 ＋ 市民サービスの向上

ｅｘ．公共交通、畜産臭気対策、脱炭素の取組、スマート農業、子育て支援 など

kn_yamamoto
タイプライターテキスト

kn_yamamoto
タイプライターテキスト
別添資料

kn_yamamoto
タイプライターテキスト
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◆場所
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≪メディアの方へ≫

☐

☐

�
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◆日時 

 令和４年３月２７

   ８時１５分～

   ８時４５分～

   ９時００分～

  １１時００分～

  １１時４５分～

  雨天中止（

  静岡県にまん延防止等重点措置が発令されている場合には中止

◆場所 

湖西運動公園

◆参加者 

延期前の日程でお申込みをいただいた方の内、参加できる方にご参加の案内をしており

ます。追加募集は行いません。

参加料は無料です。

◆主催 協力

主催 

協力 

後援 

◆カイトシステム

親子たこあげ大会内の

イトシステム実演を行います。

 

≪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

１月２３日（日）より延期としておりました親子たこあげ大会を、下記日程で行います。

トヨタ自動車株式会社マザーシップグループによるカイトシステムの実演も併せて

います。

報道発表
2022 

50 周年記念事業

43 回親子たこあげ大会＆トヨタ自動車㈱によるカイトシステム実演

令和４年３月２７日（日曜日）

８時１５分～ 

８時４５分～ 

９時００分～ 

１１時００分～ 

１１時４５分～ 

雨天中止（雨天中止となる場合には、午前７時頃同報無線で放送します）

静岡県にまん延防止等重点措置が発令されている場合には中止

湖西運動公園 陸上競技場

 

延期前の日程でお申込みをいただいた方の内、参加できる方にご参加の案内をしており

ます。追加募集は行いません。

参加料は無料です。

協力 後援 

 湖西少年少女発明クラブ

 浜名湖ロータリークラブ・（一社）浜名湖青年会議所

 湖西市教育委員会・豊田佐吉記念館

カイトシステムの実演

親子たこあげ大会内の

トシステム実演を行います。

≪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 

１月２３日（日）より延期としておりました親子たこあげ大会を、下記日程で行います。

タ自動車株式会社マザーシップグループによるカイトシステムの実演も併せて

います。 

報道発表 

周年記念事業 

回親子たこあげ大会＆トヨタ自動車㈱によるカイトシステム実演

日（日曜日）

 受付 

 開会式 

 たこ作り、たこあげ（審査）

 カイトシステム実演・審査集計

 閉会式（表彰式）

中止となる場合には、午前７時頃同報無線で放送します）

静岡県にまん延防止等重点措置が発令されている場合には中止

陸上競技場

延期前の日程でお申込みをいただいた方の内、参加できる方にご参加の案内をしており

ます。追加募集は行いません。

参加料は無料です。 

湖西少年少女発明クラブ

浜名湖ロータリークラブ・（一社）浜名湖青年会議所

教育委員会・豊田佐吉記念館

実演について

親子たこあげ大会内の特別事業として、トヨタ自動車㈱マザーシップグループによるカ

トシステム実演を行います。

     

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。    

 

１月２３日（日）より延期としておりました親子たこあげ大会を、下記日程で行います。

タ自動車株式会社マザーシップグループによるカイトシステムの実演も併せて

 資料５ 

回親子たこあげ大会＆トヨタ自動車㈱によるカイトシステム実演

日（日曜日） 

 

たこ作り、たこあげ（審査）

カイトシステム実演・審査集計

閉会式（表彰式） 

中止となる場合には、午前７時頃同報無線で放送します）

静岡県にまん延防止等重点措置が発令されている場合には中止

陸上競技場 

延期前の日程でお申込みをいただいた方の内、参加できる方にご参加の案内をしており

ます。追加募集は行いません。 

湖西少年少女発明クラブ 

浜名湖ロータリークラブ・（一社）浜名湖青年会議所

教育委員会・豊田佐吉記念館

について 

特別事業として、トヨタ自動車㈱マザーシップグループによるカ

トシステム実演を行います。

     ≪発表種別≫

 ☐ 記者会見発表資料

 � 記者会見情報提供資料

 ☐ 随時 

１月２３日（日）より延期としておりました親子たこあげ大会を、下記日程で行います。

タ自動車株式会社マザーシップグループによるカイトシステムの実演も併せて

回親子たこあげ大会＆トヨタ自動車㈱によるカイトシステム実演

たこ作り、たこあげ（審査）

カイトシステム実演・審査集計

 

