
(1)　事業概要

　　 特徴あるお茶やお茶スイーツ等の販売、お茶の美味しい入れ方の紹介など

　 「お茶のまち静岡市」を体感できるイベントを実施。

(2)　実施内容

①　大茶店市

　　会場内に出店した全32のブースにて、静岡市のお茶や関連商品の販売・

　展示等を実施。（出店内容は下記参照）

②　「お茶のまち静岡市」紹介・体験コーナー

　　会場内に出店した全7のブースにて、「お茶のまち静岡市」の特色、「お

　茶の美味しい入れ方」や「お茶ツーリズム」等に関する紹介を体験型で実

　施。（出店内容は下記参照）

③　ステージイベント

　　会場内に設置されたステージにて、各種イベントを実施。（実施内容

　は下記参照）

　大道芸パフォーマンス

実施主体

　K-mix WONDER'69 in 静岡市お茶まつり 生放送

　開会式

出演内容

ブース種別

　閉会式

　パルちゃんとじゃんけん大会

　お茶×スイーツ販売ブース 　お茶に合う又はお茶を使ったスイーツ販売

　茶器等の茶関連商品販売　茶関連商品販売ブース

計

　「静岡市のお茶」販売ブース

　16:00

　15:30～

　13:30～

　14:30～

　10:00～

　11:00～

計

1

1

　K-mix

3

5

ブース数

　お茶×料理販売ブース

事業内容

　体験ブース 2

　お茶のまち静岡市・お茶の美味しい入れ方紹介ブース

　茶製造工程紹介ブース

事業名

ブース種別

　　平成28年10月15日(土)　10:00～16:00

　　青葉緑地B1～B5ブロック（葵区呉服町二丁目地内ほか）

　「静岡市のお茶」販売

　　静岡市（農業政策課）

　　第5回静岡市お茶まつり　　※主要事業

実施期間

実施場所

出店概要

実施主体
（所管課）

18

2

7

　お茶に合う又はお茶を使った料理販売

32

ブース数

出演時間

　静岡市（農業政策課）

　静岡市（スポーツ振興課）

　静岡市（農業政策課）

　静岡市消防音楽隊音楽演奏 　静岡市消防音楽隊

　お茶ツーリズム紹介ブース

　みちバタまちナカ演芸団

7



④　お茶の日関連イベントスタンプラリー

　　静岡市「お茶の日」周辺に開催される4イベントにてスタンプラリーを実

　施し、2つ以上のイベント参加者へ抽選で景品をプレゼント。

(3)　出店協力者（順不同）

　 ①　大茶店市

　　 ア．「静岡市のお茶」販売ブース

　　　　　　静岡市農業協同組合、小長井園、黄金茶園、有限会社サランティーしづはた、有限会社クリ

　　　　　ーンティ松野、農事組合法人東豊田共同製茶組合、田宮園、有限会社ネクト、清水農業協同組

　　　　　合、清水茶壱番会、静岡茶商工業協同組合、株式会社マルヒデ岩崎製茶、株式会社浜佐商店、

　　　　　株式会社茶香房静岡、茗広茶業株式会社、株式会社かねはち茶園、てっぺん静岡茶プロジェク

　　　　　ト、静岡市茶業振興協議会、駿府本山お茶まつり委員会、公益財団法人静岡県産業振興財団

　　 イ．お茶×スイーツ販売ブース

　　　　　　静岡県菓子工業組合青年部、清水菓子組合青年部、静岡県洋菓子協会清水支部、ショコラ・

　　　　　ファン、Poron、マエジマ・ベーカリー、静岡県立駿河総合高等学校

　　 ウ．お茶×料理販売ブース

　　　　  静岡県飲食業生活衛生同業組合静岡支部、岩生、韓国風居酒屋食堂 カラン、

　　　　　忠ちゃん、サラデーン、ふじのくに茶ちゃ会（天文本店）

　　 エ．茶関連商品販売ブース

　　　　 静岡商工会議所、atelier Su'、賤機焼秋果陶房

　 ②　「お茶のまち静岡市」紹介・体験コーナー

　　 ア．お茶のまち静岡市・お茶の美味しい入れ方紹介ブース

　　　　 日本茶インストラクター協会静岡市支部

　　 イ．茶製造工程紹介ブース

　　　　 カワサキ機工株式会社

　　 ウ．お茶ツーリズム紹介ブース

　　　　 大沢振興会、静岡市タクシー協議会、しずおか・茶の町コンシェル

　　 エ．体験コーナー

　　　　 静岡市茶手揉保存会、静岡本山抹茶研究会

(4)　来場者数

