
                      定例記者会見（2021.2.19）  

 
 

２月 市長定例記者会見 
 
日 時：令和３年２月１９日（金） 

       １３時３０分から 
場 所：市役所本庁舎２階第２会議室 

 
 

１．発表案件 

 

  （１）令和３年度杵築市各会計当初予算（案）の概要     （企画財政課） 
 

  （２）令和２年度杵築市各会計３月補正予算（案）の概要   （企画財政課） 
 

  （３）令和３年第１回議会定例会に提出する予算外議案の概要 （総 務 課） 

 

（４）第 10 回杵築市地域医療フォーラムを開催します   （市立山香病院） 
 

（５）「杵築ブランド ホテル白菊フェア」を開催します   （商工観光課） 
 
 

 

  ２．そ の 他 

 

  （１）「杵築市行財政改革」市民説明会の開催状況について  （総 務 課） 

   

 

 

３．行事予定（令和 3 年３月） 

 

 

 

４．次回の記者会見日程 （予定） 
     ３月 市長定例記者会見 
         日 時：令和３年 ３月２５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（2021.2.19） 
（記者発表①） 

 令和３年度杵築市各会計当初予算（案）の概要 

 

 令和３年度一般会計、特別会計及び公営企業会計当初予算（案）の概要を 

お知らせします。 

 

予算規模

○一般会計　　 172億7,000万円　 (前年度 170億9,000万円、 　前年度比 1億8,000万円、1.1％の増)

○特別会計　　  93億654万8千円　(前年度  92億7,100万4千円、前年度比 3,554万4千円、0.4％の増)

○公営企業会計　56億7,421万4千円(前年度  54億9,635万7千円、前年度比 1億7,785万7千円、3.2％の増)

○全会計　　 　322億5,076万2千円(前年度 318億5,736万1千円、前年度比 3億9,340万1千円、1.2％の増)

＜各会計別予算＞

総 計 32,250,762 31,857,361 393,401 1.2

山香病院事業会計 3,454,016 3,272,357 181,659 5.6

下水道事業会計 1,293,501 1,323,132 ▲ 29,631 ▲ 2.2

工業用水道事業会計 28,404 28,522 ▲ 118 ▲ 0.4

水道事業会計 898,293 872,346 25,947 3.0

公営企業会計(収益的支出＋資本的支出)合計 5,674,214 5,496,357 177,857 3.2

農業集落排水事業特別会計 175,460 176,522 ▲ 1,062 ▲ 0.6

介護保険特別会計 3,949,882 3,865,707 84,175 2.2

後期高齢者医療特別会計 418,467 411,443 7,024 1.7

国民健康保険特別会計 4,167,136 4,206,873 ▲ 39,737 ▲ 0.9

ケーブルテレビ事業特別会計 595,603 610,459 ▲ 14,856 ▲ 2.4

特　　別　　会　　計　　合計 9,306,548 9,271,004 35,544 0.4

一　　般　　会　　計 17,270,000 17,090,000 180,000 1.1

会 計 別
令和３年度

予算額

令和２年度

予算額
増減額 増減率

(単位：千円、％)

 

 

                                                                                                                             

令和３年度の一般会計当初予算については、緊急財政対策の内容を踏襲し、第

４次行財政改革大綱の未来戦略推進プランに沿った予算編成を行っています。予

算総額は昨年度と比べ１億 8,000 万円、率にして 1.1％増の１７２億７,000 万

円となっています。また、歳出一般財源の額は、昨年度と比べ１億 2,870 万円、

率にして１.2％減の１０８億 7,028 万円となっています。 

参考　一般会計予算規模の推移（当初予算比較） (単位：億円、％)

Ｒ３

172.70

1.15.5 5.3 4.1 ▲ 5.1 ▲ 14.9

Ｈ２９

170.90203.30 211.70 200.90

Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

前年度比 5.2 ▲ 3.2 2.4 8.2 ▲ 4.1

190.80 183.00 193.00予算額 177.94 172.18 176.28

年度 Ｈ２３ Ｈ２４
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定例記者会見資料（2021.2.19） 
 歳入では 

