
                      定例記者会見（2019.12.26）  

 

 

１２月 市長定例記者会見 
 
 
日 時：令和元年１２月２６日（木） 

       １０時００分～ 
場 所：杵築市役所本庁舎２階 大会議室 

 
 

１． 発表案件 

 
  （１）「杵築市地域共生社会推進セミナー」の開催    （医療介護連携課） 

 

  （２）紀ノ国屋にて「杵築フェア」を開催します       （農 林 課） 

 

  （３）「第 48 回杵築市産業祭・みかん祭り」の開催      （農 林 課） 

 

 

 

  ２．そ の 他 

   

（１）２０１９年 杵築市１０大ニュースを発表します    （秘書広報課） 

 

 

 

３．行事予定（1 月～2 月初旬）                 

   市内のイベント、小中学校・高等学校の行事予定を掲載 

 

 

 

４．次回の記者会見日程 （予定） 
    １月 市長定例記者会見 
    ・日 時：令和２年１月２３日（木） １３時３０分 
    ・場 所：杵築市役所本庁舎２階 大会議室 
 
 

 



 
                   

定例記者会見資料（2019.12.26） 
（記者発表①） 

 「杵築市地域共生社会推進セミナー」の開催 

 

杵築市では、制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関

係を越えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、

助け合いながら暮らしていくことのできる地域共生社会の実現を目指していま

す。そこで、市全域における機運の醸成と共通理解の促進を図ることを目的に本

セミナーを開催します。 

 

【日 時】１月１６日（木）１８時３０分～２０時３０分 

【場 所】杵築市健康福祉センター 多目的ホール 

【主催者】杵築市 （共催）杵築市社会福祉協議会 

【対象者】医療・介護・障がい・保健・教育・児童等の施設の長（管理者） 

や関係者、議会、県、東部保健所等 

【内 容】 

１．基調講演｢地域包括ケアシステムから地域共生社会へ｣ 

 講師：杵築市医療介護連携課長 江藤 修 

 内容：杵築市は全国に先駆けて地域包括ケアシステムの構築に取り組んで 

    います。これまでの地域ケア会議等の杵築市の地域包括ケアシステ 

    ムの取組と今後の展開について講演します。 

２．特別講演｢地域共生社会の実現に向けて｣ 

 講師：中央大学法学部教授 宮本 太郎  

※講師の略歴は別紙をご参照ください。 

 内容：国の最新の動向も踏まえ、地域共生社会を推進していくための課題 

やポイントについて講演していただきます。 

３．シンポジウム 

｢みんなでつくろう！杵築市版地域共生社会｣ 

  （進行役）越橋 里美   杵築市福祉推進課長 

宮本 太郎   中央大学法学部教授  

永松  悟   杵築市長  

石川 伊知郎  杵築市社会福祉協議会事務局長  

   内容：杵築市において地域共生社会の実現に向けた機運を醸成するために、 

様々な視点から、より良い杵築市の未来の地域共生社会の実現につ 

いて考えます。 

 

 

担 当：医療介護連携課 

企画政策係（岡江・山中） 

ＴＥＬ：0977-75-２４０４ 
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【特別講演者 略歴】 

 

 

宮本 太郎（みやもと たろう） 

中央大学法学部教授 

 
（プロフィール） 

 1958 年東京都に生まれる。中央大学大学院法学研究科修了。中央大学法学部教授。北海道大学名誉教

授。福祉政治論専攻。立命館大学法学部助教授、北海道大学法学部教授などを経て、2013 年より現職。 
 
 単著に『共生保障 「支え合い」の戦略』（岩波新書）、『生活保障 排除しない社会へ』（岩波新書）、

『福祉国家という戦略 スウェーデンモデルの政治経済学』（法律文化社）、『福祉政治 日本の生活保障

とデモクラシー』（有斐閣）、『社会的包摂の政治学 自立と承認をめぐる政治対抗』（ミネルヴァ書房）。

編著に『転げ落ちない社会 困窮と孤立をふせぐ制度戦略』（勁草書房）など。 
 
 安心社会実現会議委員、内閣府参与、総務省顧問、男女共同参画会議議員、中央教育審議会臨時委員、

社会保障改革に関する有識者検討会座長、社会保障制度改革国民会議委員、社会保障審議会・生活困窮

者の生活支援の在り方に関する特別部会部会長など歴任。現在、社会保障審議会・生活困窮者自立支援

及び生活保護部会部会長、社会保障審議会・福祉部会部会長代理、厚生労働省・地域共生社会推進検討

会座長、東京都税制調査会委員、全国社会福祉協議会理事、『月刊福祉』編集委員長、一般社団法人「生

活困窮者自立支援全国ネットワーク」代表理事などをつとめる。 
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定例記者会見資料（2019.12.26） 
（記者発表②） 