　　 15,000人程度

事業内容

実施状況

【来場状況②】【来場状況①】



(1)　事業概要

　　 各種媒体を活用し、静岡市「お茶の日」及び本市茶業関連施策に関する広

　 報を実施。

(2)　実施内容

①　ラジオ

平成28年10月24日（月）～28日（金） 各日3回（5分番組中）

平成28年10月29日（土） 1回　　（5分番組中）

　エフエムしみず

平成28年10月16日（日） 1回　　（5分番組中）

平成28年10月15日（土）

平成28年 4月 9日（土）

各日3回（5分番組中）

平成28年 4月 9日（土）

平成28年10月15日（土） 1回　　（5分番組中）

1回　　（5分番組中）

平成28年10月10日（月・祝）～14日（金） 各日2回（5分番組中）

1回　　（5分番組中）

平成28年 9月10日（土） 1回　　（5分番組中）

1回　　（5分番組中）

平成28年10月 8日（土）

実施場所 　　各種広報媒体

広報媒体 広報日時（期間）等

平成28年 4月 4日（月）～8日（金）

平成28年10月10日（月・祝）～14日（金） 各日3回（5分番組中）

平成28年 4月 9日（土） 1回　　（5分番組中）

　シティエフエム静岡

事業名 　　静岡市「お茶の日」広報事業

実施主体
（所管課）

　　静岡市（広報課）

実施期間 　　平成28年 4月～

平成28年 4月10日（日） 1回　　（5分番組中）

平成28年10月 3日（月）～ 7日（金） 各日2回（5分番組中）

1回　　（5分番組中）

平成28年 9月11日（日）

事業内容

各日2回（5分番組中）

平成28年 4月 4日（月）～ 8日（金）

1回　　（5分番組中）

平成28年10月22日（土） 1回　　（5分番組中）

平成28年10月29日（土） 1回　　（5分番組中）

1回　　（5分番組中）
　SBSラジオ

平成28年10月15日（土） 1回　　（5分番組中）

平成28年10月30日（日）

平成28年 9月 5日（月）～ 9日（金） 各日2回（5分番組中）

平成28年10月 9日（日）

平成28年10月16日（日） 1回　　（5分番組中）

1回　　（5分番組中）平成28年10月30日（日）

1回　　（5分番組中）

平成28年 4月10日（日） 1回　　（5分番組中）

平成28年10月24日（月）～28日（金） 各日2回（5分番組中）

平成28年10月29日（土） 1回　　（5分番組中）

平成28年10月31日（月）～ 5日（土） 20回　 （20秒CM）



② テレビ

③　広報紙

④　市政広報ビデオ放送

⑤　静岡市Facebookページ・静岡市Twitter

広報媒体 広報日時（期間）等

1回　　（15秒間）

平成28年10月 1日（土）～15日（土）

平成28年11月 1日（火）～15日（火）

平成28年 9月 1日（木）～ 9月30日（金）

平成28年11月16日（水）～11月30日（水）

　八十八夜 平成28年 5月 1日（日）

広報媒体 広報日時（期間）等

平成28年10月14日（金）

平成28年 4月16日（土）～ 4月30日（土）

1回　　（15秒間）

広報日時（期間）等

　静岡市お茶まつり、しずまえ・オクシズまつり開催

　静岡市お茶の学校受講生募集 平成28年 5月 3日（火）

　冊子静岡お茶カフェ発行 平成28年 5月13日（金）

事業内容

　茶詰めの儀開催 平成28年 5月26日（木）

平成28年10月13日（木）

　第70回全国茶品評会受賞報告 平成28年 9月25日（日）

平成28年11月 1日（火）～15日（火）

平成28年12月16日（金）～12月31日（土）

　広報しずおか

広報媒体 広報日時（期間）等

平成28年10月号　1/2ページ

広報日時（期間）等

平成28年10月 1日（土）～15日（土）

広報媒体

広報媒体（記事内容）

1回　　（15秒間）

平成28年 4月 5日（火） 1回　　（5分番組中）

平成28年10月11日（火） 1回　　（5分番組中）