（１）市 税：新型コロナウイルス感染症の影響や固定資産の評価替えを 

考慮し、3.2％の減 

（２）地方交付税：普通交付税は、公債費分や地方財政対策の伸びを考慮し 0.７ 

％の増、特別交付税はこれまでの交付額を参考に 25.0％の増 

（３）国庫支出金：新型コロナウイルスワクチン接種に対する負担金や補助金、

公共土木災害復旧事業に対する負担金の計上などにより 1.7

％の増 

（４）県 支 出 金：活力あふれる園芸産地整備事業に対する補助金の増や耕地災 

害復旧事業に対する補助金の計上などにより 13.6％の増 

（５）寄 附 金：ふるさと杵築応援寄附金の増により 5.1％の増 

（６）繰 入 金：財政調整基金の繰入金の減などにより 27.8％の減 

（７）市   債：臨時財政対策債の増などにより 20.0％の増 

 となっています。 

 

歳出では 

（1）扶  助  費：障がい者自立支援給付事業や児童発達支援事業の増はある 

ものの、人口減少の影響により 0.1％の減 

（2）普通建設事業費：沿岸漁場基盤整備事業や市駅錦江橋線道路改良事業の減な 

どにより 9.2％の減 

（3）災害復旧事業費：予期せぬ災害に迅速に対応するため、当初予算から災害復 

旧費を計上したことによる増 

 となっています。 

 

主な新規事業は 

・新型コロナウイルスワクチン接種を医療機関や集団接種会場で実施する予防

接種事業（65,577 千円） 

・新型コロナウイルスワクチン接種のために必要な体制を整備する新型コロナ

ウイルスワクチン接種体制確保事業（20,444 千円） 

・産後間もない母親の育児をサポートする産後ケア事業（1,056 千円） 

・マイナポイントの利用促進を図るマイナポイント事業（2,500 千円） 

・肉用牛新規就農者の畜舎や機械施設の整備に対して助成する肉用牛新規参入

促進特別対策事業（14,318 千円） 

・美濃崎
み の ざ き

漁港物
ぎょこうもの

揚場
あ げ ば

の施設更新を行う水産物供給基盤機能保全事業 

（16,500 千円） 

 などを計上しています。 
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 また、新型コロナウイルス感染症対策経費については、「新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金」を活用し、随時、対応していく予定です。 

 

 一般会計、その他の特別会計・公営企業会計の詳細については、別添「令和３

年度各会計当初予算（案）説明資料」をご参照ください。 

 

 

担 当：企画財政課 財政係 大谷 

ＴＥＬ：0978-62-180４ 
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定例記者会見資料（2021.2.19）                 

（記者発表②） 

 令和２年度杵築市各会計３月補正予算（案）の概要 

 

令和２年度杵築市一般会計、特別会計及び公営企業会計３月補正予算の概要

をお知らせします。 

 

３月補正予算規模

○一般会計　　　     ▲6億3,172万円 　 (補正後予算額 250億6,637万円)

○特別会計　        ▲4億273万8千円 　 (補正後予算額  88億3,617万4千円)

○公営企業会計　       8,376万9千円 　 (補正後予算額  56億5,715万5千円)

○全会計　　　    ▲9億5,068万9千円    (補正後予算額 395億5,969万9千円)

＜各会計別予算＞

総 計 40,510,388 ▲ 950,689 39,559,699

山香病院事業会計 3,326,953 83,769 3,410,722

下水道事業会計 1,325,577 0 1,325,577

工業用水道事業会計 28,522 0 28,522

水道事業会計 892,334 ※　　0 892,334

公営企業会計(収益的支出＋資本的支出)合計 5,573,386 83,769 5,657,155

農業集落排水事業特別会計 176,482 0 176,482

介護保険特別会計 3,898,111 16,281 3,914,392

後期高齢者医療特別会計 412,511 0 412,511

国民健康保険特別会計 4,287,066 ▲ 451,151 3,835,915

ケーブルテレビ事業特別会計 464,742 32,132 496,874

特　　別　　会　　計　　合計 9,238,912 ▲ 402,738 8,836,174

一　　般　　会　　計 25,698,090 ▲ 631,720 25,066,370

会 計 別
令和２年度

現計予算額
補正額

令和２年度

補正後予算額

(単位：千円)

