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１．令和２年度静岡市お茶の日記念事業の概要 

（１） 実施目的 

    静岡のお茶に関する伝統、文化、産業等を守り、静岡市を日本一の茶どころとして

育て次代に継承していくため、茶業者等、市民及び市がそれぞれの役割を理解し、相

互に連携することで、静岡のお茶に関する産業の振興及び市民の豊かで健康的な生活

の向上を図ることを目的に、平成 21年４月に「静岡市めざせ茶どころ日本一条例」を

施行しました。 

    本市では、同条例第９条に基づき、毎年 11月１日を静岡市「お茶の日」として定め、 

静岡市のお茶が持つ魅力を広く発信していくことを目的に、平成 22年度以降、毎年度

『静岡市お茶の日記念事業』を実施しています。 

（２） 実施期間 

    静岡市お茶の日記念事業は、本市が定める静岡市「お茶の日」を中心に、様々な事

業を実施しています。 

 なお、本年度の静岡市「お茶の日」は、次のとおりです。 

    【令和２年度静岡市「お茶の日」】 

     令和２年 11月１日（日） 

（３） 実施事業の内容 

   ① 実施事業 

     まちお茶キャンペーン ほか 29事業 

   ② 実施主体 

     静岡市 ほか４団体 

   ※ 各実施事業の詳細は、３ページ以降を参照。 
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（４） 事業成果 

    本年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、例年主要事業として実施し

ている「静岡市お茶まつり」は中止となりましたが、代替イベントとして、農林水産

省の「茶販売促進緊急対策事業」を活用し、「まちお茶キャンペーン」を実施しました。

新しい生活様式に適応した分散型のキャンペーンにより、市内外からの来場者に「お

茶のまち静岡市」をＰＲすることができました。 

    「静岡市お茶まつり」以外にも中止になったイベントは多く、例年と比較して実施

事業数は少ないものの、各団体が新型コロナウイルス対策に配慮しながら事業を実施

し、お茶の魅力を多くの人に伝えることができました。 

    今後も引き続き、当事業が目的とする『静岡市「お茶の日」及び静岡市のお茶が 

持つ魅力の更なる発信』に向け、茶業者等、市民及び市が一丸となった取組を継続し 

ていきます。 

（５） 次年度に向けた取組方針 

   ① 静岡市お茶の日記念事業の実施団体数及び全体事業規模の拡大 

   ② 静岡市「お茶の日」等に関する更なる情報発信に向けた事業内容の見直し 

   ③ お茶を生活の一部に取り入れるための機会の創出 

   ④ 各事業に関する情報発信の強化 



令和２年度静岡市「お茶の日」記念事業　実施事業一覧

【静岡市主催事業】

2 　首都圏テストマーケティング等実施業務 　静岡市（産業政策課）
　令和２年９月17日（木）～
　令和２年11月30日（月）

　東京ミッドタウンガレリア３階
　The Cover Nippon
（東京都港区赤坂地内）

　静岡県中部５市２町の共同事業として、お茶とお茶請けをテーマに首都圏のセレクト
ショップ内の一角でのテスト販売を実施する。テスト販売を通じて、販売に必要なストー
リー性などの商品力の向上を目指す。

事業概要

1 　まちお茶キャンペーン　※主要事業 　静岡市（農業政策課、広報課）
　令和２年10月16日(金)～
　令和２年11月15日（日）

　静岡駅北口地下広場、市内観光施設、飲
食店、宿泊施設、お茶ツーリズム体験ス
ポット、タクシー車内

【11月１日】のみ
　ハニカムスクエア、駿府ホリノテラス、
葵スクエア、青葉緑地

　市内観光施設等で「静岡市のお茶」を提供するとともに、情報発信拠点として、ＪＲ静
岡駅北口地下広場にある「喫茶一茶」及び「しずチカ」で、特別なお茶メニューの販売や
物販を行う期間限定ショップ「しずチカ茶店　一茶Seasonal」をオープンする。
　また、11月１日の「静岡市お茶の日」には、ハニカムスクエアや駿府ホリノテラスでお
茶が楽しめる仕掛けづくりや、お茶スポットを巡るスタンプラリーなどを実施し、本市来
訪者等に「お茶のまち静岡市」をＰＲする。