中止となる場合には、午前７時頃同報無線で放送します）

静岡県にまん延防止等重点措置が発令されている場合には中止

延期前の日程でお申込みをいただいた方の内、参加できる方にご参加の案内をしており

浜名湖ロータリークラブ・（一社）浜名湖青年会議所

教育委員会・豊田佐吉記念館・中日新聞東海本社・静岡新聞社

特別事業として、トヨタ自動車㈱マザーシップグループによるカ

≪発表種別≫ 

記者会見発表資料

記者会見情報提供資料

 

１月２３日（日）より延期としておりました親子たこあげ大会を、下記日程で行います。

タ自動車株式会社マザーシップグループによるカイトシステムの実演も併せて

回親子たこあげ大会＆トヨタ自動車㈱によるカイトシステム実演

たこ作り、たこあげ（審査） 

カイトシステム実演・審査集計 

中止となる場合には、午前７時頃同報無線で放送します）

静岡県にまん延防止等重点措置が発令されている場合には中止

延期前の日程でお申込みをいただいた方の内、参加できる方にご参加の案内をしており

浜名湖ロータリークラブ・（一社）浜名湖青年会議所

・中日新聞東海本社・静岡新聞社

特別事業として、トヨタ自動車㈱マザーシップグループによるカ

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

１月２３日（日）より延期としておりました親子たこあげ大会を、下記日程で行います。

タ自動車株式会社マザーシップグループによるカイトシステムの実演も併せて

回親子たこあげ大会＆トヨタ自動車㈱によるカイトシステム実演

中止となる場合には、午前７時頃同報無線で放送します）

静岡県にまん延防止等重点措置が発令されている場合には中止 

延期前の日程でお申込みをいただいた方の内、参加できる方にご参加の案内をしており

浜名湖ロータリークラブ・（一社）浜名湖青年会議所・トヨタ自動車㈱

・中日新聞東海本社・静岡新聞社

特別事業として、トヨタ自動車㈱マザーシップグループによるカ

≪問い合わせ先≫

所属名 スポーツ・生涯学習

連絡先  053

担当者 丸井

１月２３日（日）より延期としておりました親子たこあげ大会を、下記日程で行います。

タ自動車株式会社マザーシップグループによるカイトシステムの実演も併せて

令和４

回親子たこあげ大会＆トヨタ自動車㈱によるカイトシステム実演

中止となる場合には、午前７時頃同報無線で放送します） 

延期前の日程でお申込みをいただいた方の内、参加できる方にご参加の案内をしており

・トヨタ自動車㈱

・中日新聞東海本社・静岡新聞社・

特別事業として、トヨタ自動車㈱マザーシップグループによるカ

≪問い合わせ先≫ 

スポーツ・生涯学習

053-576-

丸井 

１月２３日（日）より延期としておりました親子たこあげ大会を、下記日程で行います。

タ自動車株式会社マザーシップグループによるカイトシステムの実演も併せて

令和４年３月

回親子たこあげ大会＆トヨタ自動車㈱によるカイトシステム実演 

延期前の日程でお申込みをいただいた方の内、参加できる方にご参加の案内をしており

・トヨタ自動車㈱ 

・静岡放送

特別事業として、トヨタ自動車㈱マザーシップグループによるカ

スポーツ・生涯学習課

-4793 

１月２３日（日）より延期としておりました親子たこあげ大会を、下記日程で行います。

タ自動車株式会社マザーシップグループによるカイトシステムの実演も併せて行

月 1８日発表

延期前の日程でお申込みをいただいた方の内、参加できる方にご参加の案内をしており

静岡放送 

特別事業として、トヨタ自動車㈱マザーシップグループによるカ

課 

１月２３日（日）より延期としておりました親子たこあげ大会を、下記日程で行います。

行

発表 



▲湖西運動公園でのテスト飛行

同日
開催

高空に大きな凧（カイト）で
大量風力発電！したい……

トヨタ自動車㈱
東富士研究所で
ただいま研究開発中！

凧
たこ
揚げの“勉強”から、
未来への“研究”まで一緒に学びませんか？

申し込みは
こちらから▶

特別事業「カイトシステムの実演」
　1月 23日㈰ 11時から湖西運動公園でトヨタ自動車
株式会社マザーシップグループによる、カイトシステム
の実演を行います。
※ 親子たこあげ大会参加者は申し込み不要。実演のみ見
学を希望する人は、下の二次元コードから申し込み。
応募者多数の場合は抽選を行い、小・中学生を優先。

