
●情報提供事項

●市長リリース事項

 資料５　常設の「外国人相談窓口」を開設しました

 資料１　 新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策について

 資料３　 この自粛生活が続く中、あなたの筋力が危ない！
           「菊川いきいき体操」のカレンダーと動画で元気になろう！

 資料２　 ㈱セブン-イレブン・ジャパンと包括連携協定を締結します

 資料４　菊川市の地図情報　きくのんマップを公開します

令和２年４月22日（水）午前10時00分

菊川市役所 総務部 秘書広報課

４月 定例記者会見
市のすがた（令和２年３月31日現在）

「目指すは住みよさナンバー１」

　　　●人 　口： 48,474人（前月比 -150人）

　　　●世帯数： 18,162世帯（前月比 +26世帯）



資料１ 

菊川市長定例記者会見【令和２年４月２２日】 

新型コロナウイルス感染症に 
関する緊急対策について 

担当：危機管理部危機管理課（TEL 0537-35-0923） 

１ 主旨・目的 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う社会的影響に対応するため、本市が取

り組む緊急対策について報告します。 

２ 概要 

（１）事業者支援

○新型コロナウイルス感染症対策小規模企業者緊急応援給付金 （資料 1-1）

新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」）の影響を受け、売上が大幅

に減少している小規模事業者に対し 10 万を給付します。 

・実施時期 ４月 20 日（月）～７月 31 日（金）

・事業費  26,000千円 

・申込状況 ８件（４月 21 日現在）

○小口特別資金利子補給金

新型コロナの影響を受け、業績が悪化した小規模事業者の経営安定を図り事

業に必要な資金繰りを支援するため、本制度にのっとり必要な資金を融資した

取扱金融機関に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付します。 

・実施時期：４月１日（水）～

・事業費：12,000千円

・融資申込状況：２件（４月 20 日現在）

○経済変動対策貸付利子補給金

新型コロナの影響を受け、業績が悪化した市内中小企業者に静岡県中小企業

経営安定資金融資制度にのっとり、必要な資金を融資した取扱金融機関に対し、

予算の範囲内において利子補給金を交付します。 

・実施時期：４月１日（水）～４月 17 日（金）

・事業費：14,000千円

・申請受付状況：受付件数 29件、認定件数 29 件、融資申込件数 26件

（４月 20日現在） 

※４月 17 日（金）までの静岡県信用保証協会受付分をもって県の経済変動地策

貸付が締め切りになることに伴い、申請受付を一旦終了しました。



（２）生活支援

○生活困窮者自立支援事業

新型コロナの影響を受け、収入が減少した世帯からの相談の対応として相談

窓口を強化（相談員を増員）します。 

・実施時期 ４月 20 日（月）～９月 30 日（水）

・事業費  2,100千円 

○相談・支援窓口等を取りまとめたリーフレットの作成 （資料 1-2）

新型コロナにより、生活や事業活動に影響を受けている市民や事業者向けに

相談窓口や支援策の問い合わせ先をまとめたリーフレットを作成しました。 

（３）飲食店支援

○「＃きくがわテイクアウト」キャンペーン（資料 1-3）

新型コロナの影響を受けている、市内の飲食店の緊急応援企画として、市イ

ンスタグラムを活用したキャンペーンを実施します。

・内容 市内の飲食店のテイクアウト（持ち帰り）を利用し、料理等の写真

や動画に「#きくがわテイクアウト」とハッシュタグをつけて、SNS

（インスタグラム、フェイスブック、ツイッター）に投稿・シェアす

ることで応援するものです。

・実施時期 ４月 22日（水）～７月 31 日（金）

（４）その他

特別定額給付金（仮称）などの国や県が進めている緊急経済対策等の取り組み

については今後、補正予算を編成し対応する予定です。 

３ その他の対応について 

（１）小中学校の臨時休業期間の延長について

国の緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大され、県立学校の休校期間の延長が

発表されたこと等を受け、菊川市教育委員会は、４月 26日までとしていた臨時休

業期間を５月 10日(日曜日)まで延長することとしました。 

（２）市役所出勤者数縮減の取り組みについて

○時差出勤の励行

職場内等で、接触機会の低減等のため、菊川市職員の時差出勤勤務制度に関す

る規程（平成 27 年訓令第 11 号）第４条第３号に規定する「その他市長が特に認

めるとき。」を適用し、時差出勤を実施します。 

  特に公共交通機関を利用して通勤している職員については、「三つの密」を避け

るため積極的に活用することとします。 



【参考】菊川市職員の時差出勤勤務制度に関する規程 