No. 事業名 実施主体（所管課） 実施期間 実施場所

5 　藁科生涯学習センター　味わう！学ぶ！藁科のお茶 　静岡市（生涯学習推進課） 　令和２年10月18日（日）
　藁科生涯学習センター
（葵区羽鳥本町地内）

　お茶に関する歴史やお茶の入れ方、藁科地域のお茶についての講演会を行う。

20 　蒲原生涯学習交流館　お茶の講座 　静岡市（生涯学習推進課） 　令和２年11月13日（金）
　蒲原生涯学習交流館
（清水区蒲原新田地内）

　ふじのくに茶ちゃ会から講師を招き、お茶の種類や効能、飲み方等を学ぶ。

13 　長田図書館　お茶の日特設展示 　静岡市（長田図書館）
　令和２年10月29日(木)～
　令和２年11月24日（火）

　長田図書館　展示コーナー
（駿河区上川原地内）

　長田図書館で所蔵している「お茶」に関する資料について特集展示・貸出を行う。

12
　中央図書館美和分館
　「静岡市お茶の日」に関する資料の特集展示

　静岡市（中央図書館美和分館）
　令和２年10月29日(木)～
　令和２年11月24日（火）

　中央図書館美和分館
（葵区安倍口団地地内）

　中央図書館美和分館所蔵の「お茶」に関する資料を特集展示し、貸出をする。

14 　清水興津図書館　「お茶」に関する資料の特集展示 　静岡市（清水興津図書館）
　令和２年10月29日(木)～
　令和２年11月24日（火）

　清水興津図書館　特集コーナー
（清水区興津本町地内）

　興津図書館で所蔵している「お茶」に関する資料について特集展示・貸出を行う。

11
　中央図書館麻機分館
　「静岡市お茶の日」に関する資料の特集展示

　静岡市（中央図書館麻機分館）
　令和２年10月29日(木)～
　令和２年11月24日（火）

　中央図書館麻機分館
（葵区有永二丁目地内）

　中央図書館麻機分館所蔵の「お茶」に関する資料を特集展示し、貸出をする。

8 　南部図書館　「お茶」に関する資料の特集展示 　静岡市（南部図書館）
　令和２年10月29日(木)～
　令和２年11月23日（月）

　南部図書館　開架　特集コーナー
（駿河区南八幡町地内）

　南部図書館で所蔵している「お茶」に関する資料について「お茶のある暮らし」と題し
て特集展示・貸出を行う。

9 　清水中央図書館 「お茶」に関する書籍の展示 　静岡市（清水中央図書館）
　令和２年10月29日(木)～
　令和２年11月23日（月）

　清水中央図書館　１階展示コーナー
（清水区入江岡町地内）

　お茶に関する資料の展示・貸出を行う。

17 　蒲原図書館　「お茶」に関する資料の展示・貸出 　静岡市（蒲原図書館）

19 　暗闇茶会　-Tea for Creation- 　静岡市（産業政策課）
　令和２年11月７日（土）～
　令和２年11月23日（月・祝）

　静岡市文化・クリエイティブ産業振興セ
ンター
（静岡市葵区七間町地内）

　静岡のお茶文化とお茶の概念をテーマに、お茶生産者・モノづくり企業・伝統工芸職
人・製菓専門学校・クリエーターがクリエイティブな展示と茶会を行う。

6 　静岡市「お茶の日」横断幕等の掲揚 　静岡市（農業政策課）
　令和２年10月22日（木）～
　令和２年11月１日（日）

　市役所庁舎ほか
（葵区追手町地内ほか）

　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。

4 　「まちお茶キャンペーン」「お茶のまち静岡市」ＰＲ広告掲出 　静岡市（農業政策課）
　令和２年10月16日（金）～
　令和２年11月15日（日）

　ＪＲ静岡駅構内
（葵区黒金町地内）

　ＪＲ静岡駅の構内にて「まちお茶キャンペーン」「お茶のまち静岡市」及び11月１日が
「静岡市お茶の日」である旨を来訪者にＰＲするため、横断幕・フラッグの作成等を行
い、ＪＲ静岡駅構内に広告掲出する。

15 　藁科図書館　「お茶」に関する資料の特集展示 　静岡市（藁科図書館）
　令和２年11月１日（日）～
　令和２年11月24日（火）

　藁科図書館　特設展示場
（葵区羽鳥本町地内）

　藁科図書館で所蔵している「お茶」に関する資料について特集展示・貸出を行う。

　令和２年10月29日(木)～
　令和２年11月23日（月）

　御幸町図書館　５階ビジネス展示コー
ナー
（静岡市葵区御幸町地内）

　御幸町図書館で所蔵している「お茶」に関する資料について特集展示・貸出を行う。

3 　静岡市「お茶の日」広報事業 　静岡市（広報課）
　令和２年10月７日(水)～
　令和２年11月15日（日）

　各種広報媒体 　各種媒体を利用し、静岡市「お茶の日」に関する広報を実施する。

18 　学校給食におけるお茶を使った献立の提供 　静岡市（学校給食課）
　令和２年11月１日（日）～
　令和２年11月30日（月）

　市内小・中学校
　11月１日の静岡市「お茶の日」の時期に合わせ、市内の小・中学校において、お茶を
使った献立を提供する。

　令和２年11月1日(日)～
　令和２年11月29日(日)

　蒲原図書館　１階展示コーナー
（清水区蒲原新田地内）

　「お茶」に関する資料の展示・貸出を行う。

10 　北部図書館　「お茶」に関する資料の特集展示 　静岡市（北部図書館）
　令和２年10月29日(木)～
　令和２年11月24日（火）

　北部図書館
（葵区与一六丁目地内）

　北部図書館で所蔵している「お茶」に関する資料について「お茶の日」と題して特集展
示・貸出を行う。

7 　御幸町図書館 「お茶」に関する資料の特集展示 　静岡市（御幸町図書館）

16 　西奈図書館　「お茶」に関する資料の特集展示 　静岡市（西奈図書館）
　令和２年11月1日(日)～
　令和２年11月29日(日)

　西奈図書館　特設展示場
（静岡市葵区瀬名二丁目地内）

　西奈図書館で所蔵している「お茶」に関する資料について特集展示・貸出を行う。
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【静岡市主催事業】