申し込み・問合せ先
発明クラブ事務局（市民活動センター内）

☎ 576-4793　FAX 576-1237

2022

● 対 象 者　市内または近隣在住の幼児・小学生の親子
● 申込方法　市ウェブサイト（右下の二次元コード）から
申し込み、または申込書を申込先に直接持参
● 申込期間　12月27日㈪まで
● そ の 他　応募者多数の場合は抽選
● 参加に必要なもの　たこ糸、軍手、はさみ、ごみ袋、シー
ト、木工用接着剤、防寒具、絵を描いた障子紙（事前に
配布する障子紙に絵を描いて持ってきていただきます）

豊田佐吉翁も愛した「たこ」。
竹ひご・障子紙など用意され
た材料で骨組みを組み、好き
な絵柄のたこを作ります。

と　き

ところ

1月 23日日 8時 45分（受付開始 8時 15 分）
湖西運動公園

親子たこあげ大会第 43回

〈広告欄〉
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◆目的

  

  

 

◆期間

 

◆内容

           

     

           

           

     

           

     

     

◆問い合わせ先

 

 

≪メディアの方へ≫

☐

☐

�

2022

 

 

 

 

◆目的  

・コロナ禍で遊びなどに制限がある子供達が一体となって楽しめるイベントを作りたい

  ・自分の作品やランキングなどを公開することで楽しんでもらいたい

  ・仮想空間と現実のリンクも体験することができ、デジタルの世界をとおして現実世界へ

の興味を持つという新しい流れを湖西市に生み出したい。

 

◆期間  

 

◆内容  

           

     

           

           

     

           

     

     

◆問い合わせ先

 

  

≪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。

50 周年記念事業の一つとして、市内でパソコン教室を運営しているマナカル湖西校と

ともに市民

プリは今回が

湖西市

報道発表
2022 

湖西市マインクラフトグランプリ開催

   

・コロナ禍で遊びなどに制限がある子供達が一体となって楽しめるイベントを作りたい

・自分の作品やランキングなどを公開することで楽しんでもらいたい

・仮想空間と現実のリンクも体験することができ、デジタルの世界をとおして現実世界へ

の興味を持つという新しい流れを湖西市に生み出したい。

  応募期間 

  募集部門  

           

     対象年齢  

           

           

     展示・表彰

           

応募方法  

     詳細    

      

◆問い合わせ先  マナカル湖西校

≪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。

周年記念事業の一つとして、市内でパソコン教室を運営しているマナカル湖西校と

市民を巻き込んだ

プリは今回が湖西市で

湖西市 

報道発表 

湖西市マインクラフトグランプリ開催

・コロナ禍で遊びなどに制限がある子供達が一体となって楽しめるイベントを作りたい

・自分の作品やランキングなどを公開することで楽しんでもらいたい

・仮想空間と現実のリンクも体験することができ、デジタルの世界をとおして現実世界へ

の興味を持つという新しい流れを湖西市に生み出したい。

  令和４年４月１日（金）～令和４年９月

  全５部門※複数部門への応募可

           ゲーム作品

ゲーム操作を競う

ゲームが苦手な人

でも参加できる

  18 歳以下の応募作品

           審査対象にはなりませんが、対象年齢以外

会公式ウェブサイトなどで公開することがあります。

           親子やグループ参加も可能です。

展示・表彰 優秀作品には、賞状と副賞をプレゼントします。

           また、優秀作品は、大会公式ウェブサイトや

表彰式で公開します。

  イベントの公式

    大会サイト

（マイクラ

マナカル湖西校

     

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。    

周年記念事業の一つとして、市内でパソコン教室を運営しているマナカル湖西校と

巻き込んだ「湖西市マインクラフトグランプリ」を開催します。このグラン

湖西市で初開催です。

 