 紀ノ国屋にて「杵築フェア」を開催します 

 

 杵築市の産品を首都圏に発信するために、首都圏の高級スーパー「紀ノ国屋」

で杵築フェアを開催します。 

 

【内容】 

紀ノ国屋での「杵築フェア」は 4 回目を迎え、商品の拡充や市内事業者の 

頑張りによって、年々売り上げを伸ばしています。 

今回は、前回の 18 社 66 商品から、21 社 74 商品と更に商品を拡大。 

 旬を迎えた柑橘類や水産物、加工食品、和菓子、工芸品などバラエティあふ 

れるラインナップでフェアを展開します。 

 

 １．開催日時：令和年２年１月１７日（金）～１月２６日(日) 

  

 ２．開催場所：「紀ノ國屋」２店舗 

        東京都港区「インターナショナル（青山店）」 

        神奈川県「鎌倉店」  

 ３．開催内容 

   ・出店事業者数  21 社 

   ・出店商品数  約 7４商品 

 

 

（前回のフェア展示 青山店） 

 

 

担 当：農林課ブランド・世界農業遺産推進室 

    袋井・二宮 

ＴＥＬ：0978-62-1809（内線 151） 
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定例記者会見資料（2019.12.26） 
（記者発表③） 

 「第４８回杵築市産業祭・みかん祭り」の開催 

 

毎年恒例の「杵築市産業祭・みかん祭り」を開催します。市内で生産された農

産物（みかん・いちご・ねぎ・スナップエンドウ・花）などの品評会や即時販売

会をはじめ、食事や体験コーナー等もございます。ご来場お待ちしています。 

 

【日 時】 1 月１８日（土）10 時 00 分～15 時 00 分 

※9 時 00 分より開会式 

１９日（日） 9 時 00 分～1５時 00 分 

【場 所】 杵築市健康福祉センター（杵築市大字猪尾 941） 

【主 催】 杵築市産業祭・みかん祭り実行委員会 

【後 援】 NHK 大分放送局・OBS 大分放送・TOS テレビ大分・ 

OAB 大分朝日放送・エフエム大分・大分合同新聞社 

【イベント内容】 

・開会式会場にて、今回のテーマ「食のきつきンピック」を杵築高校書道部の 

パフォーマンスで描き、展示します。 

・屋根付き広場会場において、杵築ブランド認定式を行い、今年度認定された 

ブランド認定品の試食会を行います。（18 日のみ開催：数に制限あり） 

・「杵築ブランド認定ブース」を設置します。 

（出展者：中野酒造、フードコミュニケーション・絆、お茶のとまや、 

松山堂、Ｓｔａｎｄ－７、綾部味噌） 

・運動広場において、「守江湾のカキ焼き」ブースを設置します。 

・世界農業遺産のシンボル“七島藺”を使った工芸体験コーナー(有料(小学生 

以上))を実施します。 

・恒例の「みかん詰め放題」（価格未定）の販売を行います。 

・多目的ホールステージにおいて、民舞踊や子ども神楽などの各種芸能発表を 

 行います。 

・その他、農産物品評会及び即売会（１８日のみ）、別杵速見森林組合による 

親子木工教室（１９日のみ）などを行います。 

（※詳細は別紙チラシを参照） 

 

担 当：農林課 ブランド・世界農業遺産 

推進室 袋井（１５１） 

ＴＥＬ：０９７８-６２-１８０９ 
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○杵築ブランド認定品一覧
【令和元年12月23日現在】

事業者名 認定時期 品    名 商    品
純米大吟醸（智恵美人）
純米吟醸（智恵美人）
純米酒（智恵美人）

28年度 ちえびじん紅茶梅酒 紅茶梅酒
蒲焼
白焼
ほっとみかんジュース〜⽣姜と蜂蜜⼊り〜
アンコールジュース
完熟梨のコンフィチュール
温デコのコンフィチュール
杵築アンコールのコンフィチュール
ぽんかんのコンフィチュール
⻘島みかんのコンフィチュール
真鯛
ぶり
関さば
かぼすぶり
関あじ
本マグロ
太刀魚
綾部醸造元味噌漬け（あじ）
綾部醸造元味噌漬け（ぶり）
綾部醸造元味噌漬け（真鯛）
綾部醸造元味噌漬け（ハモ）
綾部醸造元塩麹漬け（あじ）
綾部醸造元塩麹漬け（ぶり）
綾部醸造元塩麹漬け（真鯛）
綾部醸造元塩麹漬け（ハモ）
中野酒造酒粕漬け（あじ）
中野酒造酒粕漬け（ぶり）
中野酒造酒粕漬け（ハモ）
中野酒造酒粕漬け（真鯛）