【その他団体主催事業】

5 　ＪＡしみず大感謝宝市 　清水農業協同組合 　令和２年11月21日(土)
　ＪＡしみず農産品販売所
　産直プラザふれっぴー５店舗

　例年11月に実施する、ＪＡしみずアグリフェスタの代替イベント。清水の農産物を限定
大奉仕。

4 　紅茶の日、清水の紅茶配布イベント 　ＪＡしみず営農振興センターきらり 　令和２年11月１日(日)
　静岡市立日本平動物園
（駿河区池田）

　11月１日紅茶の日に合わせ、日本平動物園来場者へ清水の紅茶ティーバッグを配布しＰ
Ｒを図る。

24 　学校給食におけるお茶の提供 　静岡市（学校給食課）
　令和２年11月24日（火）～
　令和２年11月26日（木）

　市内小・中学校 　学校給食で静岡市産茶葉100％の紙パック入りのお茶を提供する。

21 　井川湖　渡船　船上紅葉狩茶会 　静岡市（井川支所） 　令和２年11月15日（日）
　井川湖渡船
（静岡市葵区井川湖内）

　船上で井川茶の無料サービスをし、静岡産のお茶をＰＲする。

　令和２年12月24日（木）
　令和２年12月25日（金）

　市役所各庁舎
（葵区追手町地内ほか）

　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。

25 　市職員等への「静岡市のお茶」一括販売 　静岡市（農業政策課）

3 　市内小中学校における「静岡市のお茶」の提供
　静岡市茶業振興協議会
　※ＪＡ静岡経済連、ＪＡしみず及び
　　静岡県茶業会議所と連携

　令和２年11月１日（日） 　市内小中学校
　市内小中学校の児童・生徒に「静岡市のお茶」及びお茶の教材を提供し、それを各家庭
で活用してもらうことで、子どもたちへの愛飲促進及び茶文化の普及啓発を図る。

No. 事業名 実施主体（所管課） 実施期間 実施場所 事業概要

2 　しずおかO-CHAプラザミニ講座「心も温まる発酵茶の世界」 　公益財団法人世界緑茶協会
　令和２年10月20日（火）～
　令和２年11月10日（火）

　しずおかO-CHAプラザ
（駿河区南町地内）

　静岡市内や県内産の緑茶、発酵茶を使用し、家庭でも楽しめる入れ方等を日本茶インス
トラクターから分かりやすく伝える講座を開催。

1 　第38回駿府本山お茶まつり「口切りの儀」 　駿府本山お茶まつり委員会 　令和２年10月18日(日)
　久能山東照宮拝殿
（駿河区根古屋地内）

　春に静岡本山茶を詰め保管・熟成させた茶壺を井川大日峠お茶蔵より蔵出しし、久能山
東照宮へ奉納する行事を実施（今年は新型コロナウイルスの影響により、市内道中行列は
中止）。

22 　浜田生涯学習交流館　闘茶体験とクッキング 　静岡市（生涯学習推進課） 　令和２年11月19日（木）
　浜田生涯学習交流館
（清水区浜田町地内）

　お茶インストラクターから闘茶と簡単なお茶料理を学ぶ。

23 　清水生涯学習交流館　世界のO－CHA 　静岡市（生涯学習推進課） 　令和２年11月20日（金）
　清水生涯学習交流館
（清水区松井町地内）

　静岡や世界のお茶の種類、味、入れ方、歴史等について学ぶ。

No. 事業名 実施主体（所管課） 実施期間 実施場所 事業概要
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　市内観光施設等で「静岡市のお茶」を提供するととも