第４条 所属長は、公務の都合上、次の各号のいずれかに該当する場合において、

所属の業務の遂行に支障が生じ、又は市民サービスが低下することがない範囲で、

別表に定める勤務時間及び休憩時間（以下「勤務時間等」という｡)の区分により

所属職員に対して時差出勤勤務を命ずることができる。 

(1) 会議、審査会、説明会、催事、市民との交渉又は徴収等の対外的業務において、

事前に通常の勤務時間以外での勤務が計画されているとき。

(2) 定期的に実施しなければならない業務において、事前に通常の勤務時間以外で

の勤務が計画されているとき。

(3) その他市長が特に認めるとき。

別表（第４条関係）

区分 勤務時間 休憩時間 

Ａ型  午前６時 15分から午後３時 00分まで 午後０時から午後１時まで 

Ｂ型  午前７時 15分から午後４時 00分まで 

Ｃ型  午前９時 15分から午後６時 00分まで 

Ｄ型  午前 10 時 15分から午後７時 00分まで 

Ｅ型  午前 11 時 15分から午後８時 00分まで 午後５時から午後６時まで 

Ｆ型  午後０時 15分から午後９時 00分まで 

Ｇ型  午後１時 15分から午後 10 時 00分まで 

○出勤者の削減

４月 27 日（月）から５月８日（金）の開庁期間内、各所属部署でローテーショ

ンを組むことなどによって、各職員２日間は連続して年次有給休暇を取得し、出

勤者の数を減らすように努めることとします。

※休暇取得のイメージ

Ａパターン：４月 27日（月）・４月 28日（火）の２日間

Ｂパターン：４月 30日（木）・５月  １日（金）の２日間

Ｃパターン：５月  ７日（木）・５月  ８日（金）の２日間



[対象事業主]

申請 ・問合先

0537-35-0936上記以外の
事業主の方

商工観光課商工観光係

〈 申請方法 〉 以下の①～④を下記担当課に提出 ※郵送での提出にご協力ください

①交付申請書
②経営状況確認書
③売上高の確認書類又は税理士（会計士）による確認のいずれか
④所在地及び事業開始日のわかる書類（登記簿謄本、確定申告書
の写し、開業届の写し、パンフレット、ホームページの写しなど）
※申請書は市のホームページに掲載しています。

[申請期間]

▶▶▶ 次のすべての要件に該当する事業主

① 市内に主たる事業所又は事業所を有する小規模企業者※であること。

※中小企業基本法における小規模企業者とは
中小企業者のうち、常時使用する従業員が20人（商業またはサービス業に属する事業を主たる事業と
して営む者については５人）以下の事業主

② 新型コロナウイルスの影響を受け、令和２年３月から６月のうち一月の売上高が前年同月比

50%以上減少していること。

③ 前年同月の売上高が40万円以上であること。

④ 従業員を1人以上常時使用していること （専従者を含む）。

⑤ 市内で１年以上事業を営んでおり、かつ今後１年以上事業を営む予定であること。

▶▶▶ １０万円 ※１事業主あたり１回まで

新型コロナウイルスの影響で消費の落ち込みなど経済に影響が出ているなか、売上が大幅
に減少し経営に影響を受けている小規模企業者に対し、雇用の維持と事業の継続のため、
10万円を給付します！

～新型コロナウイルス感染症対策小規模企業者緊急応援給付金～

給付額

１０万円

農林課農業振興係
農業関係の方

[給付額]

▶▶▶ 令和２年４月20日（月）から７月31日（金）まで 平日8：15～17：00の受付

TEL 0537-35-0938

茶業振興課茶業振興係〒439-8650
菊川市堀之内61番地

課行

0537-35-0944TEL

TEL

0537-35-2114（３課共通）FAX

キ リ ト リ
裏
面
も
あ
り
ま
す



新型コロナウイルス感染症対策小規模企業者緊急応援給付金
Ｑ＆Ａ

Ｑ１ 「小規模企業者」とは？

Ａ１

Ｑ２ 「常時使用する従業員」とは？

Ａ２

Ｑ３ 売上減少率の小数点以下の取り扱いは？

Ａ３

Ｑ４ 月の売上高を確認する添付書類は具体的にどんな書類がありますか？

Ａ４

中小企業者のうち、常時使用する従業員が20人以下（卸売業、小売業、サービ
ス業は５人以下）の事業者をいいます。 ※中小企業庁ＨＰより
また、個人の農業者も要件を満たせば対象になります。

労働基準法第20条に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解し
ています。

例えば、日日雇い入れられる者や２箇月以内の期間を定めて使用される者、
試の使用期間中の者などは常時使用する従業員には該当しません。

※中小企業庁ＨＰより

小数点以下を切り捨て、50％以上となっていることが条件となります。

Ｑ５ 申し込みから給付まではどのくらいかかりますか？

Ａ５ おおよそ２～３週間程度のお時間をいただく予定です。

月の売上高を確認できる書類であればどのような形でも構いません。
例えば、確定申告書の収支内訳書や売上台帳、通帳の写しなどが考えられます。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市民・事業者の皆さまへ 