きつき紅茶 1-1 28年度 きつき紅茶 きつき紅茶
28年度 別府湾かちえび 別府湾かちえび
29年度 別府湾焼きえび 別府湾焼きえび

(農)ニード牧場 1-1 29年度 ⼭⾹⽜ ⼭⾹産⿊⽑和⽜
豊後活きいき卵
鹿鳴越おうはん

お茶サブレ
お茶ダコワーズ
サブレ＆ダコワーズ

蔵姫 ⽣搾り
100％ジュース
おひさまきらりん
⽣搾り 100％ジュース

(有)若栄屋 1-1 30年度 鯛茶漬うれしの 鯛茶漬うれしの
杵築シャリ羊羹 杵築シャリ羊羹
杵築抹茶シャリ羊羹 杵築抹茶シャリ羊羹
落雁「豊⽣」 落雁「豊⽣」
煎茶「杵築城」 煎茶「杵築城」
三万二千石 三万二千石
味噌饅頭 味噌饅頭

綾部味噌醸造元 1-1 元年度 豊後杵築かぼす味噌 豊後杵築かぼす味噌
㈲オレンジ農園 1-1 元年度 かぼすジンジャーハニー かぼすジンジャーハニー

26品 53商品

(有)中野酒造 2-4 28年度 ちえびじん・智恵美人

元年度

JAおおいた
杵築柑橘選果場２-2

杵築ハウスみかんＲ-13

(有)高橋水産 2-2

(有)大分水産 1-2 28年度 温泉うなぎ

豊予農場 2-7

28年度 みかんジュース

28年度 コンフィチュール

(株)フードコミニュケー
ション・絆 2-19

28年度 りゅうきゅう

29年度 杵築の漬魚（ＺＵＫＥ）

28年度 ハウス美娘（みこ） ハウス美娘（みこ）

(有)大分ファーム 1-1 29年度 豊後活きいき卵 鹿鳴越おうはん

杵築ハウスみかんＲ-13

(株)きっとすき 1-3 29年度 杵築のお茶菓子

今村農園 2-2 30年度

㈲今村商店 2-2 元年度

㈱松⼭堂 2-2 元年度

おひさまきらりん ⽣搾り 100％ジュース

Stand-7 木付や 2-2 元年度

蔵姫 ⽣搾り 100％ジュース
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NO 題名 内容 備考（日付） 担当課

1 緊急財政対策に着手

　平成３０年度普通会計決算において、経常収支比率が１００％
を超え、市単独の事業等に必要な財源をその年度の収入で賄えな
い状況になり、その原因として、扶助費や大型施設の建築事業
費、人件費等に係る支出の増加等が挙げられます。
　このような中、10月に「杵築市行財政改革プロジェクトチー
ム」を立ち上げ、抜本的改革に着手しました。また市民説明会を
開催し、市民の皆様からの貴重なご意見を踏まえ、全庁体制で事
務事業改善に取り組みます。

令和元年10月2日 総務課・財政課

2
杵築城跡が国指定史跡として指定
されます

　豊臣政権から江戸幕府の成立、安定へと向かう社会・政治情勢
の変化に応じて、その構造を大きく変えることが確認された城跡
で、江戸時代初期の城郭の実態を知る上で重要であるとして、国
指定史跡として指定されることとなりました。併せて、隣接する
近世城下町の一部が同じく国の重要伝統的建造物群保存地区の選
定を受けている例は九州では初です。

令和元年11月15日 文化・スポーツ振興課

3 ふるさと納税　最高額更新！
　平成20年度にふるさと納税制度を開始して12年目。令和元年
度の納税額が過去最高額を更新中。11月末現在で２億９千万円を
超え、12月末には3億5千万円に届く見込みです。

令和元年11月30日 政策推進課

4 杵築中学校　新校舎完成

　老朽化のため改築工事を行っていた杵築中学校の新校舎が完成
し、8月19日に落成式を挙行。同月26日から授業が開始されま
した。
　建築にあたっては、充実したオープンスペースを設け、将来の
教育の変化に柔軟に対応できる設計とし、以前より広い校舎と敷
地、効率的な建物配置により、安全性の向上と教育効果の増進・
学校運営の効率化を図りました。