 資料６ 

湖西市マインクラフトグランプリ開催

・コロナ禍で遊びなどに制限がある子供達が一体となって楽しめるイベントを作りたい

・自分の作品やランキングなどを公開することで楽しんでもらいたい

・仮想空間と現実のリンクも体験することができ、デジタルの世界をとおして現実世界へ

の興味を持つという新しい流れを湖西市に生み出したい。

令和４年４月１日（金）～令和４年９月

全５部門※複数部門への応募可

ゲーム作品    

ゲーム操作を競う

ゲームが苦手な人

でも参加できる 

歳以下の応募作品

審査対象にはなりませんが、対象年齢以外

会公式ウェブサイトなどで公開することがあります。

親子やグループ参加も可能です。

優秀作品には、賞状と副賞をプレゼントします。

また、優秀作品は、大会公式ウェブサイトや

表彰式で公開します。

イベントの公式

大会サイト https://minecraft.xtu.jp

（マイクラ GP で検索）

マナカル湖西校/UGO

     ≪発表種別≫

 ☐ 記者会見発表資料

 � 記者会見情報提供資料

 ☐ 随時 

周年記念事業の一つとして、市内でパソコン教室を運営しているマナカル湖西校と

「湖西市マインクラフトグランプリ」を開催します。このグラン

初開催です。 

湖西市マインクラフトグランプリ開催

・コロナ禍で遊びなどに制限がある子供達が一体となって楽しめるイベントを作りたい

・自分の作品やランキングなどを公開することで楽しんでもらいたい

・仮想空間と現実のリンクも体験することができ、デジタルの世界をとおして現実世界へ

の興味を持つという新しい流れを湖西市に生み出したい。

令和４年４月１日（金）～令和４年９月

全５部門※複数部門への応募可

  ①湖西市にあったらいいな（お店や建物など自由）

②未来の車のコンテスト

③オリジナル作品

ゲーム操作を競う ④RTA

ゲームが苦手な人 ⑤粘土などでオリジナルクラフト

 

歳以下の応募作品 

審査対象にはなりませんが、対象年齢以外

会公式ウェブサイトなどで公開することがあります。

親子やグループ参加も可能です。

優秀作品には、賞状と副賞をプレゼントします。

また、優秀作品は、大会公式ウェブサイトや

表彰式で公開します。 

イベントの公式 LINE またはメールで申し込み

https://minecraft.xtu.jp

で検索） 

/UGO 学院 TEL

≪発表種別≫ 

記者会見発表資料

記者会見情報提供資料

 

周年記念事業の一つとして、市内でパソコン教室を運営しているマナカル湖西校と

「湖西市マインクラフトグランプリ」を開催します。このグラン

湖西市マインクラフトグランプリ開催

・コロナ禍で遊びなどに制限がある子供達が一体となって楽しめるイベントを作りたい

・自分の作品やランキングなどを公開することで楽しんでもらいたい

・仮想空間と現実のリンクも体験することができ、デジタルの世界をとおして現実世界へ

の興味を持つという新しい流れを湖西市に生み出したい。

令和４年４月１日（金）～令和４年９月

全５部門※複数部門への応募可 

①湖西市にあったらいいな（お店や建物など自由）

未来の車のコンテスト

③オリジナル作品

RTA（タイムアタック企画）

⑤粘土などでオリジナルクラフト

審査対象にはなりませんが、対象年齢以外

会公式ウェブサイトなどで公開することがあります。

親子やグループ参加も可能です。 

優秀作品には、賞状と副賞をプレゼントします。

また、優秀作品は、大会公式ウェブサイトや

またはメールで申し込み

https://minecraft.xtu.jp

TEL：053

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

周年記念事業の一つとして、市内でパソコン教室を運営しているマナカル湖西校と

「湖西市マインクラフトグランプリ」を開催します。このグラン

湖西市マインクラフトグランプリ開催

←サンプル画像です。

・コロナ禍で遊びなどに制限がある子供達が一体となって楽しめるイベントを作りたい

・自分の作品やランキングなどを公開することで楽しんでもらいたい

・仮想空間と現実のリンクも体験することができ、デジタルの世界をとおして現実世界へ

の興味を持つという新しい流れを湖西市に生み出したい。 

令和４年４月１日（金）～令和４年９月 30 日（

①湖西市にあったらいいな（お店や建物など自由）

未来の車のコンテスト 

③オリジナル作品 

（タイムアタック企画）

⑤粘土などでオリジナルクラフト

審査対象にはなりませんが、対象年齢以外の方からの応募作品も

会公式ウェブサイトなどで公開することがあります。

優秀作品には、賞状と副賞をプレゼントします。

また、優秀作品は、大会公式ウェブサイトや 12

またはメールで申し込み

https://minecraft.xtu.jp 

053-415-8712

≪問い合わせ先≫

所属名 企画政策

連絡先  053

担当者 細川、山下

周年記念事業の一つとして、市内でパソコン教室を運営しているマナカル湖西校と

「湖西市マインクラフトグランプリ」を開催します。このグラン

令和４

 