相談・支援の窓口について 

このパンフレットは、新型コロナウイルス感染症により、生活や事業活動に影響を

受けている市民や事業者の皆さまが利用できる相談窓口や支援策の問い合わせ先

をまとめたものです。国や県などの情報も掲載しています。 

4月16日追加 「新型コロナウイルス感染症対策小規模企業者緊急応援給付金」を、菊川市の独自事業として新

たに開始します（６ページ） 

暮らし 

○緊急小口資金特例貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急

かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯に対し、少額の費用の貸付

を行います。

お問い合わせ 菊川市社会福祉協議会 0537-35-3724（平日 8:15～17:00）

○総合支援資金特例貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮

し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対し、生活再建までの間に必要な

生活費用の貸付を行います。

お問い合わせ 菊川市社会福祉協議会 0537-35-3724（平日 8:15～17:00）

○生活相談（生活保護・生活困窮者自立支援事業）
経済的な理由や病気など、身体的に生活を送ることが困難な方の相談を受け付け

ます。

お問い合わせ 福祉課 0537-37-1251（平日 8:15～17:00）

○きくがわこころの健康相談
こころの悩みや病気のこと、社会参加などの相談を受け付けます。

お問い合わせ M ネット（相談支援事業所） 0537-73-1020（平日 9:00～16:00）

令和２年４月16日 16:00 現在 

市民の皆さま 

生活保護 生活困窮者 

自立支援事業 

https://kiku-syakyou.or.jp/business/consultation/
https://kiku-syakyou.or.jp/business/consultation/
http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/fukushi/seikatsuhogo.html
http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/fukushi/seikatufukushi/jiritsushien.html
https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/fukushi/soudan/kokoro.html
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○心配ごと相談
生活、年金、職業、住宅、家庭、健康、精神衛生、財産、老人、児童、母子、父子

の福祉、苦情、人権などの相談を受け付けます。

お問い合わせ 菊川市社会福祉協議会 0537-35-3724（平日 8:15～17:00）

○消費生活相談
商品や訪問販売など契約に関する相談等を受け付けます。

お問い合わせ 菊川市消費生活センター（商工観光課内） 0537-35-0937（平日 8:15～17:00）

税金など 

○市税の猶予相談
市税の納税が困難な方に対する猶予の相談を受け付けます。

お問い合わせ 税務課 0537-35-0910（平日 8:15～17:00）

○水道料金等（水道料金、下水道使用料、平尾コミプラ使用料）の猶予相談
経済的な理由等により水道料金等の支払いが困難な方を対象に、水道料金等の猶

予の相談を受け付けます。

お問い合わせ 菊川市水道料金お客さまセンター 0537-73-1120

水道課 0537-73-1115 下水道課 0537-35-0933（すべて平日8:15～17:00） 

外国籍の方 

○外国人住民相談
外国人住民の生活一般に関すること、生活情報の提供、困りごとや迷いごとに対

する助言や専門機関の紹介を行います。

お問い合わせ 地域支援課 0537-35-0925（平日 8:15～17:00）

仕事 

○特別労働相談窓口
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う賃金等労働条件及び退職、解雇、労働条

件引下げに関する相談を受け付けます。

お問い合わせ 静岡労働局 雇用環境・均等室 054-252-1212

浜松労働基準監督署 総合労働相談センター 053-541-7488 

（平日 8:30～17:15） 

https://kiku-syakyou.or.jp/business/consultation/
https://kiku-syakyou.or.jp/
https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kurashi/shouhiseikatsu/index.html
https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/zeimu/tyousiyuyuyo.html
https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/suidou/shiharaiyuuyo.html
http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/chiikishien/soudanmadoguchi.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/topics/colona2020213_00007.html
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○総合労働相談センター
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う労働条件や労働問題に係る各種相談を受

け付けます。

お問い合わせ 磐田労働基準監督署 総合労働相談センター 0538-32-2205

（平日 8:30～17:15） 

○内定取消者特別相談窓口
内定取消者等を対象に、早期就職支援に関する相談を受け付けます。

お問い合わせ 浜松新卒応援ハローワーク 053-540-0008（平日 9:30～18:00）

○職業紹介・求人情報提供
職業紹介や職業訓練の相談を受け付けます。

お問い合わせ ハローワーク掛川 0537-22-4185（平日 8:30～17:15）

教育 

○教育相談室
教育に関する悩みごと、困りごとについて相談を受け付けます。

お問い合わせ 教育相談室 0537-73-1110（平日 8:15～17:00）

○勤労者教育資金貸付金
教育資金の貸付について相談を受け付けます。

お問い合わせ ろうきん掛川支店 0537-24-5111

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/kikaku01.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/fuzoku/300307.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/hellowork_oshirase/kakegawa/hw-kakegawa.html
https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kosodate/kyouiku/shou_chuugakkou/index.html
https://shizuoka.rokin.or.jp/
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融資制度（利子補給含む） 

○小口特別資金利子補給制度
新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した市内小規模事業者の

設備資金及び運転資金の融資の利子補給が受けられます。

お問い合わせ 商工観光課産業振興係 0537-35-0936（平日 8:15～17:00）

○静岡県経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感染症対応枠）

新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した市内中小企業者の設

備資金及び運転資金の融資の利子補給が受けられます。

【利用要件】 

普通保証 

直近１か月間及びその後２か月間の売上高が前年同期比 10％以上減少等 

セーフティネット４号保証

直近１か月間及びその後２か月間の売上高が前年同期比 20％以上減少等

セーフティネット５号保証

直近１か月間及びその後２か月間の売上高が前年同期比 10％以上減少等（業種指定あり）

危機関連保証 

直近１か月間及びその後２か月間の売上高が前年同期比 15％以上減少等 

お問い合わせ 静岡県商工金融課 054-221-2513 

商工観光課産業振興係 0537-35-0936（平日 8:15～17:00） 

○セーフティネット保証
新型コロナウイルス感染症により経営の安定に支障を生じている中小企業者につ

いて、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

※制度利用には市の認定が必要です。

お問い合わせ 経済産業省 中小企業金融相談窓口 03-3501-1544（平日・休日 9:00～17:00） 

商工観光課産業振興係 0537-35-0936（平日 8:15～17:00） 

○危機関連保証
新型コロナウイルス感染症により経営の安定に支障が生じている中小企業者につ

いて、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

※制度利用には市の認定が必要です。

お問い合わせ 経済産業省 中小企業金融相談窓口 03-3501-1544（平日・休日 9:00～17:00） 

商工観光課産業振興係 0537-35-0936（平日 8:15～17:00） 

事業者の皆さま 

静岡県 

菊川市 

http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/shoukoukankou/koguchitokubetsu.html
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-540/seido/korona.html
http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/shoukoukankou/keizaihendoutaisaku.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm
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○新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、一定の条