 
※水道事業会計は収益的収入で△2,697 千円、資本的収入で△800 千円の補正を 

しています。 

 

(１) 一般会計（議案第１２号）では、杵築中学校外構工事について、債務負担

行為を設定します。予算については、令和３年度当初予算に計上しています。 

 

(２) 一般会計（議案第１３号）では、国の補正予算に関連する追加事業や決算

見込みの反映とそれに伴う基金の調整等の予算を計上しています。 

主な追加事業は、 

・早期退職などによる退職手当（23,604 千円） 

・放課後等デイサービス利用者の増加に伴う児童発達支援給付費の増額

（1,959 千円） 

・国の補正予算を活用した地籍調査事業費の増額（31,545 千円） 

・畜産農家が母牛の増頭や子牛造成の推進に対して支援を行う、おおいた豊

後牛生産向上対策事業費補助金の増額（5,100 千円） 

などです。 
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定例記者会見資料（2021.2.19）                 

 

 

(３)事業実施の財源は、国・県支出金等です。 

(４)国の補正予算を活用した事業や令和２年度中に事業が完了しないものにつ

いては、令和３年度へ繰り越して実施するため、繰越明許費を設定します。 

(５)特別会計や公営企業会計では、各会計で決算見込みの反映やそれに伴う財

源調整を行っています。 

 

 詳細については、別添「令和２年度各会計３月補正予算(案)説明資料」をご

参照ください。 

 

 

担 当：企画財政課 財政係 大谷 

ＴＥＬ：0978-62-1804  
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定例記者会見資料（2021.2.19.）                  

 

（記者発表③） 

 令和３年第１回議会定例会に提出する予算外議案の概要 

 

   

令和３年第１回議会定例会に提出する 条例議案１６件、一般議案３件、 

報告２件の概要についてお知らせします。 

 

■条例議案 １６件 

 

① 議案第１９号 杵築市行政組織条例の一部改正について 

地方自治法第１５８条第１項の規定に基づく市長の権限に属する事務を 

分掌させるための内部組織について、新たに財産管理活用課を設置するな 

ど、所要の改正を行うもの。 

 

② 議案第２０号 杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に 

       関する条例の一部改正について 

  こども園歯科医の報酬を幼稚園の学校歯科医と同額に改めるなど、所要の 

改正を行うもの。 

 

③ 議案第２１号 杵築市特別職の職員の給料月額の臨時特例措置に関する条例 

       の一部改正について 

 職員の不適正な事務処理により空き家対策総合支援事業補助金の一部が 

不交付になったことの管理監督責任を明らかにするために、市長の給料の 

１０分の１を２か月間、副市長の給料の１０分の１を１か月間、それぞれ 

さらに減額するため、所要の改正を行うもの。 

 

④ 議案第２２号 杵築市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について 

本市の財政状況を鑑み、職員の給料月額を減額するため、所要の改正を行 

うもの。 

 

⑤ 議案第２３号 杵築市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

   新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した職員の特殊勤務手当を 

新設するため、所要の改正を行うもの。 
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⑥ 議案第２４号 杵築市財政健全化条例の制定について 

 財政運営に関し、基本的な事項を定めることにより、財政の規律を確保 

し、将来にわたって健全で持続可能な財政運営を行うため、条例を制定す 

るもの。 

 

⑦ 議案第２５号 杵築市国民健康保険条例の一部改正について 

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、改正箇所を引 

  用している条例中の条文を改めるため、所要の改正を行うもの。 

 

⑧ 議案第２６号 杵築市国民健康保険税条例の一部改正について 

 税制改正により令和３年度から所得算定が見直されたことから、低所得 

者層に対する軽減措置に影響を与えないようにするなど、所要の改正を行 

うもの。 

 

⑨ 議案第２７号 杵築市介護保険条例の一部改正について 

 税制改正により令和３年度から所得算定が見直されたことから、低所得 

者層に対する軽減措置に影響を与えないようにするなど、所要の改正を行 

うもの。 

 