湖西市マインクラフトグランプリ開催 

←サンプル画像です。

・コロナ禍で遊びなどに制限がある子供達が一体となって楽しめるイベントを作りたい

・自分の作品やランキングなどを公開することで楽しんでもらいたい 

・仮想空間と現実のリンクも体験することができ、デジタルの世界をとおして現実世界へ

日（金） 

①湖西市にあったらいいな（お店や建物など自由）

 

（タイムアタック企画） 

⑤粘土などでオリジナルクラフト 

の方からの応募作品も

会公式ウェブサイトなどで公開することがあります。 

優秀作品には、賞状と副賞をプレゼントします。 

12 月上旬に開催予定の

またはメールで申し込み 

8712 

≪問い合わせ先≫ 

企画政策課 

053-576-

細川、山下 

周年記念事業の一つとして、市内でパソコン教室を運営しているマナカル湖西校と

「湖西市マインクラフトグランプリ」を開催します。このグラン

令和４年３月

←サンプル画像です。 

・コロナ禍で遊びなどに制限がある子供達が一体となって楽しめるイベントを作りたい

・仮想空間と現実のリンクも体験することができ、デジタルの世界をとおして現実世界へ

①湖西市にあったらいいな（お店や建物など自由）

の方からの応募作品も、

月上旬に開催予定の

 

-4521 

 

周年記念事業の一つとして、市内でパソコン教室を運営しているマナカル湖西校と

「湖西市マインクラフトグランプリ」を開催します。このグラン

月 18 日発表

 

・コロナ禍で遊びなどに制限がある子供達が一体となって楽しめるイベントを作りたい 

・仮想空間と現実のリンクも体験することができ、デジタルの世界をとおして現実世界へ 

①湖西市にあったらいいな（お店や建物など自由） 

、大

月上旬に開催予定の

周年記念事業の一つとして、市内でパソコン教室を運営しているマナカル湖西校と

「湖西市マインクラフトグランプリ」を開催します。このグラン

発表 
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◆寄付の詳細

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

 

≪メディアの方へ≫

☐

☐
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湖西少年少女発明クラブ中学生コース開講式

◆日時 

 令和４年４月９日（土

   １３時００分～１３時１０分

   １３時１０分～１３時２０分

    

◆場所 

湖西地域職業訓練センター

 

◆寄付の詳細

  １．寄付の種類

    現金６万円

 

  ２．寄付申出者

    ジャパン・トゥエンティワン株式会社

大垣共立銀行

 

  ３．寄付の目的

    湖西少年少女発明クラブ中学生コース創設にかかる備品購入費に充てる

 

  ４．その他

    この寄付は、

手喝債）」を発行し、大垣共立銀行様が受託されたことによるものです。この私募債

は、発行の際に大垣共立銀行様が受け取る手数料の一部を利用し、発行企業が指定し

た学校等の団体へ連名で寄付をし、地域貢献を形にするものです。

≪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４月より、湖西少年少女発明クラブ中学生コースが創設されるため、開講式を

行います。また、

び大垣共立銀行様

ます。 

報道発表
2022 

湖西少年少女発明クラブ中学生コース開講式

令和４年４月９日（土

１３時００分～１３時１０分

１３時１０分～１３時２０分

湖西地域職業訓練センター

◆寄付の詳細 

１．寄付の種類 

現金６万円 

２．寄付申出者 

ジャパン・トゥエンティワン株式会社

大垣共立銀行

３．寄付の目的 

湖西少年少女発明クラブ中学生コース創設にかかる備品購入費に充てる

４．その他 

この寄付は、

手喝債）」を発行し、大垣共立銀行様が受託されたことによるものです。この私募債

は、発行の際に大垣共立銀行様が受け取る手数料の一部を利用し、発行企業が指定し

た学校等の団体へ連名で寄付をし、地域貢献を形にするものです。

≪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 

４年４月より、湖西少年少女発明クラブ中学生コースが創設されるため、開講式を

行います。また、中学生コース創設にあたり、

び大垣共立銀行様

 

報道発表 

湖西少年少女発明クラブ中学生コース開講式

令和４年４月９日（土曜日）

１３時００分～１３時１０分

１３時１０分～１３時２０分

湖西地域職業訓練センター

 

