
(1)　事業概要

　　 ２日間、秋の「収穫」にちなんだ出店を実施。10月15日（土）には呈茶等

 　でお客様をおもてなしする｢お茶の湯接待｣を実施。

(2)　出店数・呈茶ブース数

　 ①　駿府ふるさと収穫祭　出店数

　　　 43店

　 ②　お茶の湯接待　呈茶ブース数

　　　 3ヶ所

実施場所 　　静岡市街地（葵区紺屋町地内ほか）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名 　　駿府ふるさと収穫祭・お茶の湯接待

実施主体
（所管課）

　　静岡市中央商店街連合会

実施期間
　　①駿府ふるさと収穫祭：平成28年10月15日（土）・10月16日（日）
　　②お茶の湯接待：平成28年10月15日（土）



(1)　事業概要

　　 お茶に関する最新の情報を提供するとともに、新しい愉しみ方を提案し、

 　お茶を通した一層の交流を進め、茶文化の普及、需要創造のためプログラム

　 を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．産業プログラム

　　　　 ワールドO-CHAメッセ、チャドコロピクニック、

　　　　 世界緑茶コンテスト2016、茶の産業・文化交流ツアー

　　 イ．文化プログラム

 　　　　茶の愉しみ～時空を越えて～、世界大茶会、富士山大茶会、

　　　　 茶と音楽のコラボレーション、お茶とスイーツのコラボレーション

　　 ウ．学術プログラム

　 　　　世界緑茶会議2016、O-CHA学術セミナー

　　 エ．学術プログラム

 　　　　テイスティング・フェスティバル、お茶体験講座「喫茶楽塾」、

　　　　 第16回静岡県お茶カルタ選手権、産業・文化セミナー

　　 オ．学術プログラム

　　　　 東アジア［食と農］地域フォーラム、ティータイム・コンサート、

　　　　 韓国語スピーチ大会

(3)　参加者数

　　 110,500人

事業名 　　第6回世界お茶まつり　秋の祭典

実施主体
（所管課）

　　第６回世界お茶まつり実行委員会（静岡県経済産業部お茶振興課内）

実施期間 　　平成28年10月27日(木)～平成28年10月30日(日)

実施場所 　　グランシップ（駿河区池田地内）

事業内容

実施状況



(1)　事業概要

　　 「静岡のお茶」の中から各店舗が「冷茶ボトル」にて提供するキャンペ

　 ーンを実施。

(2)　実施内容

　 ①　実施店舗

事業名 　　市内飲食店での「冷茶ボトルキャンペーン」

実施主体
（所管課）

　　静岡県飲食業生活衛生同業組合静岡支部

実施期間 　　平成28年 7月15日(金)～平成28年 9月30日(金)

　食彩 岩生

　ぽん吉

　居酒屋たぬき　

　割烹 三日月

　寿し市

所在地

　葵区西草深町28-4

　葵区人宿町二丁目4-5　居酒屋 福助

　あさひ

店舗名

　葵区両替町二丁目5-8-2F-D

　葵区常磐町一丁目1-3-1F

　葵区沓谷五丁目9-5

実施状況

No.

2

4

6

8

1

3

11

実施場所 　　市内飲食店13店舗（葵区西草深町地内ほか）

事業内容

5

7

9

　忠ちゃん

　萬福酒家

　くいもんや華音

　葵区七間町10-11

　葵区七間町9-5-1F

　葵区鷹匠二丁目5-12-1F　てんぷら　成生

　料理と咲け　とが路

　日本酒処　きんのお燗

　葵区人宿町一丁目3-17

　葵区七間町13-13

　葵区昭和町3-5-1F

　葵区常磐町一丁目5-7

　葵区常磐町一丁目2-1-1F

12

13

10



(1)　事業概要

　　 客船の寄港に合わせ、清水マリンターミナル内で外国人乗船客向けにお茶

　 会の体験等を実施。（期間中４回実施）

(2)　実施内容

　 ①　実施客船

　　　 平成28年 9月20日（火）「セレブリティ・ミレニアム」

 　　　平成28年10月 5日（水）「シルバー・シャドー」

　　　 平成28年10月12日（水）「ロストラル」

 　　　平成28年10月17日（月）「セレブリティ・ミレニアム」

(3)　実施回数

　　 4回

実施期間 　　平成28年 9月20日(火)～平成28年10月17日(月)

実施場所 　　清水港日の出埠頭（清水区日の出町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名 　　客船歓迎事業