1回　　（15秒間）

　静岡第一テレビ

　静岡朝日テレビ

　テレビ静岡

　静岡放送

平成28年10月14日（金）

平成28年10月14日（金）

平成28年10月14日（金）

平成28年10月18日（火） 1回　　（5分番組中）

平成28年10月25日（火） 1回　　（5分番組中）

　FM静岡（K-MIX）

実施状況

【広報しずおか(10月号)】 【テレビCM（10月14日）】

　お茶名札PR 平成28年 4月 5日（火）

　トコちゃんねる

　市役所各庁舎
（静岡庁舎、清水庁舎、

　駿河区役所、

　上下水道局庁舎ロビー）



(1)　事業概要

　　 様々な活動をしている団体の皆さんと市長が、活動から感じる市政の課題

　 について、静岡市産のお茶とお菓子、またはランチを楽しみながら意見交換

　 を実施。

(2)　実施内容

　 ①　実施日

　　　 平成28年 7月28日（木）　ほか6回

　 ②　参加団体

　 　　静岡市ホテル旅館協同組合　女性部　10人　ほか

　 ③　テーマ

　　　 “訪れたくなる”“泊まりたくなる”静岡市を目指して！　ほか

実施主体
（所管課）

　　静岡市（広報課）

実施期間 　　平成28年 7月～平成29年 2月

実施場所 　　各回ごとに設定

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名 　　市長とお茶カフェ＆ランチトーク



(1)　事業概要

　　 健康長寿の要因である「お茶と健康」のコーナーを設け、併せて「お茶の

　 日」もPRする。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　 　ア．お茶と健康をテーマに「お茶の効能」を模造紙にて掲載

　 　イ．お茶の日啓発グッズの配布

　 　　　・「お茶のまち　静岡市」リーフレット

 　　　　・静岡市「お茶の日」案内チラシ

　　　　 ・静岡市「お茶の日」ウェットティッシュ

(3)　参加者数

　　 107人

事業名 　　東部保健福祉センター 健康まつり「お茶と健康」PR

実施主体
（所管課）

　　静岡市（葵区役所健康支援課）

実施期間 　　平成28年10月 1日(土)

実施場所 　　東部保健福祉センター（葵区千代田地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】



(1)　事業概要

　　 県内産地の緑茶についての講義と、産地や品種によるお茶の味と香りの違

 　いを楽しむ闘茶体験を通して、総合的にお茶を学ぶ講座を開催。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．静岡市のお茶について

　　 イ．闘茶体験

　　 ウ．おいしいお茶の淹れ方

(3)　参加者数

　　 49人

実施場所 　　大里生涯学習センター（静岡市駿河区中野新田地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名 　　高齢者学級みのり大学大里学級「闘茶体験教室」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（生涯学習推進課）

実施期間 　　平成28年10月 6日(木)　13:30～15:30



(1)　事業概要

　　 「アースカレッジ2016」にて、美味しいお茶の淹れ方から飲み比べの体験

　 講座を開催。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．お茶の美味しい入れ方

　　 イ．闘茶

(3)　参加者数

　　 27人

実施場所 　　葵生涯学習センター（葵区東草深町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名
　　アースカレッジ2016「静岡人の基礎知識！お茶にまつわるエ
トセトラ」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（生涯学習推進課）