 

 

ジャパン・トゥエンティワン株式会社

大垣共立銀行 

 

湖西少年少女発明クラブ中学生コース創設にかかる備品購入費に充てる

この寄付は、ジャパン・トゥエンティワン株式会社

手喝債）」を発行し、大垣共立銀行様が受託されたことによるものです。この私募債

は、発行の際に大垣共立銀行様が受け取る手数料の一部を利用し、発行企業が指定し

た学校等の団体へ連名で寄付をし、地域貢献を形にするものです。

     

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。    

 

４年４月より、湖西少年少女発明クラブ中学生コースが創設されるため、開講式を

中学生コース創設にあたり、

び大垣共立銀行様より寄付の申し出がありましたので、寄付を受領し、

 資料７ 

湖西少年少女発明クラブ中学生コース開講式

曜日） 

１３時００分～１３時１０分 開講式

１３時１０分～１３時２０分 寄付贈呈式

湖西地域職業訓練センター １階実習室

ジャパン・トゥエンティワン株式会社

湖西少年少女発明クラブ中学生コース創設にかかる備品購入費に充てる

ジャパン・トゥエンティワン株式会社

手喝債）」を発行し、大垣共立銀行様が受託されたことによるものです。この私募債

は、発行の際に大垣共立銀行様が受け取る手数料の一部を利用し、発行企業が指定し

た学校等の団体へ連名で寄付をし、地域貢献を形にするものです。

     ≪発表種別≫

 ☐ 記者会見発表資料

 � 記者会見情報提供資料

 ☐ 随時 

４年４月より、湖西少年少女発明クラブ中学生コースが創設されるため、開講式を

中学生コース創設にあたり、

より寄付の申し出がありましたので、寄付を受領し、

湖西少年少女発明クラブ中学生コース開講式

開講式 

寄付贈呈式 

１階実習室 

ジャパン・トゥエンティワン株式会社（豊橋市多米東町二丁目５番地１２

湖西少年少女発明クラブ中学生コース創設にかかる備品購入費に充てる

ジャパン・トゥエンティワン株式会社

手喝債）」を発行し、大垣共立銀行様が受託されたことによるものです。この私募債

は、発行の際に大垣共立銀行様が受け取る手数料の一部を利用し、発行企業が指定し

た学校等の団体へ連名で寄付をし、地域貢献を形にするものです。

≪発表種別≫ 

記者会見発表資料

記者会見情報提供資料

 

４年４月より、湖西少年少女発明クラブ中学生コースが創設されるため、開講式を

中学生コース創設にあたり、ジャパン・トゥエンティワン株式会社様及

より寄付の申し出がありましたので、寄付を受領し、

湖西少年少女発明クラブ中学生コース開講式＆寄付贈呈式について

 

豊橋市多米東町二丁目５番地１２

湖西少年少女発明クラブ中学生コース創設にかかる備品購入費に充てる

ジャパン・トゥエンティワン株式会社様が「ＯＫＢ地域応援私募債（拍

手喝債）」を発行し、大垣共立銀行様が受託されたことによるものです。この私募債

は、発行の際に大垣共立銀行様が受け取る手数料の一部を利用し、発行企業が指定し

た学校等の団体へ連名で寄付をし、地域貢献を形にするものです。

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

４年４月より、湖西少年少女発明クラブ中学生コースが創設されるため、開講式を

ジャパン・トゥエンティワン株式会社様及

より寄付の申し出がありましたので、寄付を受領し、

＆寄付贈呈式について

豊橋市多米東町二丁目５番地１２

湖西少年少女発明クラブ中学生コース創設にかかる備品購入費に充てる

様が「ＯＫＢ地域応援私募債（拍

手喝債）」を発行し、大垣共立銀行様が受託されたことによるものです。この私募債

は、発行の際に大垣共立銀行様が受け取る手数料の一部を利用し、発行企業が指定し

た学校等の団体へ連名で寄付をし、地域貢献を形にするものです。

≪問い合わせ先≫

所属名 スポーツ・生涯学習
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子どもが良好な環境において心身ともに

成長していくために

についての相談

制度やサービスなどの必要な情報をお知らせした

り、担当課や関係機関と

を行います。 

＊相談内容には、
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が良好な環境において心身ともに
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制度やサービスなどの必要な情報をお知らせした