実施主体
（所管課）

　　清水港客船誘致委員会



(1)　事業概要

　　 市内宿泊施設にて、「静岡市のお茶」の呈茶等でお客様をおもてなしする

　 事業を実施。

(2)　実施内容

　 ①　施設別実施期間

6 月 13 日 (月) ～ 6 月 30 日

7 月 1 日 (金) ～ 7 月 29 日

9 月 12 日 (月) ～ 10 月 11 日

実施主体
（所管課）

　　静岡市ホテル旅館協同組合

実施期間 　　平成28年 6月13日(月)～平成28年10月19日(水)

実施状況

施設名（所在地） 実施期間

 油山温泉 油山苑（葵区油山2215-2） (木)

実施場所 　　市内宿泊施設3施設（葵区油山地内ほか）

事業内容

 静岡ホテル時之栖（駿河区曲金六丁目1-54） (金）

 浮月楼（葵区紺屋町11-1） (火）

事業名 　　市内宿泊施設でのおもてなし



(1)　事業概要

　　 静岡市「お茶の日」に関するのぼり旗を市役所各庁舎に掲揚。

(2)　掲揚場所

　　 静岡市役所　蒲原支所


　　 静岡市役所　駿河区役所


 　　静岡市役所　清水区役所

(3)　掲揚内容

　　 『11月1日は、静岡市「お茶の日」です。』

実施場所 　　静岡市内（清水区蒲原新田地内ほか）

事業内容

実施状況

【市役所清水庁舎】 【市役所蒲原支所】

事業名 　　静岡市「お茶の日」のぼり旗の掲揚

実施主体
（所管課）

　　静岡市茶業振興協議会

実施期間 　　平成28年10月11日(火)～平成28年11月 2日(水)



(1)　事業概要

　　 「お茶のまち静岡市ラッピングタクシー」利用者に対し、特典として景品

　 をプレゼント。

(2)　配布物

　 ①　静岡本山茶

　　 　1,000個

　 ②　清水のお茶

　　 　1,000個

実施場所 　　静岡市内

事業内容

実施状況

事業名
　　「お茶のまち静岡市ラッピングタクシー」プレゼントキャン
ペーン

実施主体
（所管課）

　　静岡市タクシー協議会

実施期間 　　平成28年10月15日(土)～



(1)　事業概要

　　 静岡県内のお茶生産者・流通業者が自慢のお茶を持ち寄り自らお茶の説明

 　をする。実際に飲んで、気に入ったお茶の購入もできる。

(2)　実施内容

　 　 ①　企画内容

　　 ア．静岡県内の茶店や茶生産家、茶関係団体によるお茶の試飲・販売




　　 イ．茶器やお茶を使用したお菓子関連商品の販売

　 　ウ．駿河総合高校生徒がデザインしたミニ茶箱の投票

(3)　出店者・入場者

　 ①　出店者

　　　 20店

　 ②　入場者

　　　 約250人

【実施状況①】 【実施状況②】

実施期間 　　平成28年10月16日(日)

実施場所 　　（株）静岡茶市場（葵区北番町地内）

事業内容

実施状況

事業名 　　第四回逸品お茶会

実施主体
（所管課）

　　日本茶インストラクター協会静岡県支部



(1)　事業概要

　　 お茶の楽しみ方や作法など話を交えて、静岡市で活動する5流派による茶会

　 を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　 　ア．市民大茶会

　　　 　駿府城公園紅葉山庭園を会場に、抹茶席・煎茶席を実施

　　　　 （小笠原流、裏千家）

　 　イ．清水茶道大会

　　　　 清水テルサを会場に、本席・立礼席・野点席を実施

　　　　 （千家流不白派、表千家、静風流）

(3)　参加者数

　 ①　市民大茶会

　　　 431人

　 ②　清水茶道大会

　　　 970人

【市民大茶会】 【清水茶道大会】

　　①市民大茶会　：平成28年10月16日(日)　10:00～15:00
　　②清水茶道大会：平成28年10月23日(日)　9:30～15:00

事業名 　　第12回静岡市芸術祭「市民大茶会・清水茶道会」

実施主体
（所管課）

　　静岡市文化協会

実施期間

実施場所 　　駿府城公園紅葉山庭園ほか（葵区駿府城公園地内ほか）

事業内容

実施状況



(1)　事業概要

　　 第11回全国市議会議長会研究フォーラムで全国から訪れる市議会議員に対

　 し、静岡茶のおいしさを知っていただくため、お茶でおもてなしを実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．前夜祭での静岡産水出し煎茶による乾杯