実施期間 　　平成28年10月 8日(土)　10:30～11:30



(1)　事業概要

　　 「お茶を楽しみながら、日本型食習慣について考えよう」をテーマにした

 　講座を開催。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．闘茶体験

　　 イ．茶葉を使った料理の紹介・実食

　　 ウ．茶文化と歴史、聖一国師について

(3)　参加者数

　　 23人

事業名 　　社会教育・そでし女性学級

実施主体
（所管課）

　　静岡市（生涯学習推進課）

実施期間 　　平成28年10月11日(火)　13:30～15:30

【実施状況①】 【実施状況②】

実施場所 　　袖師生涯学習交流館（静岡市清水区袖師町地内）

事業内容

実施状況



(1)　事業概要

　　 静岡市「お茶の日」に関する横断幕・懸垂幕を市内各所に掲揚。

(2)　掲揚内容

①　『静岡市「お茶の日」は、11月1日です。』

②　『11月1日は、静岡市「お茶の日」です。』

(3)　掲揚実績

　　 下表のとおり。

事業名 　　静岡市「お茶の日」横断幕等の掲揚

実施主体
（所管課）

　　静岡市（農業政策課）

実施期間
　　平成28年10月11日(火)～11月 2日(水)
　　※　掲揚期間は上記期間内にて実施場所ごとに設定

実施状況

【静岡庁舎　青葉通り側玄関上】 【清水駅東口駐車場】

　清水駅東口駐車場（西側壁面）

実施場所
　【市役所庁舎】静岡庁舎、清水庁舎、駿河区役所（葵区追手町地内ほか）
　【JR駅構内】  JR静岡駅（葵区黒金町地内ほか）
　【その他施設】清水駅東口駐車場（清水区島崎町地内）

事業内容

　平成28年10月11日（火）～11月 2日（水）

掲揚場所

　静岡市役所静岡庁舎（青葉通り側玄関上）

　静岡市役所清水庁舎（清水庁舎正面玄関上）

　JR静岡駅（中央地下道階段上・新幹線改札上）

掲揚期間

　平成28年10月11日（火）～10月31日（月）

　平成28年10月11日（火）～10月31日（月）

　平成28年10月18日（火）～10月30日（日）

　静岡市役所駿河区役所（駿河区役所壁面） 　平成28年10月11日（火）～11月 2日（水）



(1)　事業概要

　　 製茶工場見学や生産者の話、お茶の淹れ方や闘茶体験等を通じて、静岡の

　 お茶について学ぶ、「日本茶」をテーマとしたお茶講座を開催。（全4回講座）

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

(3)　参加者数

　　 平均10.8人／回

事業名 　　長田生涯学習センター「日本茶を飲もう！楽しもう！」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（生涯学習推進課）

実施期間 　　平成28年10月13日(木)～平成28年11月10日(木)

実施場所 　　長田生涯学習センターほか（駿河区寺田地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

実施回 内容

第1回 　小布杉の玉露・啜り茶体験

第2回 　日本茶の合組体験

第3回 　製茶工場の見学

第4回 　お茶の美味しい入れ方と闘茶体験



(1)　事業概要

　　 静岡市「お茶の日」周辺に開催される4イベントでのスタンプラリーを実施

　 し、応募者の中から、抽選で景品をプレゼント。

(2)　対象イベント　 ※　2個以上のスタンプ押印で応募可

　 ①　第5回静岡市お茶まつり

　 ②　第34回駿府お茶壷道中行列・口切りの儀

　 ③　世界お茶まつり2016秋の祭典

　 ④　駿府本山秋の茶まつり in 紅葉山庭園

(3)　応募者数

　　 90人

(4)　景品

　 ①　当選者

※　世界お茶まつり2016協賛企業　㈱ フジドリームエアラインズ提供

　 ②　参加賞

　　　 「静岡本山茶」又は「清水のお茶」一煎パック　　　 

実施場所 　　青葉緑地B1～B5ブロックほか（葵区呉服町二丁目地内ほか）

事業名 　　静岡市お茶の日関連イベントスタンプラリー

実施主体
（所管課）

　　静岡市（農業政策課）

実施期間 　　平成28年10月15日(土)～12月 7日(水)

実施状況

【スタンプラリー　台紙】

29人

4個

スタンプ数 景品 当選人数

・一煎パックセット（静岡本山茶・清水のお茶・静岡市のお茶）

15人

5人

・静岡市のお茶
・1/300 エアクラフトモデル※または飛行機ぬいぐるみ※

・冷茶ボトルと静岡市のお茶のセット
・1/300 エアクラフトモデル※

事業内容

2個

3個



(1)　事業概要

　　 健康長寿の要因である「お茶と健康」のコーナーを設け、併せて「お茶の

　 日」もPRする。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　 　ア．お茶と健康をテーマに「お茶の効能」を模造紙にて掲載