り、担当課や関係機関との連絡調整

 

＊相談内容には、DV や虐待に関すること
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子ども家庭課は、｢
～ 湖西市の子ども・家庭・妊産婦を支援します

子ども家庭総合支援拠点 

℡ 053-576-1125 

℡ 053-576-1125 
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湖西市の子ども・家庭・妊産婦を支援します

健やかに

悩み

制度やサービスなどの必要な情報をお知らせした

支援

ます。 

  ・  
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◇切れ目のない連携
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湖西市の子ども・家庭・妊産婦を支援します
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窓口には保健師がおり、母子健康手帳の交付や

子育て支援に関する情報提供をします。

出産・子育ての悩み
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一人ひとりに寄り添いながら

となどの相談支援を行います。
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子育て支援に関する情報提供をします。

出産・子育ての悩み
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育ちの応援ステーション｣です

子育て世代包括支援センター

子育て応援係  ℡ 053-576-4794
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参考資料

４月の主な行事予定　　　
■ 幼稚園・保育園・こども園行事予定

現時点における小中学校の４月行事予定はございません。

４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４年３月１８日現在





○4月3日（日）　本興寺花まつり

内　容

問合せ 湖西市文化協会

TEL 053-578-1700

○4月3日（日）　令和４年度湖西市消防団入隊団式

内　容

とき・ところ 9:30～12:00・消防本部駐車場

問合せ 消防総務課

TEL 053-576-3679

○4月9日（土）　湖西少年少女発明クラブ中学生コース開講式

内　容

とき・ところ 13:00～13:20・湖西市職業訓練センター

問合せ スポーツ・生涯学習課

TEL 053-576-4793

4月の主な行事予定

広報こさい4月15ページをご覧ください。

従来の小学生に中学生コースを加え開講

令和４年度の消防団員の入隊団式



湖西市教職員着任式

特別支援教育支援員説明会

入園式　始業式 入園式・第１学期始業式 始業式・PTA総会 入園式・始業式
ＰＴＡ前期総会 湖P前期総会 PTA総会

生きた英語教育研修会 3歳児付添　11時降園 １１時降園 １１時降園１５日まで 11時00分降園
３歳児付添　身体測定（３） 3歳児付添い

3歳児付添 身体測定（5） 　　　身体測定（４） 身体測定 3歳児付添い
希望個人面談① 　　　職員会議（５月分） クラス別交通教室 避難訓練（地震引き渡し）

希望個人面談② 希望面談 希望面談
希望面談①

希望個人面談③ 　　　新入園児を迎える会 希望面談 新入園児を迎える会
希望面談②　

給食開始（4,5） 給食開始（４・５）　身体測定（５） 給食開始　 給食開始(4・5歳児）
14時30分降園 １４時３０分降園（４・５） １４時３０分降園 14時30分降園
新入園児を迎える会 交通教室（仮）
身体測定（4）　

園内研修② 身体測定

避難訓練（地震） ちびっこ探検①
（神明東高台）

引き渡し訓練（４・５）

園外保育（4,5） おひさまの日（タマネギ収穫）

就学支援・学級編制担当説明会 タマネギ収穫
定例教育委員会
保育士会理事会 誕生会 ４月誕生会 春季遠足（4・5歳児なんじゃもんじゃ）

誕生会 避難訓練①地震津波 つくしタイム（こいのぼり）

引き渡し訓練 誕生会　安全点検
(祝)昭和の日 (祝)昭和の日 （祝）昭和の日 (祝）昭和の日
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進級式

身体測定

避難訓練（地震・火災）

子育て支援相談日 入園式 入園式・学級委員決め（3歳）

1学期始業式 1学期始業式
湖P前期総会

夏みかん狩り 身体測定（5歳）

職員会 希望個人面談（3～5歳）

保菌検査
内科検診 のびのび相談 身体測定（4歳）

希望個人面談
環境整備の日       身体測定（５）

子育て相談 すくすく相談

希望個人面談・身体測定（４） 給食開始（幼4・5歳）
給食開始（幼４．５）

クッキング（ジャム作り）

野菜苗植え 新入園児を迎える会 すくすく相談

歯科検診 わくわくの日（５） 身体測定（3歳）

身体測定（３）

おたより発行

身体測定（０～２）

こいのぼり集会
避難訓練（地震）・給食検討会 避難訓練（地震）

誕生会 誕生会 誕生会
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