令和元年8月19日 教育総務課

5
杵築ブランド認定品５０商品
の達成

　令和元年産に杵築ハウスみかんＲ－１３をはじめとした９品9
商品が新たに杵築ブランドに認定され、杵築ブランド認定品は26
品５３商品となりました。
今後の杵築ブランド販売力強化への期待が膨らみます。

令和元年12月23日 農林課

6
「b＆ｇきつき」子どもの居場所
を開設

　大分県内では初の設置となります、B＆G財団の支援による『b
＆ｇきつき』子どもの居場所が建設されました。この施設は、学
校・家庭以外に子どもたちが過ごせる場をつくり、子どもたち自
身が将来自立していくための力を手助けする施設です。”NPO法
人こどもサポートにっこ・にこ”が事業主体となり、食事の提供
を含めた事業を展開しています。

平成31年4月1日 子ども子育て支援課

7
杵築市がロケ地となった映画
「居眠り磐音」の公開

　平成３０年３月に松坂桃李さん主演の映画「居眠り磐音（いわ
ね）」のロケが城下町一帯で行われ、５月１７日に全国公開され
ました。佐伯泰英さんの人気時代小説が原作で、杵築市にゆかり
のある俳優の石丸謙二郎さんや財前直見さんも出演していまし
た。

令和元年5月17日 商工観光課

8
東京生薬協会２０１９年度連携協
定自治体担当者・栽培指導員合同
会議を杵築市で開催

　年に一度、東京生薬協会と連携協定を結ぶ全国7自治体による
合同会議が杵築市で開催され、各自治体の栽培状況報告及び圃場
見学を通し、生産技術情報交換や向上を図りました。本市は4年
前、全国で7番目に連携協定を結び、キキョウやミシマサイコな
どの薬用植物試験栽培を開始。平成30年度から実証圃での栽培が
実現し、今後の展開が期待されます。

令和元年10月10日、11日 農林課

9
ハウスみかん初の1キロ平均単価
１０００円超え

　ＪＡおおいたの販売した本年度の県産ハウスみかんの１キロ平
均単価が1,001円（前年度比５９円高）となり、初めて1,000円
を超えました。杵築柑橘選果場によると、日照量に恵まれ高品質
のみかんの割合が高かったことから、高値のつくものが多かった
とのことです（杵築市内の生産量のうちJA出荷分は9割）。

令和元年10月17日 農林課

10
チャレンジデー２０１９で
カテゴリー別優秀賞を受賞！

　本年5月29日に開催されたチャレンジデー２０１９において、
人口別のカテゴリー３（15,000人～35,000人未満）で杵築市
がもっとも高い参加率を挙げ、優秀賞を受賞しました。
※今回の参加率74.6%（参加者21,996人／29,437人中）

令和元年5月29日 文化・スポーツ振興課

              ２０１９年　杵築市１０大ニュース
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定例記者会見（2019.12.26）  