　 　イ．お茶の日啓発グッズの配布

　 　　　・「お茶のまち　静岡市」リーフレット

 　　　　・静岡市「お茶の日」案内チラシ

　　　　 ・静岡市「お茶の日」ウェットティッシュ

(3)　参加者数

　　 301人

実施場所 　　大里保健福祉センター（駿河区中野新田地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名 　　フィエスタ大里 健康まつり「お茶と健康」PR

実施主体
（所管課）

　　静岡市（駿河区役所健康支援課）

実施期間 　　平成28年10月16日(日)



(1)　事業概要

　　 健康長寿の要因である「お茶と健康」のコーナーを設け、併せて「お茶の

　 日」もPRする。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　 　ア．お茶と健康をテーマに「お茶の効能」を模造紙にて掲載

　 　イ．お茶の日啓発グッズの配布

　 　　　・「お茶のまち　静岡市」リーフレット

 　　　　・静岡市「お茶の日」案内チラシ

　　　　 ・静岡市「お茶の日」ウェットティッシュ

(3)　参加者数

　　 259人

実施場所 　　藁科保健福祉センター（葵区羽鳥本町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名 　　藁科保健福祉センター 健康まつり「お茶と健康」PR

実施主体
（所管課）

　　静岡市（葵区役所健康支援課）

実施期間 　　平成28年10月22日(土)



(1)　事業概要

　　 静岡市中央図書館内の展示コーナーにおいて、お茶に関する図書の展示・

　 貸出を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．お茶関連図書の展示

　　 イ．お茶の日の啓発

事業名 　　お茶関連図書の展示

実施主体
（所管課）

　　静岡市（中央図書館）

実施期間 　　平成28年10月27日(木)～平成28年11月23日(水)

実施場所 　　静岡市中央図書館（葵区大岩本町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況】



(1)　事業概要

　　 戦後静岡の地場産業について、静岡の近代史と共に探る講座を開催。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．静岡茶業近代史

　　 イ．静岡模型史

　　 ウ．静岡の地場産業「オルゴール」について

(3)　参加者数

　　 18人

実施場所 　　静岡市駿河生涯学習センター　３階　302活動室（駿河区小鹿地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名
　　駿河生涯学習センター「静岡産業三大噺～お茶・模型・時計
～」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（生涯学習推進課）

実施期間 　　平成28年10月29日(土)　13:30～15:00



(1)　事業概要

　　 11月１日の静岡市「お茶の日」の時期に合わせ、市内の小中学校にて、お茶

　 を使用した給食の提供。

(2)　実施内容

　 ①　実施献立例

　　　 お茶プリン

　　　 はんぺんのお茶フライ

　　　 抹茶蒸しパン

　　　 ホキ米粉お茶フライ

　　　 茶飯

　　　 緑茶パン

　　　 お茶あげパン

　　　 とりにくの茶揚げ

(3)　提供施設数等

　 ①　提供施設数

　　 　28施設

　 ②　提供回数

　　 　延48回

事業名 　　お茶を使った学校給食の提供

実施主体
（所管課）

　　静岡市（学校給食課）

実施期間 　　平成28年11月 1日(火)～平成28年11月30日(水)

実施場所 　　市立小中学校

事業内容

実施状況

【提供献立例②】【提供献立例①】



(1)　事業概要

　　 葵区各地域住民が開催するイベントや見どころを巡る日帰りバスツアー

　 （葵トラベラー）を実施。内牧地区の結成寺を訪れ、お茶席で抹茶や煎茶

　 を試飲する。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 　地域住民が主体的に実施する活動を市民に広く紹介するとともに参加を

　 　促進し、地域活動の活性化を図るため、地域活動参加促進事業「葵トラベ

　 　ラー」を実施。広報、HP等で広く参加者を募集し、バスツアーを実施する

　 　ことにより市民の地域活動への参加を促進した。

　　 　安倍口編として「内牧大茶会」を訪れ、地域住民による呈茶や本山茶の

　 　PR等を支援した。

(3)　参加者数

　　 32人

事業名 　　葵区魅力づくり事業「葵トラベラー安倍口編　内牧大茶会」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（葵区地域総務課）