⑩ 議案第２８号 杵築市介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設 

       の指定に関する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービ 

       ス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型サービスの事業 

       の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の一部改正に 

       ついて 

⑪ 議案第２９号 杵築市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービス 

       の事業者の指定の要件並びに指定地域密着型介護予防サービ 

       スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予 

       防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係 

       る基準に関する条例の一部改正について 

⑫ 議案第３０号 杵築市介護保険法に基づく指定介護予防支援事業者の指定の 

       要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに 

       指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の 

       方法に係る基準に関する条例の一部改正について 

⑬ 議案第３１号 杵築市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基 

       準等を定める条例の一部改正について 
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 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部 

を改正する省令による各基準省令の改正に伴い、それぞれの基準条例につ 

いて感染症の予防及びまん延の防止の訓練の実施に関し規定するなど、所 

要の改正を行うもの 

 

⑭ 議案第３２号 杵築市野上家条例の制定について 

市民及び観光客の交流を促進し、にぎわいを創出するために設置する野上 

家の管理、運営について、条例を制定するもの。 

 

⑮ 議案第３３号 杵築市漁港管理条例の一部改正について 

 放置艇の実効的かつ抜本的な解消を図るため、漁港内に係留する漁船以外 

の船舶の係留に係る使用料を定めるなど、所要の改正を行うもの。 

 

⑯ 議案第３４号 杵築市消防団条例の一部改正について 

 人口減少や社会情勢の変化などによる消防団の団員数の減少に伴い、条 

例定数と実団員数に乖離が生じていることから、実情に応じた定数に改め 

適正な運営を図るため、所要の改正を行うもの。 

 

 

■一般議案 ３件 

 

①議案第３５号 杵築市山香温泉風の郷の指定管理者の指定について 

 同施設の指定管理者に「有限会社ペントハウスクラブ」を指定することに 

ついて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め 

るもの。 

 

②議案第３６号 杵築市山香温泉風の郷市場の指定管理者の指定について 

同施設の指定管理者を「大分県農業協同組合」に指定することについて、 

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるも 

の。 

 

③議案第３７号 市道の路線認定について 

下原
しもばる

田代
た し ろ

北線
きたせん

の路線認定をするため、道路法第８条第２項の規定により、 

議会の議決を求めるもの。 
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■報告２件 

①報告第３６号 令和２年度杵築市一般会計補正予算（第１３号）の専決処分の

承認を求めることについて 

 新型コロナウイルス感染症対策として、新型コロナウイルスワクチン接種 

及び体制整備に係る経費、市立山香病院で実施するＰＣＲ検査に対する補助 

金、売上が減少している飲食店及び宿泊業に対する事業継続特別給付金、学 

校における感染症対策に必要な保健衛生用品等の購入について、早急に実施 

する必要があったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分 

しましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるもの。 

 

②報告第３７号 令和２年度杵築市立山香病院事業会計補正予算（第４号）の 

専決処分の承認を求めることについて 

新型コロナウイルス感染症の拡大が顕著となる中、重症化しやすい高齢者 

 や多くの市民の安全性を確保するため、安価でＰＣＲ検査を提供するために 

必要な検査材料や検査薬品材料の購入について、早急に実施する必要があっ 

たため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分しましたので、 

同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるもの。 

 

 

 

 

 

担 当：総務課 行政・法規係（手嶋） 

ＴＥＬ：0978-62-1801（234） 
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定例記者会見資料（2021.2.19） 
（記者発表④） 

 第 10 回杵築市地域医療フォーラムを開催します。 

 

「杵築市地域医療フォーラム」は、杵築市の医療介護の情報や杵築市立山香病

院の活動等について、市民の方々に知っていただく機会として、毎年開催してい

ます。今回で記念すべき１０回目となりますが、新型コロナウイルス感染拡大の

状況を受け、オンライン配信での開催となります。 

 