　　 イ．フォーラム参加者へ呈茶によるおもてなし

(3)　呈茶実績

　 ①　前夜祭での静岡産水出し煎茶による乾杯

　　　 33名

　 ②　フォーラム参加者への呈茶数

　　　 約1,600杯

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名
　　第11回全国市議会議長会研究フォーラムｉｎ静岡でのおもて
なし

実施主体
（所管課）

　　第11回全国市議会議長会研究フォーラム実行委員会

実施期間 　　平成28年10月18日(火)・19日(水)・20日(木)

実施場所 　　グランシップ（駿河区池田地内）

事業内容



(1)　事業概要

　　 「静岡市のお茶」を紹介するとともに、お茶のまち静岡市の情報発信拠点

　 である「喫茶一茶」や静岡市「お茶の日」のPRを実施。（期間中7回実施）

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．茶の無料サービス

　　 イ．チラシ等の配布

　　 ウ．静岡市茶っきり娘・一茶くんによるおもてなし

　　 エ．各種のぼり掲揚

(3)　呈茶実績

　 ①　温茶

　　　 18,200杯

実施場所 　　JR静岡駅北口地下広場イベントスペース（葵区黒金町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名 　　秋の茶まつり

実施主体
（所管課）

　　静岡茶商工業協同組合

実施期間
　　平成28年10月22日(土)～平成28年11月 6日(日)
　　(10月22日、23日、29日、30日、11月3日、5日、6日)



(1)　事業概要

　　 春に茶壺に詰めた静岡本山茶を保管・熟成させ、井川大日峠お茶蔵より蔵

 　出しし、市街地を経て久能山東照宮へ届け、奉納する一連行事を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．井川大日峠お茶蔵にて「蔵出しの儀」「安全祈願式」を実施

　　 イ．静岡茶市場にて「出発式」を実施

　　 ウ．静岡市街地（静岡茶市場～青葉緑地～駿府城公園）にて「お茶壺道中

　　　 行列」を実施

　　　 ※　途中、青葉緑地にて呈茶を実施

　　 エ．久能山東照宮拝殿にて「献茶奉告祭」「口切りの儀」を実施

実施場所
　【蔵出しの儀・安全祈願式】 井川大日峠お茶蔵（葵区井川地内）
　【出発式・お茶壺道中行列】 静岡茶市場～青葉緑地～駿府城公園
　【献茶奉告祭・口切りの儀】 久能山東照宮拝殿（駿河区根古屋地内）

事業内容

実施状況

【口切りの儀】【お茶壺道中行列】

事業名 　　第34回駿府本山お茶壺道中行列・口切りの儀

実施主体
（所管課）

　　駿府本山お茶まつり委員会

実施期間 　　平成28年10月23日(日)



(1)　事業概要

　　 来場者へお茶の日啓発物品を配布し、電光掲示板にてお茶の日を案内。ハ

　ーフタイムには、横断幕を持ちスタジアム内でのPRを実施。

(2)　当日入場者数

　　 12,159人

(3)　啓発物品配布数

　　 静岡市「お茶の日」ウェットティッシュ 1,500個

　　 「静岡市のお茶」一煎パック 1,500個

　　 静岡市「お茶の日」啓発チラシ 1,500個

実施場所 　　IAIスタジアム日本平（清水区村松地内）

事業内容

実施状況

【ハーフタイムでのPR】【電光掲示板での案内】

事業名 　　清水エスパルスホームゲームでの「お茶の日」PR

実施主体
（所管課）

　　静岡市茶業振興協議会

実施期間 　　平成28年10月23日(日)