件を満たした方は、特別利子補給制度を併用することで、無利子・無担保融資を受

けることができます。

お問い合わせ 日本政策金融公庫 0120-154-505（平日 9:00～17:00）

（国民生活事業）0120-112-476（土日祝日 9:00～17:00） 

（中小企業事業）0120-327-790（土日祝日 9:00～17:00） 

○短期経営改善資金利子補給制度
中小企業等の短期運転資金融資の利子補給が受けられます。

お問い合わせ 商工観光課産業振興係 0537-35-0936（平日 8:15～17:00）

○小規模事業者経営改善資金
商工会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に融資を行います。

お問い合わせ 菊川市商工会 0537-36-2241（平日 8:30～17:15）

＜農業＞ 

○農林漁業セーフティネット資金
自然災害等により農林漁業経営の維持安定が困難な農林漁業者を対象にした長期

資金かつ低利な融資が受けられます。コロナウイルス緊急対応策として、借入の

実質無担保化、限度額の引き上げ、5 年間の無利子化がされています。

お問い合わせ 日本政策金融公庫 静岡支店 054-205-6070

○農業制度資金
規模拡大その他の経営改善のための「農業経営基盤強化（スーパーＬ）資金」、前

向き投資のための「経営体育成強化資金」、施設投資のための「農業近代化資金」

について、コロナウイルス緊急対応策として、実質無担保化、５年間の無利子化が

されています。

お問い合わせ ＪＡ遠州夢咲金融部融資課 0537-73-6924

日本政策金融公庫 静岡支店 054-205-6070 

○ＪＡアグリマイティ－資金
新型コロナウイルス感染症により、経営に影響を受けた農業者について、無利子

の融資（貸付期間 5 年以内、上限 500 万円）が受けられます。

お問い合わせ ＪＡ遠州夢咲金融部融資課 0537-73-6924

○ガイドラインの公表
「農業における新型コロナウィルス感染者が発生したときの対応及び事業継続に

関する基本的なガイドライン」として、発生時の対応がまとめられています。

お問い合わせ 農林水産省生産局技術普及課 03-3593-6497

https://www.jfc.go.jp/
http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/shoukoukankou/chuushoukigyou.html
https://www.jfc.go.jp/
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/attach/pdf/index-7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/attach/pdf/index-7.pdf
https://jayumesaki.ja-shizuoka.or.jp/bank/rent_agri/
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html
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助成金・補助金 

○新型コロナウイルス感染症対策小規模企業者緊急応援給付金 
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが大幅に減少し、経営に影響

を受けている小規模企業者で、一定の要件を満たしている事業主に対して、雇用

の維持と事業の継続のため、給付金による支援を行います。

お問い合わせ 商工観光課商工観光係 0537-35-0936（平日 8:15～17:00）

農林課農業振興係 0537-35-0938（平日 8:15～17:00） 

茶業振興課茶業振興係 0537-35-0944（平日 8:15～17:00） 

○雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して

一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業

手当、賃金等の一部の助成が受けられます。

お問い合わせ 雇用調整助成金 相談コールセンター 0120-60-3999（9:00～21:00 土日祝含む）

静岡労働局 職業対策課 054-271-9970（平日 8:30～17:15） 

ハローワーク掛川 0537-22-4185（平日 8:30～17:15）

○ものづくり・商業・サービス補助金
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等に対し補助が受

けられます。

お問い合わせ 全国中小企業団体中央会 ものづくり補助金事務局

050-8880-4053（平日 10:00～17:00）

○小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の販路開拓等に対し補助が受けられます。

お問い合わせ 菊川市商工会 0537-36-2241（平日 8:30～17:15）

○ＩＴ導入補助金
ＩＴツール導入による業務効率化等に対し補助が受けられます。

お問い合わせ 一般社団法人サービスデザイン推進協議会

0570-666-424（平日 9:30～17:30） 

税金など 

○市税の猶予相談
市税の納税が困難な方に対する猶予の相談を受け付けます。

お問い合わせ 税務課 0537-35-0910（平日 8:15～17:00）

追加

https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/nourin/coronakyuuhukin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.chuokai.or.jp/
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
https://www.it-hojo.jp/2020emergency/
https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/zeimu/tyousiyuyuyo.html
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○水道料金等（水道料金、下水道使用料、平尾コミプラ使用料）の猶予相談
経済的環境の変化に伴う売上の減少等の理由により水道料金等の支払いが困難な