に、情報発信拠点としてＪＲ静岡駅北口地下広場にある

「喫茶一茶」及び「しずチカ」で、特別なお茶メニュー

の販売や物販を行う期間限定ショップ「しずチカ茶店　

一茶Seasonal」をオープンする。

　また、11月１日の静岡市「お茶の日」には、ハニカム

スクエアや駿府ホリノテラスでお茶が楽しめる仕掛け

づくりや、お茶スポットを巡るスタンプラリーなどを

実施し、本市来訪者等に「お茶のまち静岡市」をＰＲ

する。

　令和２年10月16日（金）～11月15日（日）

　静岡駅北口地下広場、市内観光施設、飲食店、

　宿泊施設、お茶ツーリズム体験施設、

　タクシー車内

　【11月１日のみ】

　ハニカムスクエア、駿府ホリノテラス、葵スクエア、

　青葉緑地

　静岡市（農業政策課、広報課）

令和２年10月16日（金）～11月15日（日）

※水曜定休

テイクアウト3,435杯（１日平均　127.2杯）

※昨年同期間１日平均62.8杯

11,358人（１日平均　420.7人）

※昨年１日平均269人

　（2） 喫茶一茶（しずチカ茶店　一茶Seasonal）

　ア．期間

　イ．販売数

　ウ．来店者数

　　まちお茶キャンペーン　※主要事業

１．事業概要 　（3）11月１日SPECIALイベント

ア．一茶Seasonal「足久保茶」特別販売
　　販売数　231杯（価格　300円）
イ．ハニカムスクエア周辺のお茶屋さん（竹茗堂、
　　小山園、MARUZEN Tea Roastery、Good Tea
　　 Lab.、ななや）にご協力いただき、テイクア
　　ウトメニューの販売
ウ．駿府ホリノテラスで市内のお茶屋さん（かねは
　　ち茶園、まるも森商店）が出店しこの日限りの
　　オープンカフェを開催。楽器の演奏、大道芸、
　　よさこいなども実施
エ．お茶の日スタンプラリー
　　各店舗で商品を購入しすべて集めた方に抽選で
　　オリジナルグッズプレゼント
　　抽選会場　ＪＲ静岡駅北口地下広場
　　景品　A:オクシズセット　B:静岡の水セット
　　　　　C:お茶菓子セット　D:参加賞
　　参加者数　2,000人（内コンプリート数64人）
オ．「お茶ノ子祭々」演舞披露
　　場所　青葉緑地Ｂ４ステージ 他
　　曲目　茶幸歌（さこうか）
カ．「お茶のまち静岡市」情報発信拠点の設置
　　場所　葵スクエア
　　訪問者数　400人
キ．「茶娘＆クラウン」による一煎パックの配布
　　場所　青葉緑地、駿府ホリノテラス、静岡駅北
　　　　　口地下広場、呉服町・七間町ハニカムス
　　　　　クエア、 葵スクエア
　　配布数　1,000個

一煎ﾊﾟｯｸ

提供物

256,320袋

提供数

お茶（飲用）

お茶100g

742kg

16,500袋

65,000袋

10,000袋

市内タクシー 約1,100台

一煎ﾊﾟｯｸ

お茶100g

一煎ﾊﾟｯｸ

1,580袋

3,600袋

70,200袋

２．実施期間

３．実施場所

４．実施主体（所管課）

５．実施内容

　（1） 「静岡市のお茶」の提供

お茶ﾂｰﾘｽﾞﾑ体験施設

お茶タクシー

宿泊施設

飲食店②（ﾃｲｸｱｳﾄ）

飲食店①

観光施設

提供場所

24台

７施設

64施設

65店舗

約450店舗

４施設

施設数

一煎ﾊﾟｯｸ（TB）

一煎ﾊﾟｯｸ

しずチカ茶店 一茶Seasonal

お茶ノ子祭々

「お茶のまち静岡市」情報発信拠点
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　約150人

の一角でのテスト販売を実施する。テスト販売を

通じて、販売に必要なストーリー性などの商品力

の向上を目指す。

　令和２年９月17日（木）～11月30日（月）

　The Cover Nippon（東京都港区赤坂地内）

　静岡市（産業政策課）

５．実施内容

　（1） 市長定例会見でのＰＲ
　　　10/７：まちお茶キャンペーン
　　　10/21：11月１日 静岡市「お茶の日」

　（2） 広報紙（11月号）への掲載

　（3） 民放４局でお茶のＰＲ
　　　・テレビ静岡「ただいまテレビ」
　　　・DaiichiTV「まるごと」
　　　・静岡朝日テレビ「とびっきり！静岡」
　　　・ＳＢＳ「Sole！いいね」

　各種媒体を利用し、静岡市「お茶の日」に関す

る広報を実施する。

　各種広報媒体

４．実施主体（所管課）

　静岡市（広報課）

２．実施期間

　令和２年10月７日（水）～11月15日（日）

３．実施場所

３．実施場所

２．実施期間

４．実施主体（所管課）

　東京ミッドタウンガレリア３階

５．実施内容

　（1） 店舗でのテスト販売の実施
　　　お茶とお茶請けをテーマに設定し、５市２
　　　町に事業所を持つ事業者を対象とした募集
　　　を実施し、応募された商品を店頭で販売し
　　　た。
 　 　　お　　茶：12品
　　　　お茶請け：12品
　　　　出　　汁：10品
　（2） 販売結果のフィードバック
　　　今回実施した際の販売データ（購入者属性
　　　等の売上報告、販売員の販売レポート等）
　　　を参加事業者に報告し、今後の商品改良に
　　　つなげる。

静岡市「お茶の日」広報事業

１．事業概要

首都圏テストマーケティング等実施業務

１．事業概要 ６．参加人数

　静岡県中部５市２町の共同事業として、お茶と

お茶請けをテーマに首都圏のセレクトショップ内 ７．実施状況
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　ＪＲ静岡駅の構内にて「まちお茶キャンペーン」「お

茶のまち静岡市」及び11月１日が静岡市「お茶の日」で

ある旨を来訪者にＰＲするため、横断幕・フラッグの作

成等を行い、ＪＲ静岡駅構内に広告掲出する。

お茶についての講演会を行う。

　（1）　募集対象・人数
　　　 どなたでも　15名
　（2）　講座実施内容
　　 「味わう！学ぶ！藁科のお茶」
　　ア．お茶の知識
　　　　お茶の歴史や種類、生産や流通、お茶の新しい
　　　　取り組みなどの講義を受けた。
　　イ．お茶の美味しい入れ方のデモンストレーション
　　　　新型コロナウイルス感染防止のため、試飲の代
　　　　替として美味しいお茶の入れ方のデモンスト
　　　　レーションを実施した。また、受講者の密接を
　　　　避けるためハンドカメラで手元を撮影し、スク
　　　　リーンに投影した。
　　ウ. お茶クイズ
　　　　 講義の復習として、全10問のクイズを出し
　　　　 た。