(1)　事業概要

　　 葵区藁科地区の特徴ある茶を集めたコンテストを開催

(2)　実施内容

 　　地域の特徴あるお茶の発掘と生産者の意欲向上を目的に、藁科茶業委員会が

 　藁科地区茶品評会「わらしな本山茶杯（カップ）」を静岡茶市場で開催。

　　 消費者や日本茶インストラクターなど50人が審査員となり、自分でお茶を淹　　

　 れ、気に入ったものに投票。

(3)　出品数

 　　26点

事業名 　　わらしな本山茶杯（わらしなほんやまちゃかっぷ）

実施主体
（所管課）

　　JA静岡市藁科茶業委員会

実施期間 　　平成28年11月 1日（火）

実施場所 　　(株)静岡茶市場（葵区北番町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】



(1)　事業概要

　　 静岡市のお茶を味わう茶席を設け、啓発グッズ配布などを含めたイベント

　 を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．我流茶席

　　　　 「静岡市のお茶」や静岡市「お茶の日」に関する説明を受けながら、お

　　　　茶を楽しむことができる茶席を設置（提供茶：静岡市のお茶）

　　 イ．お茶の日啓発グッズの配布

　　　　 クリアフォルダに静岡市「お茶の日」等関連資料を挟み込み、周辺通行

　　　 者へ配布

(3)　呈茶・配布実績等

①　我流茶席呈茶数

　　700席

②　お茶の日啓発グッズ配布数

　　500セット

実施主体
（所管課）

　　静岡市茶業振興協議会

実施期間 　　平成28年11月 1日(火)　10:00～15:00

実施状況

実施場所 　　JR静岡駅北口地下広場イベントスペース（葵区黒金町地内）

事業内容

【実施状況②】【実施状況①】

事業名 　　静岡市「お茶の日」啓発イベント



(1)　事業概要

　　 清水茶のれん会に加盟する各店舗にて割引等を実施。

事業名 　　清水茶のれん会「お茶の日」キャンペーン

実施主体
（所管課）

　　清水茶のれん会

実施期間 　　平成28年11月 1日(火)～平成28年11月 6日(日)

実施場所 　　清水区内茶小売店9店舗（清水区梅田町地内ほか）

事業内容

実施状況



(1)　事業概要

　　 結成寺本堂で献茶式・口切りの儀を執り行った後、境内での餅つき、地元

　 特産物の即売等と合わせ、煎茶・手揉茶・抹茶の茶席を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．結成寺本堂にて、煎茶・抹茶（本席）・子ども茶席を設け、呈茶を実施

　　 イ．境内にて、野点抹茶席を設け、呈茶を実施

　　 ウ．山門にて、手揉保存会による実演と手揉茶の茶席を設け、呈茶を実施

　　 エ．町内各区・老人会・朝市グループによる農産物や軽食の販売を実施

　　 オ．餅つきを行い、振る舞餅を実施

　　 カ．内牧公民館にて、地域住民制作の作品を展示

　　 キ．美和中学校生徒のボランティアによる、茶席お運び等の体験を実施

(3)　参加者数

　 ①　来場者総数

　　　 1,600人程度

　 ②　総茶席数

　　　 2,500席

実施状況

【来場状況】 【野点席】

事業名 　　第28回　内牧大茶会

実施主体
（所管課）

　　内牧町内会

実施期間 　　平成28年11月 3日(木)　9:00～14:00

実施場所 　　結成寺（葵区内牧地内）

事業内容



(1)　事業概要

　　 様々な種類の静岡本山茶を生産者自らが呈茶する茶席を設け、有料呈茶・

　 販売を実施。また茶室入口外にて静岡本山抹茶体験・茶手揉体験を実施。

(2)　実施内容

　 ①　茶席内容：平成28年11月 5日（土）

※全国茶品評会入賞茶

　 ②　茶席内容：平成28年11月 6日（日）

※全国茶品評会農林水産大臣賞受賞茶

(3)　参加者数

　　 1,056人（茶席利用者）

　森 久功楢尾

　静岡市茶手揉保存会本山

地区 提供者（生産者）

本山 　駿府静岡本山茶※

本山 　静岡市茶手揉保存会

　静岡本山抹茶研究会

楢尾

提供者（生産者）地区

大河内

　森 久子

　大河内地区茶業委員会

小瀬戸

　斉藤 勝弥

本山抹茶 　静岡本山抹茶研究会

T-1

実施状況

本山 　静岡本山茶研究会

本山 　静岡本山茶研究会

新間 　有限会社ネクト※

　高橋 一彰

【T-1グランプリ入賞者呈茶】【紅葉山庭園内での茶席】

　T-1グランプリの学生

事業名 　　駿府本山秋のお茶まつりin紅葉山庭園

実施主体
（所管課）

　　駿府本山お茶まつり委員会

実施期間 　　平成28年11月 5日(土)・6日(日)