実施期間 　　平成28年11月 3日(木)

事業内容

実施状況

【野点席】 【抹茶席】

実施場所 　　結成寺（葵区内牧地内）



(1)　事業概要

　　 静岡市営競輪開催時に、ＣＳ放送にてＭＣ等が茶娘衣装を着用して放送し

　 ながら「静岡市お茶の日」のPRを実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　 　ア．静岡市「お茶の日」協賛レースとしてチラシの作成・配布

　 　イ．CS放送

　 　ウ．静岡市「お茶の日」のぼり旗の掲揚

　 　エ．優勝選手副賞として第70回全国茶品評会　農林水産大臣賞受賞

       　茶を使用

実施場所 　　静岡競輪場（駿河区小鹿地内）

事業内容

実施状況

【チラシ】 【CS放送】

事業名 　　静岡市営競輪「静岡市お茶の日」ＰＲ事業

実施主体
（所管課）

　　静岡市（公営競技事務所）

実施期間 　　平成28年11月 7日(月)～平成28年11月 9日(水)



(1)　事業概要

　　 日本茶業界の拡大に貢献したマッケンジー夫妻の自宅にて、静岡の緑茶と

　 紅茶の入れ方、お茶の歴史に関する講座と建物のガイドツアーを実施。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．お茶の歴史

　　 イ．闘茶体験

　　 ウ．お茶の入れ方

　　 エ．茶葉の特徴

　　 オ．パネル展の解説及び施設の魅力や特徴を紹介するガイドツアー

(3)　参加者数

　　 27人

実施場所 　　旧マッケンジー住宅（駿河区高松地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名
　　旧マッケンジー住宅顕彰事業　「～旧マッケンジー住宅で満
喫～　おいしい静岡茶の入れ方とお話し」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（文化財課）

実施期間 　　平成28年11月12日(土)　13:30～16:00



(1)　事業概要

　　 健康長寿の要因である「お茶と健康」のコーナーを設け、併せて「お茶の

　 日」もPRする。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　 　ア．お茶と健康をテーマに「お茶の効能」を模造紙にて掲載

　 　イ．お茶の日啓発グッズの配布

　 　　　・「お茶のまち　静岡市」リーフレット

 　　　　・静岡市「お茶の日」案内チラシ

　　　　 ・静岡市「お茶の日」ウェットティッシュ

(3)　参加者数

　　 847人

実施場所 　　城東保健福祉センター（葵区城東町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名 　　地域交流まつり「お茶と健康」PR

実施主体
（所管課）

　　静岡市（葵区役所健康支援課）

実施期間 　　平成28年11月12日(土)



(1)　事業概要

　　 「ロマン塾はまだ」にて「お茶の美味しい入れ方」と「闘茶体験」に関す

　 る講座を開催。

(2)　実施内容

　 ①　講座内容

　　 ア．静岡茶の話

　　 イ．闘茶

　　 ウ．「淹れ方」を学ぶ

(3)　参加者数

　　 21人

実施場所 　　浜田生涯学習交流館（静岡市清水区浜田町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名 　　ロマン塾はまだ「お茶　美味しい入れ方　闘茶体験」

実施主体
（所管課）

　　静岡市（生涯学習推進課）

実施期間 　　平成28年11月16日(水)　19:00～21:00



(1)　事業概要

　　 静岡市職員等を対象に複数種類の「静岡市のお茶」の購入希望を募り、一

　 括販売を実施。

(2)　販売商品（販売元）

　 ①　葵じまん（JA静岡市茶業センター）

　 ②　幸せのお茶まちこ（JAしみず営農振興センター）

　 ③　本場の、お山の、本山茶。（静岡茶商工業協同組合）

(3)　購入実績

　 ①　購入者数

　　　 154人

　 ②　購入点数

　　　 427点

　 ③　購入金額

　　　 431,850円

事業名 　　市職員等への「静岡市のお茶」一括販売

実施主体
（所管課）

　　静岡市（農業政策課）

実施期間 　　平成28年度12月 9日（金）

【販売商品】

実施場所 　　市役所各庁舎（葵区追手町地内ほか）

事業内容

実施状況