４．実施主体（所管課）

　静岡市（生涯学習推進課）

５．実施内容

　令和２年10月18日（日）

３．実施場所

　藁科生涯学習センター（葵区羽鳥本町地内）

　お茶に関する歴史やお茶の入れ方、藁科地域の

２．実施期間

　５人

７．実施状況

　藁科生涯学習センター　味わう！学ぶ！藁科のお茶

１．事業概要 ６．参加人数

　「まちお茶キャンペーン」「お茶のまち静岡市」ＰＲ広告掲出

１．事業概要

２．実施期間

　令和２年10月16日（金）～11月15日（日）

３．実施場所

　ＪＲ静岡駅構内（葵区黒金町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（農業政策課）

５．実施内容

　（1） ＪＲ静岡駅構内　コンコース
　　　横断幕・フラッグの掲出

　（2） ＪＲ静岡駅　中央地下道上部
　　　横断幕の掲出

６．実施状況

7



２．実施期間

３．実施場所

　静岡市（御幸町図書館）

５．実施内容

　お茶に関する資料の展示・貸出。

　御幸町図書館　５階ビジネス展示コーナー

　（静岡市葵区御幸町地内）

４．実施主体（所管課）

御幸町図書館 「お茶」に関する資料の特集展示

１．事業概要

　御幸町図書館で所蔵している「お茶」に関する資料に

ついて特集展示・貸出を行う。

　令和２年10月29日（木）～11月23日（月）

　ア．清水駅東口駐車場（西側壁面）

　ア．静岡市役所静岡庁舎

　　　（１階エレベーターホール付近）

　イ．静岡市役所駿河区役所（壁面）

　（3）　のぼり旗の掲揚

静岡市「お茶の日」横断幕等の掲揚

１．事業概要 ６．実施状況

　静岡市「お茶の日」に関する横断幕・懸垂幕等を市

内各所に掲揚。

５．実施内容

　（1）　横断幕の掲揚

　（2）　懸垂幕の掲揚

２．実施期間

　令和２年10月22日（木）～11月１日（日）

３．実施場所

　市役所庁舎（葵区追手町地内ほか）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（農業政策課）

　イ．静岡市役所清水庁舎（正面玄関上）

　ア．静岡市役所静岡庁舎（御幸町通り側玄関上）
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　令和２年10月29日（木）～11月23日（月）

３．実施場所

　南部図書館　開架　特集コーナー

　（駿河区南八幡町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（南部図書館）

５．実施内容

お茶に関する資料の展示・貸出。

　お茶に関する資料の展示・貸出を行う。

２．実施期間

　令和２年10月29日（木）～11月23日（月）

３．実施場所

　お茶に関する資料の展示・貸出。

４．実施主体（所管課）

　静岡市（清水中央図書館）

５．実施内容

　清水中央図書館　１階展示コーナー

　（清水区入江岡町地内）

清水中央図書館 「お茶」に関する書籍の展示

１．事業概要 ６．実施状況

を行う。

２．実施期間

南部図書館　「お茶」に関する資料の特集展示

１．事業概要 ６．実施状況

　南部図書館で所蔵している「お茶」に関する資料に

ついて「お茶のある暮らし」と題して特集展示・貸出
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５．実施内容

　当館所蔵のお茶に関する資料（貸出可）及び市から提
供のパンフレット・チラシを特集コーナーに配置して来
館者に静岡市「お茶の日」のＰＲを行った。

２．実施期間

　令和２年10月29日（木）～11月24日（火）

３．実施場所

　中央図書館麻機分館（葵区有永二丁目地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（中央図書館麻機分館）

中央図書館麻機分館　「静岡市お茶の日」に関する資料の特集展示

１．事業概要 ６．実施状況

　中央図書館麻機分館所蔵の「お茶」に関する資料を

特集展示し、貸出をする。

　北部図書館（葵区与一六丁目地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（北部図書館）

５．実施内容

　開架・特集展示ワゴンに関係図書資料を展示し、静岡
市「お茶の日」をＰＲするとともに、図書館資料の希望
者への貸出を実施した。

　北部図書館で所蔵している「お茶」に関する資料に

ついて「お茶の日」と題して特集展示・貸出を行う。

２．実施期間

　令和２年10月29日（木）～11月24日（火）

３．実施場所

北部図書館　「お茶」に関する資料の特集展示

１．事業概要 ６．実施状況
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に配置して来館者に静岡市「お茶の日」のＰＲを

行った。

３．実施場所

　長田図書館　展示コーナー（駿河区上川原地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（長田図書館）

５．実施内容

から提供のパンフレット・チラシを特集コーナー

　当館所蔵のお茶に関する資料（貸出可）及び市

１．事業概要 ６．実施状況

　長田図書館で所蔵している「お茶」に関する資料につ
いて特集展示・貸出を行う。

２．実施期間

　令和２年10月29日（木）～11月24日（火）

静岡市「お茶の日」のＰＲを行った。

長田図書館　お茶の日特設展示

　中央図書館美和分館（葵区安倍口団地地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（中央図書館美和分館）

５．実施内容

　当館所蔵のお茶に関する資料及び市から提供のパン

フレット・チラシを特集コーナーに配置し、来館者に

特集展示し、貸出をする。

２．実施期間

　令和２年10月29日（木）～11月24日（火）

３．実施場所

中央図書館美和分館　「静岡市お茶の日」に関する資料の特集展示

１．事業概要 ６．実施状況

　中央図書館美和分館所蔵の「お茶」に関する資料を
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２．実施期間