実施場所 　　駿府城公園紅葉山庭園（葵区駿府城公園地内）

事業内容

有東木 　白鳥 洋子

本山抹茶

地区 提供者（生産者）

大河内 　大河内地区茶業委員会

黒俣 　勝見 滋

西又

玉川 　佐藤 誠洋

地区 提供者（生産者）



(1)　事業概要

　　 足久保茶・地域特産物・お茶のスイーツ等の販売及び煎茶本席・抹茶野点

　 席を実施し、足久保茶及び足久保地域のPRを実施

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．煎茶本席

　　 イ．抹茶野点席

　　 ウ．地域特産物の販売

　　 エ．お茶を使ったパンの販売

　　 オ．大根の無料配布（1,000本）

(3)　参加者数

　 ①　来場者総数

　　　 10,000人以上

　 ②　総茶席数

　　　 約1,000席

事業名 　　足久保里まつり2016

実施主体
（所管課）

　　足久保学区自治会連合会　里まつり実行委員会

実施期間 　　平成28年11月 6日(日)

実施状況

【会場周辺へののぼり旗掲揚】【公民館での茶席】

実施場所 　　足久保公民館・新光明寺ほか（葵区足久保口組地内ほか）

事業内容



(1)　事業概要

　　 抹茶や粉末茶を家庭で気軽に楽しむ方法をわかりやすく伝える講座を開催。

　 （期間中６回開催）

(2)　実施内容

　 ①　抹茶・粉末茶の定義の説明（日本茶インストラクター）

　 ②　石臼ひきを体験しよう

　 ③　飲んでみよう、抹茶・粉末茶

　 ④　海外における抹茶・粉末茶の流通事情

　 ⑤　アレンジティーを楽しもう！

(3)　参加者数

　　 154人

事業名
　　しずおかO-CHAプラザミニ講座　「普段使いで楽しもう！抹
茶・粉末茶」

実施主体
（所管課）

　　公益財団法人世界緑茶協会

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

実施期間 　　平成28年11月17日(木)～平成28年12月 1日(木)

実施場所 　　しずおかO-CHAプラザ（駿河区南町地内）

事業内容



(1)　事業概要

　　 「おおさわ縁側カフェ」開催日に合わせ、大沢地区のお茶・農産物・加工品

　 の販売や豚汁の無料提供を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．「おおさわ茶」の販売

　　 イ．農産物・工芸品の販売

　　 ウ．地元野菜を使った豚汁の無料配布

(3)　参加者数

　　 約420人

事業名 　　おおさわ縁側カフェ　秋の感謝祭

実施主体
（所管課）

　　大沢振興会

実施期間 　　平成28年11月27日(日)　10:00～14:00

【実施状況①】 【実施状況②】

事業内容

実施状況

実施場所 　　大沢地区内（葵区大沢地内）



(1)　事業概要

　　 「清水のお茶」を始め、「清水の農産品」等のPR、販売を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容（茶席部分のみ）

　　 ア．茶席・抹茶体験

　　 イ．清水のお茶の紹介展示

　　 ウ．緑茶・紅茶のつめ放題販売

(3)　参加者数

　　 40人（茶席利用者）

実施期間 　　平成28年11月27日(日)　9:00～15:00

【実施状況②】

実施場所 　　清水マリンパーク（清水区港町地内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】

事業名 　　アグリフェスタしみず

実施主体
（所管課）

　　清水農業協同組合



(1)　事業概要

　　 地元の生産農家の方の案内と日本茶インストラクターの話を聞きながら、

　 お茶に親しんでもらうウォーキングを実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．大川地区のウォーキング

　　 イ．大川収穫祭への参加

　　 ウ．茶工場の見学

　　 エ．お茶講座

(3)　参加者数

　 　28人

実施主体
（所管課）

　　静岡里山ウォーキングクラブ

実施期間 　　平成28年11月27日(日)

実施場所 　　大川地区内（葵区大川地区内）

事業内容

実施状況

【実施状況①】 【実施状況②】

事業名 　　グリーンウォーキング　～静岡お茶のふる里を歩く～



(1)　事業概要

　　 丸子スイーツ食の祭典に加え、紅茶まつり、緑茶の手揉体験を実施。

(2)　実施内容

　 ①　企画内容

　　 ア．緑茶・紅茶等の試飲販売

　　　　 （緑茶詰め放題の販売）

　　 イ．紅茶カフェ出店

　　　　 （紅茶・菓子のセット販売、休憩所の設置）

　　 ウ．お茶の日チラシ配布

(3)　参加者数

　 　200人

事業名 　　第5回丸子カフェまつり

実施主体
（所管課）

　　NPO法人丸子まちづくり協議会

実施期間 　　平成28年12月17日(土)・18日(日)

【チラシ】

実施状況

実施場所 　　駿府匠宿（駿河区丸子地内）

事業内容