【日  時】令和 3 年 2 月２７日（土） 9 時 00 分～13 時 00 分 

【開催方法】YouTube による生配信 ※参加費無料 

【申込方法】事前にメールでの参加申込（kitsuki-forum@yamaga-hosp.jp宛） 

      参加申込締切：2 月 22 日（月）※別紙チラシを参照 

【内  容】 

講演Ⅰ：「大分県における新型コロナウィルス感染症への対応～感染拡大防止と社会経

済再活性化～」 大分県 副知事 黒田秀郎
くろだひでろう

氏 

講演Ⅱ：「With/After コロナ時代を生きる～ピンチをチャンスに～」 

元 NHK「ためしてガッテン」専任ディレクター 北折
きたおり

 一
はじめ

氏 

 座談会Ⅰ：「新型コロナウィルス感染症による医療・社会の変化～海外の現状を

通して～」   

     ・アメリカ）シーダー・サイナイメディカルセンター 中路
な か じ

綾
あや

夏
か

氏 

     ・オランダ）ライデン大学院医学部高齢生命医学講座 山田
や ま だ

 拓
たく

氏 

 座談会Ⅱ：「With/After コロナ時代を生きる～ピンチをチャンスに～」 

     ・大分県 副知事 黒田秀郎氏 

・元 NHK「ためしてガッテン」専任ディレクター 北折 一氏 

     ・杵築市 市長 永松 悟 

     ・杵築市立山香病院 病院事業管理者兼院長 小野隆司 

 口演（落語）：県南落語組合幹事長 薬剤師 宮
みや

明
あき

 邦夫
く に お

氏 

【その他】 

 ・第１０回記念特別企画 杵築市立山香病院健診オプション無料券プレゼント 

  ※事前に申込みされた方限定 

 ・後日、杵築市のケーブルテレビ「杵築ど～んとテレビ」で放送予定です。 

また、当院ホームページでも配信予定です。 

 

担 当：杵築市立山香病院 

（平林・岡江） 

ＴＥＬ：0977-75-1234 
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講演Ⅰ 

○黒田 秀郎（くろだ ひでろう） 

（略歴） 

平成３年３月 東京大学法学部卒業 

平成３年４月 厚生省採用 

平成２０年７月 厚生労働省大臣官房総務課企画官（併：大臣官房人事課） 

平成２２年７月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 少子化対策企画室長 

平成２５年７月 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長 

平成２６年８月 内閣官房内閣参事官（内閣総務官室） 

平成２８年６月 厚生労働省保険局医療介護連携政策課長 

平成３０年７月 厚生労働省老健局総務課長 

令和２年７月 大分県副知事 

 

講演Ⅱ 

○北折 一（きたおり はじめ） 

（略歴） 

１９８７年名古屋大学文学部（社会学専攻）卒業後 NHK に入局、静岡放送局などを経た後、

９５年「ためしてガッテン」立ち上げに参加。以来「NHK スペシャル」１本を除き、丸 18年

間、一貫してガッテンの制作にあたる。２０１３年 NHK 退社。退社後は、おもに健康教育の

分野で「人々のよりよい生活のお手伝い」を目指して、「健康情報の読み解き方・伝え方」

「生活習慣病予防のダイエット」などの講演を行うほか、執筆活動も行っている。 

 

座談会Ⅰ 

○中路 綾香（なかじ あやか） 

（略歴） 

カリフォルニア州ロサンゼルス在住。奈良県出身。2009 年同志社大学社会福祉学科を卒業

後、ハワイ大学マノア校にてソーシャルワーク修士号(MSW)取得。その後２年、ハワイにて

家庭裁判所での DV被害者へのアウトリーチを経験。ロサンゼルスに移住後は、HIV/AIDS の

予防・介入、LGBTQ コミュニティでのメンタルヘルス、ケースマネジメントなどの職を経て、

2019 年 7月より Cedars-Sinai Medical Center においてガン患者のケアコーディネーター

として勤務。 

 

座談会Ⅱ 

○山田 拓（やまだ たく） 

（略歴） 

神奈川県横浜市出身。 
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2014 年琉球大学医学部卒業。 

2016 年沖縄県立中部病院にて初期臨床研修を修了。 

2017 年より 2年間、沖縄県立八重山病院附属小浜診療所にて勤務。 

2019 年まちだ丘の上病院、かまくらファミリークリニックにて勤務。 

同年 9月よりオランダのライデン大学社会人文学部オランダ学科所属。 

2020 年 9 月より同大学大学院医学部の老年生命医学(Vitality and Ageing)修士課程に在籍

中。 

日本内科学会 認定内科医、日本プライマリ・ケア連合学会認定 家庭医療専門医。 

 