　令和２年10月29日（木）～11月24日（火）

３．実施場所

４．実施主体（所管課）

　静岡市（藁科図書館）

５．実施内容

　藁科図書館で所蔵している「お茶」に関する資料につ
いて特集展示・貸出しを行う。多くの図書館利用者に静
岡のお茶を知っていただくようにお茶に関する産業、お
茶カフェ等色々なジャンルの所蔵本を展示した。図書館
ツイッターにも上げて周知した。

　藁科図書館で所蔵している「お茶」に関する資料に

ついて特集展示・貸出を行う。

２．実施期間

　令和２年11月１日（日）～11月24日（火）

３．実施場所

　藁科図書館　特設展示場（葵区羽鳥本町地内）

藁科図書館　「お茶」に関する資料の特集展示

１．事業概要 ６．実施状況

　清水興津図書館　特集コーナー

　（清水区興津本町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（清水興津図書館）

５．実施内容

　興津図書館で所蔵している「お茶」に関する資料に

ついて特集展示・貸出を行う。

　興津図書館の展示コーナーで、お茶の関連図書を展示
し、静岡市「お茶の日」を利用者にＰＲした。

清水興津図書館　「お茶」に関する資料の特集展示

１．事業概要 ６．実施状況

12



　（静岡市葵区瀬名二丁目地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（西奈図書館）

５．実施内容

２．実施期間

　令和２年11月１日（日）～11月29日（日）

３．実施場所

　当図書館所蔵のお茶に関する資料及び、市から提
供されたパンフレット・チラシを特設コーナーに配
置し、来館者に静岡市「お茶の日」のＰＲを行い、
資料の貸出とパンフレット・チラシの配布を行っ
た。

　静岡市（蒲原図書館）

５．実施内容

　蒲原図書館　１階展示コーナー

　（清水区蒲原新田地内）

４．実施主体（所管課）

　蒲原図書館のメイン展示コーナーで、お茶の関連図書
やＤＶＤ等を展示し、静岡市「お茶の日」を利用者にＰ
Ｒした。

蒲原図書館　「お茶」に関する資料の展示・貸出

１．事業概要 ６．実施状況

　「お茶」に関する資料の展示・貸出を行う。

３．実施場所

　西奈図書館　特設展示場

１．事業概要 ６．実施状況

　西奈図書館で所蔵している「お茶」に関する資料につ
いて特集展示・貸出を行う。

２．実施期間

　令和２年11月１日（日）～11月29日（日）

西奈図書館　「お茶」に関する資料の特集展示
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　令和２年11月１日（日）～11月30日（月）

３．実施場所

　市内小・中学校

４．実施主体（所管課）

　静岡市（学校給食課）

　　　・東部学校給食センター（11校）

　　　・門屋学校給食センター（24校）

　　　・藁科学校給食センター（７校）

　　　・両河内学校給食センター（９校）

　　　・由比学校給食センター（３校）

　　　・単独調理校（18校）

　　　ちくわのお茶揚げ、煎茶餡入りクリーム大福、

　　　お茶プリン、黒はんぺんのお茶フライ、茶飯など

門学校・クリエーターがクリエイティブな展示と

茶会を行う。

　令和２年11月７日（土）～11月23日（月・祝）

３．実施場所

　静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター

 （静岡市葵区七間町地内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（産業政策課）

　2,398人（内茶会参加者101人）

　11月１日の静岡市「お茶の日」の時期に合わせ、市内
の小・中学校において、お茶を使った献立を提供する。

５．実施内容

　（1） 展覧会
　　　11月７日（土）～11月23日（月・祝）
　　　10:00～21:00
　　　１階では組み立て式茶室の展示とお茶にち
　　　なんだクラフト作品やハンドメイド作品、
　　　プロダクト製品の展示を行った。２階では
　　　お茶をテーマとしたアート作品やインスタ
　　　レーションの展示を行った。

２．実施期間

１．事業概要

　静岡のお茶文化とお茶の概念をテーマに、お茶

生産者・モノづくり企業・伝統工芸職人・製菓専

６．参加人数

７．実施状況

　（2） 茶会
　　　各日４回開催
      １階：11月７日（土）　参加者　16人
　　　　　　　　８日（日）　参加者　16人
　　　　　　　　21日（土）　参加者　19人
　　　　　　　　22日（日）　参加者　14人
　　　２階：11月14日（土）　参加者　17人
　　　　　　　　15日（日）　参加者　19人
　　　１階の組み立て式茶室では、お茶の生産者
　　　とパティシエ専科の学生による作り手の話
　　　を交えての茶会を行った。２階の交流研修
　　　ルームでは暗闇の中で五感を研ぎ澄ませて
　　　味わう前衛の茶会を開催した。茶会イベン
　　　トが好評だったため、１階の茶室で追加の
　　　茶会も開催した。

　暗闇茶会　-Tea for Creation-

　（2） 献立例

５．実施内容

　（1） 実施施設

２．実施期間

１．事業概要 ６．実施状況

　学校給食におけるお茶を使った献立の提供
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　（2） 実施内容