場合を対象として、水道料金等の猶予の相談を受け付けます。

お問い合わせ 菊川市水道料金お客さまセンター 0537-73-1120

水道課 0537-73-1115  下水道課 0537-35-0933（すべて平日 8:15～17:00） 

パンフレットについてのお問い合わせ 

菊川市企画政策課企画係 電話：0537-35-0900 ／ メール:kikaku@city.kikugawa.shizuoka.jp 

https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/suidou/shiharaiyuuyo.html


#きくがわテイクアウト

菊川の飲食店をテイクアウトで応援しよう！

#菊川市インスタグラム緊急応援企画 キャンペーンの詳細はこちら

４.２２(水)- 7.31(金)

市内の飲食店のテイクアウト料理等を撮影

「#きくがわテイクアウト」をつけて投稿しよう！

○投稿方法
市内の飲食店のテイクアウト（持ち帰り）の料理、スイーツ、農産物、ドリ
ンクなどを写真か動画で撮影し、「#きくがわテイクアウト」とハッシュタ
グをつけて、ご自身のインスタグラムに投稿、または他のＳＮＳでの投稿を
インスタグラムでシェアしてください。
菊川市公式アカウントをフォローして投稿すると、市公式アカウントのストー
リーズでシェアされるかもしれません。

○利用規約
・本キャンペーンの全部又は一部について、事前に通知することなく変更または中止す
ることがあります。

・非公開設定や、ハッシュタグのないご投稿は無効とさせていただきます。
・ご投稿いただいた画像は、市の広報活動に利用させていただく場合があります。
・料理や店内撮影など、お店側に許諾をいただいた上で投稿をお願いします。
・本企画は、Instagramが支援、承認、運営、関与するものではありません。
・投稿作品に団体／企業が特定できるものが写っている場合、本キャンペーンの対象外
になることがあります。

・本キャンペーンの投稿にかかるインターネット接続料及び通信料等は投稿者のご負担
となります。

※その他、詳細については市ＨＰにてご確認ください。

#きくがわテイクアウト #きくがわテイクアウト

コロナに
負けるな



資料２ 

菊川市長定例記者会見【令和２年４月２２日】 

㈱セブン‐イレブン・ジャパンと包括連携協定を締結します 

「菊川深蒸し茶」を飲んで免疫力を高めよう！ 

～ 菊川深蒸し茶ティーバッグプレゼント ～ 
担当：企画財政部企画政策課企画係（TEL 0537-35-0900） 

１ 主旨・目的 

㈱セブン‐イレブン・ジャパン（以下、セブン‐イレブン）とは、平成29年11月に「高齢者見守りネッ

トワーク活動に関する協定」を締結していますが、今後、より広い分野で相互に連携、協力することに

より、双方の資源を活用した協働による活動を推進し、地域活性化及び市民サービスの向上に資す

ることを目的として、「包括連携協定」を締結することといたします。

２ 概要 

（１） 締結日  令和２年５月１日（金）コロナウイルス感染症拡大防止のため締結式は行いません。 

（２） 内 容 (1)高齢者の見守り活動及び高齢者支援に関すること (2)環境対策に関す

ること (3)地域経済活性化及び雇用に関すること (4)商業・観光の振興に

関すること (5)地産地消の推進及び市産品の販売促進に関すること など、

9項目について連携していきます。 

（３） 問合せ  菊川市企画政策課（℡ 0537-35-0900） 

（１） 実施日  令和２年５月１日（金）～ 

（２） 場 所  菊川市内セブン‐イレブン （６店舗） 

（３） 内 容  菊川市のセブン‐イレブン店舗に来店したお客様に、菊川深

蒸し茶のティーバッグをプレゼントします。「菊川深蒸し茶」を

飲んで免疫力を高めよう！のチラシも配布し、免疫力を高

める飲み物として「菊川深蒸し茶」をアピールします。 

配布数量：各店舗 300個（ティーバッグ・パンフレットのセット） 

なくなり次第終了となります。 

（４） 問合せ 菊川市茶業協会（℡0537-35-0954）    

菊川市茶業振興課（℡ 0537-35-0944）  

連携事業 
第一弾！ 

包括連携協定について 

菊川深蒸し茶プレゼントについて 

ティーバッグとパンフレットの
イメージ



菊川市と株式会社セブン‐イレブン・ジャパンとの包括提携協定 
 
菊川市（以下「甲」という。）と株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（以下「乙」

という。）は、相互に連携を強化し、菊川市内の一層の活性化と市民サービスの向上

に資するため、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密に連携しながら双方の資源を有効に活用

した協働による活動を推進することにより、地域の諸課題に迅速かつ的確に対応

し、菊川市の一層の活性化及び市民サービスの向上に資することを目的とする。 
  
（連携事項等） 
第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力す

る。 
（１）高齢者の見守り活動及び高齢者支援に関すること。 
（２）環境対策に関すること。 
（３）地域経済活性化及び雇用に関すること。 
（４）商業・観光の振興に関すること。 
（５）地産地消の推進及び市産品の販売促進に関すること。 
（６）健康増進に関すること。 
（７）地域防災への協力に関すること。 
（８）防犯、安全・安心なまちづくり及び青少年の健全育成に関すること。 
（９）その他、相互に連携が必要と認められる事項に関すること。 
 