口演（落語） 

○宮明 邦夫（みやあき くにお） 

（略歴） 

熊本大学薬学部卒業  薬剤師 鍼灸師    

友人と始めた県南落語組合は 37 年目を迎え、同時に始めた講演会活動は通算で、３０００

回を超える。    

健康、街づくり、経営、人権など話の守備範囲は広く、笑いに満ちたエピソードを織り交ぜ

た講演は全国からひっぱりだこ。OBS ラジオで県南週末トークタイムのレギュラーを５年つ

とめ、現在は大分合同新聞「灯」欄でエッセイを掲載中。ケーブルテレビ佐伯で佐伯深堀漫

遊記のキャスターは６年目に入る。 

県南落語組合の活動を通じて、大分合同新聞文化賞・サントリー地域文化賞などを受賞。  

 有限会社みやあき薬局など三社を経営  

平成１８年より５年間 佐伯市教育委員会教育委員長  

   著書 シリーズ藩物語 「佐伯藩」 （現代書館） 
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定例記者会見資料（2021.2.19） 
（記者発表⑤） 

 「杵築ブランド ホテル白菊フェア」を開催します 

 

 杵築市では、平成 27 年度に杵築ブランド推進協議会（永松悟会長）を設立し、

市の資源や地域特性を生かした優れた産品を「杵築ブランド」として認定し、市

内外に向けて情報発信することにより、地域経済の発展、杵築市の知名度の向上

を推進してきました。これまでに 29 品目 66 品を認定しています。 

 このたび、別府市の老舗ホテル「ホテル白菊」にて、杵築ブランド認定品の展

示及び販売ブースを期間限定で設置し、情報発信を行います。 

 

◆杵築ブランド ホテル白菊フェア 

 【期 間】令和 3 年 3 月 1 日（月）～3 月 18 日（木） 

 【場 所】ホテル白菊（別府市上田の湯町 16-36） 

 【内 容】杵築ブランド認定品の展示販売 

【取扱品目】 

事業者名 認定品名 

綾部味噌醸造元 かぼす味噌 

今村農園 おひさまきらりんジュース 

お茶のとまや 煎茶「杵築城」 

オレンジ農園 かぼすポン酢、かぼすジンジャーハニー 

きつき紅茶 
きつき紅茶ティーバッグ（匂い桜花入り・べにふうき・べに

ひかり） 

木付や きつきシャリ羊羹、きつき抹茶シャリ羊羹 

高橋水産 別府湾かちえび、別府湾焼きえび 

中野酒造 
智恵美人 純米大吟醸(日本酒)、智恵美人 純米吟醸(日本酒)、

智恵美人 純米酒(日本酒) 

豊予農場 ほっとみかんジュース 

松山堂 みそまんじゅう、三万二千石 

 

（その他情報） 

現在、杵築ブランド認定品のうち株式会社絆屋の「りゅうきゅう」が、紀ノ国

屋等々力店（東京都世田谷区等々力）でお取り扱い頂いています。 

 

担 当：商工観光課 

ブランド・ふるさと納税係（宮川） 

ＴＥＬ：0978-62-1808 
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杵築ブランド商品リスト 杵築ブランド商品リスト（R2.12.10現在）