　ア.お茶について詳しく学ぶ。

　　　・お茶の産地と特徴、歴史について

　　　・お茶に含まれる成分や効果・効能について

　　　・お茶を活用した料理法について　　　　　　　　　　　　　

　イ.おいしいお茶の淹れ方を学ぶ。

　　　３種類のお茶を使って、１煎から３煎まで、

　　　お茶の淹れ方を学び、体験する。

　　　それぞれの味の違いを体験する。

　35人

　（2）実施内容

　井川湖畔の紅葉を楽しむ遊覧船の中で、お茶

　とお茶菓子を試食する。

　・井川茶（小河内産）の試飲

　・井川茶を使用した「雑穀クッキー」の試食

　・在来茶の説明

　１日４便（各定員９名）

　船上で井川茶の無料サービスをし、静岡産のお

３．実施場所

　井川湖渡船（静岡市葵区井川湖内）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（井川支所）

５．実施内容

　（1）運航回数

茶をＰＲする。

２．実施期間

　令和２年11月15日（日）

　静岡市（生涯学習推進課）

５．実施内容

　（1） 募集対象・人数

　どなたでも　20人

２．実施期間

　令和２年11月13日（金）

３．実施場所

　井川湖　渡船　船上紅葉狩茶会

１．事業概要 ６．参加人数

能、飲み方等を学ぶ。 ７．実施状況

　蒲原生涯学習交流館　お茶の講座

１．事業概要 ６．参加人数

　蒲原生涯学習交流館（清水区蒲原新田地内）

４．実施主体（所管課）

　ふじのくに茶ちゃ会から講師を招き、お茶の種類や効 　20人

７．実施状況
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　13人

２．実施期間

　令和２年11月20日（金）

３．実施場所

　清水生涯学習交流館（清水区松井町地内）

４．実施主体（所管課）

て学ぶ。 ７．実施状況

清水生涯学習交流館　世界のO－CHA

１．事業概要 ６．参加人数

　静岡や世界のお茶の種類、味、入れ方、歴史等につい

　（1） 募集対象・人数
　　　女性　40人
　（2） 実施内容
　　　「世界のO－CHA」
　　ア．お茶の知識
　　　　静岡や世界のお茶の歴史、産地と種類、淹れ
　　　　方、効能について講義を受けた。
　　イ．お茶の飲み比べにチャレンジ
　　　　４種類のお茶を飲み比べて、お茶の違いを楽し
　　　　んだ。

　静岡市（生涯学習推進課）

５．実施内容

　19人

　（1） 募集対象・人数
　　　社会教育学級　女性学級「はまだレディースセミ
　　　ナー」参加者　13人
　（2） 講座実施内容
　　　・静岡県のお茶の話
　　　・静岡市のお茶の話
　　　・お茶の飲み比べクイズ（紅茶・煎茶・烏龍茶）
　　　　クイズ形式で３種類のお茶当てをした。
　　　・お茶の料理のデモ（コロナ感染予防のため調理
　　　　実習なし）
　　　　火を使わないお茶のふりかけを作り方を見学し
　　　　て試食した。
　　　・お茶の効能について
　　　・お茶の美味しい淹れ方のデモ
　　　　お茶の種類に応じたお茶の淹れ方を習った。
＊お茶のクッキングを中止にした代わりに講師からお茶
　のプレゼントをいただいた。

５．実施内容

４．実施主体（所管課）

　静岡市（生涯学習推進課）

２．実施期間

　令和２年11月19日（木）

３．実施場所

１．事業概要

　お茶インストラクターから闘茶と簡単なお茶料理を学

ぶ。

浜田生涯学習交流館　闘茶体験とクッキング

　浜田生涯学習交流館（清水区浜田町地内）

６．参加人数

７．実施状況
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３．実施場所

４．実施主体（所管課）

を提供した。

（静岡おでんや駿河汁など、静岡産の食材を使った料

理、和食の料理の日に提供）

１．事業概要 ６．実施状況

　静岡市職員等を対象に複数種類の「静岡市のお 　（1）　購入者数

茶」の購入希望を募り、一括販売を実施。

２．実施期間

　学校給食で静岡市産茶葉100％の紙パック入りのお茶

６．実施状況

市職員等への「静岡市のお茶」一括販売

　令和２年11月24日（火）～11月26日（木）

　市内小・中学校

　静岡市（学校給食課）

５．実施内容

学校給食におけるお茶の提供

１．事業概要

　学校給食で静岡市産茶葉100％の紙パック入りのお茶

を提供する。

２．実施期間

　192人

　（2）　購入点数

　513点

５．実施内容

　ア．葵じまん（ＪＡ静岡市茶業センター）

　令和２年12月24日（木）、12月25日（金）

３．実施場所

　市役所庁舎（葵区追手町地内ほか）

４．実施主体（所管課）

　静岡市（農業政策課）

　（1）　販売商品（販売元）

　イ．幸せのお茶まちこ

　（ＪＡしみず営農振興センター）

　ウ．本場の、お山の、本山茶。

　（静岡茶商工業協同組合）
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２．実施期間

　令和２年10月18日（日）

３．実施場所

４．実施主体（所管課）

　(2)　久能山東照宮拝殿にて「口切りの儀」を実施

ターから分かりやすく伝える講座を開催。

６．参加人数

　64人

　しずおかO-CHAプラザ（駿河区南町地内）

４．実施主体（所管課）

　公益財団法人世界緑茶協会

庭でも楽しめる入れ方等を日本茶インストラク

２．実施期間

　令和２年10月20日（火）～11月10日（火）

３．実施場所

５．実施内容

　（1） 開催日・募集人数
　　　　10月20日（火）14:00～
　　　　10月21日（水）10:30～
　　　　10月26日（月）14:00～
　　　　10月29日（木）10:30～
　　　　11月４日（水）14:00～
　　　　11月６日（金）10:30～
  　　　11月９日（月）14:00～
  　　　11月10日（火）10:30～　各回８名募集
　（2） 講師
　　　　日本茶インストラクター
　　　　世界緑茶協会職員