（意見交換） 
第３条 甲及び乙は、前条各号に定める事項を効果的に推進するため、定期的に協

議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定

する。 
 
（守秘義務） 
第４条 甲及び乙は、本協定に基づく連携に当たり、知り得た事項については、本

協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について守秘義務があ

ることを確認する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではな

い。 

（協定の見直し） 
第５条 甲又は乙のいずれかが、本協定内容の変更を申し出たときは、その都度協

議の上、必要な変更を行うものとする。 
 
（有効期間） 

第６条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から１年間とする。ただし、本協定

の有効期間が満了する１ケ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わ

ないときは、有効期間が満了する日から１年間本協定は更新されるものとし、そ

の後も同様とする。 
 
（その他） 
第７条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し、疑義等が生じた

場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 
  
本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ署名又は記名押印

の上、各自その１通を保有するものとする。 
 

令和２年５月１日 
           

甲 静岡県菊川市堀之内 61 番地 
            菊川市長 

太 田  順 一 
 
           

乙 東京都千代田区二番町８番地８ 
            株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 
            代表取締役社長 
               永 松  文 彦 



菊川市内セブン‐イレブン店舗一覧

店舗名 菊川深蒸し茶
配布店舗

セブンイレブン菊川倉沢店

セブンイレブン菊川和田店

セブンイレブン菊川本所店 ○

セブンイレブン菊川加茂北店 ○

セブンイレブン静岡菊川インター店 ○

セブンイレブン菊川加茂店 ○

セブンイレブン菊川下平川店 ○

セブンイレブン菊川赤土店 ○

全　８店舗 （６店舗）



資料３ 

菊川市長定例記者会見【令和２年４月２２日】 

この自粛生活が続く中、あなたの筋力が危ない！ 

「菊川いきいき体操」のカレンダーと動画で元気になろう！ 

担当：健康福祉部長寿介護課高齢者福祉係 （TEL 0537-37-1254） 

１ 主旨・目的 

新型コロナウイルスの感染症が広がる中で、高齢者の方々が自宅等で過ごす時間が長く

なるようなケースが増加しています。厚生労働省からも「新型コロナウイルス感染症の拡

大防止と介護予防の取組の推進について（その２）」が都道府県を通じ、各市町村にも通

知されました。その中で高齢者が居宅において健康を維持するための留意事項として、「運

動」「食生活・口腔ケア」「人との交流」の３点が示されました。運動のポイントは次の

とおりです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当市でも、市民の皆様、特に高齢者の方の動かない時間を少しでも減らすきっかけの１

つとして、菊川いきいき体操のカレンダー及び動画を、４月22日（水）から市のホームペ

ージに公開します。 

２ 概要 

（１）菊川いきいき体操とは 

   ・平成 30年３月作成 

   ・菊川市立総合病院リハビリテーション科と市で考案 

・いつまでも元気でいるために地域の集まり、ご家族または一人でもできる体操 

・基本運動、ゆったり体操、足の運動、腰まわりの運動、バランス運動、床上ででき

る運動、整理体操の７コース全 23種類の体操で構成 

高齢者が居宅において健康を維持するための留意事項（抜粋） 
○ 運動のポイント 
 「動かない」（生活が不活発な）状態が続くことにより、心身の機能が低下して「動け

なくなる」ことが懸念されます。また、転倒などを予防するためにも、日頃からの運動が

大切です。 
 ・人混みを避けて、一人や限られた人数で散歩する。 
 ・家の中や庭などでできる運動（庭いじりや片付け、立位を保持した調理等）や農作業

等で身体を動かす。 
 ・座っている時間を減らし、足踏みをするなど身体を動かす。 



（２）カレンダー、動画作成の経緯 

当市では平成28年から、運動を目的とした地域の居場所やサロン等を支えるボランテ

ィアを養成するため、「筋力アップ応援隊養成講座」を開催しており、講座を修了した筋

力アップ応援隊は菊川いきいき体操等の地域での普及に取り組んでいます。また、市で

も出前行政講座や体操教室を開催し、体操の普及に努めてきました。 
 菊川いきいき体操をさらに広めるため地域の集まりや自宅でもできるようにするため

には、いつでもどこでも気軽にできるツールが必要と考えました。 
そこで、菊川市立総合病院リハビリテーション科、筋力アップ応援隊の協力のもと、

令和２年３月にカレンダーと動画を作成しました。 

（３）カレンダー、動画の特徴 

  ①カレンダー 

・筋力アップ応援隊の皆さんがモデルです。 
・７つのコースを曜日で分け、１週間で全23種類の体操を網羅できます。 
・家のわかりやすい場所に貼ることで、やりたい時にできるようになっています。 

  ②動画 

   ・菊川市立総合病院リハビリテーション科の理学療法士がモデルです。 
   ・ピアノ演奏はボランティアでピアノ講師にお願いしました。 
   ・撮影からナレーション、字幕等すべて長寿介護課職員の手作りです。 
   ・皆さんが知っている童謡に乗せて、体操ができるようになっています。 