行事予定表 
１月 行事予定  

日 時 行 事 名（内 容） 場  所 お問い合わせ先 

4 日（土）～ 

６日（月） 

第１１回城下町きつき新春卓球大会 

新年の年頭に、大分県内外から中・高

校生チームを招き、参加選手の育成・強

化に努め卓球水準の向上に努めます。 

文 化 体 育 館 杵 築 市 卓 球 連 盟 

090-7297-3208

（カメイ） 

６日（月） 

10:30～ 

令和 2 年杵築市新年互礼会 

 各種団体役員など約 200 名が参加。

市、市議会、商工会、JA 大分東部事業

部、杵築市金融団、区長連合会、県漁協

杵築支店の共催。 

杵築市健康福祉セン

ター・多目的ホール 

秘 書 広 報 課 

0978-62-1800 

12 日（日） 

9:00～ 

杵築市消防団出初式 

 消防団員総数のうち約 300 名出動。

人員服装点検や放水点検を実施します。 

市役所山香庁舎前 

山香ふれあい広場 

危 機 管 理 課 

0978-62-1802 

12 日（日） 

13:30～ 

令和元年度杵築市成人式 

成人を迎える方々の記念行事を行い

ます。本年度の対象成人者による実行委

員会で開催されます。 

文 化 体 育 館 社 会 教 育 課 

0977-75-2413 

1２日（日） 

8:00～受付 

9:00～開始 

第 3９回杵築市健康マラソン大会 

小学生 1 年生の部から一般の部まで、

約 300 人が 1 ㎞～3 ㎞の距離で健脚を

競います。 

住吉浜リゾート 

パーク 

文化・スポーツ振興課 

0978-63-5558 

17 日（金） 

10:00～12:00 

すくすく広場 

概ね 1 歳未満の赤ちゃんとその保護

者を対象に、身体計測・育児相談・歯み

がき相談を実施します。 

cha-cha 

（中央こども園） 

健康長寿あんしん課 

0978-64-2540 

２０日（月）～ 

24 日（金） 

２０日 

14:30～18:00 

２１日～２３日 

9:００～18:00 

２４日 

8:30～10:30 

卓球日本代表男子小学生外部合宿 

２００８年大分国体以降、これまで「城

下町きつき新春卓球大会」を開催し、市

内の卓球競技の機運醸成を図ってまい

りました。さらに市内の競技力向上と卓

球競技人口の拡大に向けて、小学生男子

ナショナルチームの合宿を開催します。

※見学は自由です。 

杵築市文化体育館 杵 築 市 卓 球 連 盟 

090-7297-3208

（カメイ） 
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21 日（火） 

10:30～12:00 

離乳食教室 

離乳食の調理のポイントやお子さん

にあわせた離乳食の進め方についての

講座です。 

【対象】概ね 1 歳 6 か月未満の赤ちゃ

んと保護者（離乳食未開始の方も可） 

【内容】離乳食の試食と個別相談 

健康推進館 健康長寿あんしん課 

0978-64-2540 

26 日（日） 

9:30～ 

文化財防火訓練 

 「文化財防火デー」にあわせて、文化

財を火災、災害から守るため、防火訓練

を実施します。訓練は、地元住民による

初期消火バケツリレー、模擬文化財搬出

訓練、地元消防団・消防署による放水訓

練を予定しています。 

歳神社（大田俣水） 文化・スポーツ振興課 

0978-63-5558 

31 日（金） 

13:00～15:45 

こころの相談会 

臨床心理士による予約制の個別相談

です。１日２件の相談枠 

（①１３時～②１４時３０分～） 

健康推進館 健康長寿あんしん課 

0978-64-2540 

 

２月 行事予定  

日 時 行 事 名（内 容） 場  所 お問い合わせ先 

２日（日） 

9:30～ 開会式 

10:00 スタート 

第 10 回杵築市体育協会支部対抗駅伝

競走大会 

市内 13 支部対抗による、小学生か

ら一般までを交えた駅伝大会。今年は

護江小学校前スタートによる全１０区

間で実施します。 

杵築地域一円 文化・スポーツ振興課 

0978-63-5558 

４日（火） 

14:00～16:00 

杵築市健幸セミナー 

市民の健康寿命の延伸にむけて、大

分県信用組合と市が共同で開催するセ

ミナーです。 

【講演内容】 

『糖尿病にならないために～太らない

体づくり～』 

大分大学医学部特任助教 尾関良則氏 

杵築市健康福祉セン

ター・多目的ホール 

健康長寿あんしん課 

0978-64-2540 

13 日（木） 

10:00～ 

国東半島・宇佐の文化を守る会研修会 

 国史跡に指定されることが決まった

杵築城跡に関連する講演会と現地見学

会を開催します。※入場無料 

杵築市健康福祉セン

ター・多目的ホール 

文化・スポーツ振興課 

0978-63-5558 
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○市内小中学校 １月行事予定      （学校教育課 0977752411） 

学校名 日時 行事名（内容） 場所 対象 

全小中学校 8 日（水） 3 学期始業式   

杵築中学校 17 日（金） 

13:45～15:50 
体験入学 体育館他 小学 6 年生 

宗近中学校 

山香中学校 
17 日（金） 

13:30～15:30 
体験入学 体育館他 小学 6 年生 

護江小学校 
22 日（水） 

13:30～14:30 
工作教室 教室 小学 3 年生 

各中学校 30 日（木） 私立一般入試  中学 3 年生 

 

 

○杵築高校 １月行事予定          （杵築高校 0978622037） 

日時 行事名（内容） 場所 対象 

1 月８日（水） 
始業式・実力考査 

3 学期始業式の後、実力考査を実施。 
校内各教室 全学年 

1 月９日（木） 

14:00～15:50 

百人一首大会 

1・2 年生全員が日本古来の伝統行事、百人

一首を競い、教養を高めるとともに日本文化を

再認識し、新たな気持ちで新年を迎えます。 

校内体育館 1・2 学年 

1 月 18 日（土）

～19 日（日） 

大学入試センター試験 

令和 2 年度大学入試センター試験が 2 日間

の日程で実施され、3 年生約 130 名の生徒が

受験する。 

県内試験会場 3 年生 
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