７．実施状況

しずおかO-CHAプラザミニ講座「心も温まる発酵茶の世界」

１．事業概要

　静岡市内や県内産の緑茶、発酵茶を使用し、家

　（3） 講座内容
　　　　ア．茶の発酵とは
　 　　　 半発酵茶、発酵茶の製造方法と茶の
　　　　　発酵について解説
　　　　イ．白茶、ウーロン茶、紅茶を味わう
　　　　　各茶の特徴の解説、各茶にあった淹れ
　　　　　方を体験
　　※緑茶も併せて味わい、発酵茶の魅力を感じ
　　　るとともに、緑茶の魅力を再発見
　　※11月５日～13日は、しずおかO－CHAプラザ
　　　で、静岡市内茶産地をパンフレット等の展
　　　示により紹介

５．実施内容

　(1)　井川大日峠お茶蔵にて茶壺を蔵出し

　久能山東照宮拝殿（駿河区根古屋地内）

　駿府本山お茶まつり委員会

　春に静岡本山茶を詰め保管・熟成させた茶壺を井

川大日峠お茶蔵より蔵出しし、久能山東照宮へ届け、

奉納する一連行事を実施。

第38回駿府本山お茶まつり「口切りの儀」

１．事業概要 ６．実施状況
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　※ＪＡ静岡経済連、ＪＡしみず及び静岡県茶業会議所

　　と連携

　令和２年11月１日（日）

３．実施場所

　静岡市立日本平動物園入場口奥広場

　（駿河区池田地内）

４．実施主体（所管課）

　ＪＡしみず営農振興センターきらり

５．実施内容

者へ清水の紅茶ティーバッグを配布しＰＲを図

る。

２．実施期間

（1） 配布品
　　国事業（茶販売促進緊急対策事業）にて
　　ＰＲ用に製作した紅茶ティーバッグ
　　（3ｇ×15個入）
（2） 配布結果
　　来場者に3,900袋を配布した。

紅茶の日、清水の紅茶配布イベント

１．事業概要 ６．実施状況

　11月１日紅茶の日に合わせ、日本平動物園来場

５．実施内容

　令和２年11月１日（日）

３．実施場所

　市内小中学校

４．実施主体（所管課）

　静岡市茶業振興協議会

６．提供人数

　約47,000人

７．実施状況

　（1） 提供対象
　　　市内公立小中学校、静大附属小中学校の
　　　全児童・生徒
　（2） 提供内容
　　　児童・生徒一人あたり、
　　　ア．一煎パック（※）
　　　　　※葵区・駿河区内：８gリーフ×２個（緑茶）
　　　　　　清水区：３gティーバッグ×15個（紅茶）
　　　イ．リーフ茶200g
　　　ウ．お茶の教材（しずおか発！ワクワクお茶の
　　　　　たんけん隊）
　　　エ．メッセージカード

２．実施期間

市内小中学校における「静岡市のお茶」の提供

１．事業概要 　（3） 企画内容
　　　11月１日は「静岡市お茶の日」であり「紅茶の
　　　日」でもある。この日に各家庭でお茶を飲み、お
　　　茶に親しんでもらうため、子どもたちから家庭へ
　　　のプレゼント企画を実施する。
　　　事前に、子どもたちには家族への日頃の感謝とお
　　　茶のプレゼントに関するメッセージカードを記入
　　　してもらい、お茶とともに家族にプレゼントす
　　　る。

　市内小中学校の児童・生徒に「静岡市のお茶」及びお
茶の教材を提供し、それを各家庭で活用してもらうこと
で、子どもたちへの愛飲促進及び茶文化の普及啓発を図
る。
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　清水農業協同組合

５．実施内容

（1） 場所
　　ＪＡしみずアンテナショップきらり
（2） 実施内容
　　ア．清水の紅茶ティーバッグの来場者配布
　　　　国事業（茶販売促進緊急対策事業）にて
　　　　ＰＲ用に製作した紅茶ティーバッグ
　　　　（3ｇ×15個入）を配布
　　イ．清水の紅茶飲み比べ嗜好調査
　　　　清水が奨める「まちこ」紅茶と、和紅茶の
　　　　スタンダード「やぶきた」紅茶を来場者に
　　　　飲んでもらい、好みの確認とそれぞれの紅
　　　　茶への感想を募った。
（3）結果
　　ア．紅茶配布　300袋
　　イ．嗜好調査　回答141件

※茶っきり娘２人協力

ＪＡしみず大感謝宝市

３．実施場所

　ＪＡしみず農産品販売所

　産直プラザふれっぴー５店舗

４．実施主体（所管課）

１．事業概要 ６．実施状況

　例年11月に実施する、ＪＡしみずアグリフェスタの

代替イベント。清水の農産物を限定大奉仕。

２．実施期間

　令和２年11月21日(土)
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静岡市経済局農林水産部農業政策課 お茶のまち推進係 

〒424-8701 静岡市清水区旭町 6番 8号 

TEL：054-354-2089  FAX:054-354-2482 

E-mail：nougyouseisaku@city.shizuoka.lg.jp 