（４）カレンダー、動画の見方 

菊川市ホームページから、「菊川いきいき体操」で検索してください。カレンダーはダ

ウンロードできるようになっています。動画は動画サイトに飛び、再生されます。 

（５）今後の活用について 

・筋力アップ応援隊養成講座を受講された方（令和２年夏頃実施予定） 

全員にカレンダー、DVDをお渡しします。 

・菊川いきいき体操教室に参加された方（春・秋２コース実施） 

    全員にカレンダーをお渡しします。 

    希望者には、何も保存されていない DVD をお持ちいただき、ダビングしてお渡し

します。 

・出前行政講座「足腰おたっしゃ講座～菊川いきいき体操で健康上手～」を受けてい

ただいた方 

全員にカレンダーをお渡しします。 

グループに１枚 DVDをお渡しします。 

  ・カレンダーのダウンロードが難しい等、印刷したものを希望する方にもお渡しする

ことができますので、担当課にご相談ください。 







資料４ 

菊川市情報発信資料 

 

情報提供日：令和２年４月22日 

問い合わせ：企画財政部企画政策課  

ICT推進係（℡：0537-35-0900） 

送信者：菊川市秘書広報課（0537-35-0924） 

（件名） 菊川市の地図情報 

きくのんマップを公開します 
  

１ 主旨・目的 

  菊川市内の様々な地図情報を見ることができる「きくのんマップ」を公開します。 

  きくのんマップは、パソコンやスマートフォンから、公共施設や避難場所の位置、土

地利用上の規制地域といった情報を地図上で調べることができます。また、観光スポッ

トや昔の菊川市の写真もあわせて公開します。市が地図上で昔の写真を公開することは

県内初となります。 

  今ある地図以外にも市民の要望を受けて新たな情報を追加することもできますので、

市民の皆さんと一緒に菊川市の地図を作っていきたいと考えています。 

２ 概要 

（１） 公 開 日 

 令和２年４月23日（木） 

 

（２） 公開内容 

   ○ 施設情報 

     公共施設、ごみステーション 

   ○ 防災情報 

     AED、消火栓、防火水槽、指定緊急避難地 

   ○ まちづくり情報 

     都市計画、屋外広告物規制、建築基準法道路、農業振興地域 

   ○ 魅力情報 

     菊川ブランド、菊川るるぶ、菊川町郷土かるた 

     菊川写真ヒストリア（昔の菊川市の写真） 

  



資料５ 

菊川市情報発信資料 

 

情報提供日：令和２年４月 22 日 

問い合わせ： 総務部 地域支援課  

市民協働係 （Tel : 0537-35-0925）      

送信者：秘書広報課（0537-35-0924） 

（件名）外国人が安心して暮らせるよう 

常設の外国人住民相談窓口を開設しました 

１ 主旨・目的 

外国人が安心して暮らすことができるように、国の交付金を活用し、既存の外国

人相談窓口を拡充しました。 

窓口では生活一般に関する相談や、生活情報の提供、困りごとや迷いごとに対す

る助言や専門機関の紹介を行うほか、日本語教室や暮らしのルールなどの情報提供

なども行います。 

相談可能な言語はポルトガル語、スペイン語、英語、日本語です。また、電話映

像通訳やポケトークによる多言語での対応も実施しています。 

２ 概要 

（１）相談員が対応できる日時 

午前８時 15分から午後５時まで（△は午前９時から） 

土日祝日と 12 月 29 日から１月３日は休み 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

ポルトガル語 △ 〇 △ 〇 △ 

スペイン語 △ △ △ △ △ 

英語 午前のみ  午前のみ  午前のみ 

日本語 〇 〇 〇 〇 〇 

・火曜日と木曜日の午前のみ、小笠支所でも相談を受け付けるができます。 

・テレビ電話通訳で相談できる言葉は英語、中国語、韓国語、タイ語、ロシア語、ベト

ナム語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、タガログ語です。 

（２）相談の方法 

窓口、電話、メールで相談できます。（※電話相談は相談員がいる時間のみ） 

（３）場所 
菊川市役所庁舎東館プラザきくる２階 地域支援課（静岡県菊川市堀之内 61） 

（４）連絡先  
菊川市総務部地域支援課市民協働係 TEL 0537-35-0925 FAX 0537-35-0977 

E-Mail tabunka@city.kikugawa.shizuoka.jp 



菊川市 
外国人 相談 窓口

きく がわ  し

がい こく じん　そう だん　 まど ぐち

外国人が 安心して暮らすことができるように　

案内をするところ

がいこくじん　  あんしん       く

あんない

げつようび

月曜日
かようび

火曜日
すいようび

水曜日
もくようび

木曜日
きんようび

金曜日
ぽるとがるご

ポルトガル語

にほんご

日本語

すぺいんご

スペイン語
えいご

英語
ごぜん　　　

午前のみ
ごぜん　　　

午前のみ
ごぜん　　　

午前のみ
　 　

HP はこちら

        窓口でできること

困りごとや　心配ごとの相談

日本語教室や　暮らしのルールを知る

ほかにも　困っていることがあれば　なんでも相談してください

1

2

3

4

5

まどぐち

        相談員がいる 時間と曜日

午前 8 時 15 分から午後 5 時まで（△は午前 9 時から）

祝日と 12 月 29 日から１月３日は休み

そうだんいん　　　　　　じ  かん　  よう び

火曜日と木曜日の午前のみ、ポルトガル語・スペイン語相談員は、小笠支所にいます。

        テレビ電話通訳で 相談できる言葉

英語、中国語、韓国語、タイ語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、

フランス語、タガログ語

　　　　 でん わ つうやく    そうだん　　　 　こと ば

        相談の方法

窓口、電話、メールで 相談できます。お金は かかりません。

電話での相談は 相談員がいる時間にお願いします。

そうだん   ほうほう

TEL   0537-35-0925　FAX   0537-35-0977   E-Mail   tabunka@city.kikugawa.shizuoka.jp

        窓口の場所と連絡先

場所：菊川市役所庁舎  東館２階  地域支援課 ( 静岡県菊川市堀之内 61）

連絡先：菊川市 総務部  地域支援課  市民協働係

まどぐち　　ば しょ 　れんらくさき

こま              　　　しんぱい　　  　　そうだん

 に ほん ごきょうしつ　　　  く        　　 る  ー  る      し

                   こま                                                  そうだん

 ご ぜん　  じ      ふん       ご  ご     じ                   ご ぜん    じ

しゅくじつ　　　　　　がつ　　　にち　　　　　がつ　　にち　　やす

か よう び    もくようび     ご ぜん           ぽ    る     と     が    る     ご                す    ぺ     い    ん   ご そうだんいん                       お  がさ し しょ

えい ご    ちゅうごくご    かんこくご     た     い    ご       ろ    し    あ    ご       べ     と    な    む     ご               ぽ    る     と    が    る     ご               す    ぺ      い    ん    ご

 ふ    ら     ん    す     ご      た     が    ろ    ぐ    ご    

まどぐち　でん わ     め   ー   る     そうだん                　　　 かね

　  でん   わ  　　       そうだん    そうだんいん　　　　　　じ    かん　　　       ねが

 ば しょ　  　　きくがわ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       やくしょちょうしゃひがしかん　 かい   ち  いき し  えん  か     しず おか けんきくがわ   し ほり   の   うち

 れんらくさき　　きくがわ    し　そう    む      ぶ　　ち     いき  し    えん  か　　し  みんきょうどうかかり

日本 語



＊Ogasa Branch: On Tuesday and Thursday from 8 : 15 am to 12 : 00 noon by Portuguese and Spanish
＊Sucursal Ogasa, atendimento em português e espanhol às terças e quintas-feiras entre 8.15～ 12.00.

Monday
Segunda-feira

Tuesday
Terça-feira

Wednesday
Quarta-feira

Thursday
Quinta-feira

Friday
Sexta-feira

Portuguese
Português

Japanese
Japonês

Spanish
Espanhol
English
Inglês 8：15～ 12：00 8：15～ 12：00 8：15～ 12：00　 　

Kikugawa City Assistance Desk
for Foreigners
The place to guide foreign residents so that they can live
 with peace of mind

Cidade de Kikugawa - 
Consultoria para Estrangeiros
Informações e serviços para comodidade cotidiana
destinado aos estrangeiros

Kikugawa City Assistance Desk
for Foreigners
The place to guide foreign residents so that they can live
 with peace of mind

Cidade de Kikugawa - 
Consultoria para Estrangeiros
Informações e serviços para comodidade cotidiana
destinado aos estrangeiros

our HP
HP aqui

        Offered Services / Serviços da consultoria
Consultation about the difficulties and concerns
Getting the information of Japanese language classes and the rule of living
Consultation about any other troubles
Consultas sobre dificuldades e preocupações.
Curso do idioma japonês, informações sobre regras sociais de convivência.
Outras consultas, conforme a necessidade do consulente.

1

        Working Days and Hours of Counselors
        Atendimento da Consultoria e disposição de consultor.
From 8 : 15 a.m. to 5 : 00 p.m.（△→Available from 9 : 00 a.m.）
Closed on Saturday,Sunday, public holiday and between December 29 and January 3
Horário de atendimento: Entre 8.15 e 17 horas. (△ a partir das 9 horas.)
Fechado aos sábados, domingos, feriados nacionais e final de ano, entre 29 de dezembro e 3 de janeiro.

2

        Languages of Consultation with the TV Phone Interpretation Services
        Idiomas a consultar com tradutor via virtual.
Consultation is also available with the TV phone by the following languages
English, Chinese, Korean, Thai, Russian, Vietnamese, Portuguese, Spanish, French, and Tagalog
Inglês, chinês, coreano, tailandês, russo, vietnamita, português, espanhol, francês, tagalo.

3

       How to get the consultations / Disposição de atendimento
Consultation can be made by visiting the assistance desk of City Hall, by phone call, and by sending e-mail to us.
No service charge for consultation.
※ Consultation by phone call can be accepted only within the working hours of the counselors.
Diretamente na consultoria, via telefônica ou mensagem eletrônica. Atendimento gratuito.
※ Atendimento telefônico somente em horário de expediente.

4

       Address of the Assistance Desk / Local e contato da consultoria
Address：Chiiki Shien-Ka, Kikugawa City Hall (East Hall) 2F, 61 Horinouchi,Kikugawa-City, Shizuoka Prefecture
Contact：Shimin Kyodo-Kakari, Chiiki Shien-Ka, Somu-Bu, Kikugwa City
Local: Edifício leste da Prefeitura Municipal Kikugawa, setor Chiiki Shien Shizuoka ken, Kikugawa shi, Horinouchi 61.
Contato: Kikugawa shi Sōmu bu Chiiki Shien ka Shimin Kyōdō kakari
 TEL   0537-35-0925　FAX   0537-35-0977   E-Mail   tabunka@city.kikugawa.shizuoka.jp

5

English Português
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