事業者名 認定時期 商品名 ラインナップ カウント

純米大吟醸 1

純米吟醸 2

純米酒 3

純米大吟醸 4

純米吟醸 5

純米酒 6

28年度 ちえびじん紅茶梅酒 紅茶梅酒 7

蒲焼 8

白焼 9

ほっとみかんジュース～生姜と蜂蜜入り～ 10

アンコールジュース 11

完熟梨のコンフィチュール 12

温デコのコンフィチュール 13

杵築アンコールのコンフィチュール 14

ぽんかんのコンフィチュール 15

青島みかんのコンフィチュール 16

真鯛 17

ぶり 18

関さば 19

かぼすぶり 20

関あじ 21

本マグロ 22

太刀魚 23

綾部醸造元味噌漬け（あじ） 24

綾部醸造元味噌漬け（ぶり） 25

綾部醸造元味噌漬け（真鯛） 26

綾部醸造元味噌漬け（ハモ） 27

綾部醸造元塩麹漬け（あじ） 28

綾部醸造元塩麹漬け（ぶり） 29

綾部醸造元塩麹漬け（真鯛） 30

綾部醸造元塩麹漬け（ハモ） 31

中野酒造酒粕漬け（あじ） 32

中野酒造酒粕漬け（ぶり） 33

中野酒造酒粕漬け（ハモ） 34

中野酒造酒粕漬け（真鯛） 35

べにふうき 36

べにたちあわせ 37

べにひかり 38

べにさやか 39

匂い桜花入り 40

豊後梅花入り 41

ハーブレモン 42

ハーブローズ 43

マイルド 44

水出し用ブレンド 45

28年度 別府湾かちえび 別府湾かちえび 46

29年度 別府湾焼きえび 別府湾焼きえび 47

28年度 ハウス美娘（みこ） ハウス美娘（みこ） 48

31年度 ハウスみかん ハウスみかん　R13 49

R2年度 きつきみかんストレートジュースきつきみかんストレートジュース 50

(農)ニード牧場 29年度 山香牛 山香産黒毛和牛 51

(有)大分ファーム 29年度
豊後活きいき卵
鹿鳴越おうはん

豊後活きいき卵　鹿鳴越おうはん（H31名称変更） 52

蔵姫 生搾り
100％ジュース

蔵姫 生搾り 100％ジュース 53

おひさまきらりん
生搾り 100％ジュース

おひさまきらりん 生搾り 100％ジュース 54

(有)若栄屋 30年度 鯛茶漬うれしの 鯛茶漬うれしの 55

シャリ羊羹 56

シャリ羊羹抹茶 57

茶 杵築城 58

落雁 落雁「豊生」 59

31年度 カボスジンジャーハニー カボスジンジャーハニー 60

R2年度 かぼすポン酢 かぼすポン酢 61

3万2千石 3万2千石 62

みそまんじゅう みそまんじゅう 63

綾部味噌 31年度 味噌 カボス味噌 64

山香ゆうきの会 R2年度 山香米 ひのひかり 65

アドバンスト・メディカル・コミュ
ニケーションズ（株）

R2年度 EGOMA　OIL EGOMA　OIL 66

18事業所 29品目 66品

31年度

31年度

木付や

とまや

松山堂

オレンジ農園

今村農園 30年度

JAおおいた
杵築柑橘選果場

(有)高橋水産

（シャリ）羊羹31年度

28年度きつき紅茶

(有)中野酒造

(有)大分水産

豊予農場

28年度

28年度

28年度

28年度

28年度

28年度

29年度

(株)フードコミニュケーション・
絆

コンフィチュール

みかんジュース

温泉うなぎ

智恵美人

ちえびじん

きつき紅茶

りゅうきゅう

杵築の漬魚（ＺＵＫＥ）
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紀ノ国屋等々⼒店における陳列状況
（2020.10.14撮影）
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定例記者会見資料（2021.2.19） 
（その他①） 

 「杵築市行財政改革」市民説明会の開催状況について 

 

昨年８月に策定しました「第４次杵築市行財政改革大綱」の取組を具体的に示

した計画「未来戦略推進プラン」について、2 月 8 日（月）から 13 日（土）ま

で、計 8 回の市民説明会を開催し、市民の皆様からご意見・ご提言を頂きました。 

つきましては、市民説明会の開催状況をご報告します。 

 

○参加状況 

【参加者延べ人数】 ２４１人 

【開催日ごとの参加者数】 

２月 ８日（月）山香会場 １９時００分～ ３５人 

    ９日（火）杵築会場 １９時００分～ ３７人 

   １０日（水）杵築会場 １９時００分～ ２６人 

   １１日（木）山香会場  ９時３０分～ ２６人 

         杵築会場 １４時００分～ ２４人 

   １２日（金）大田会場 １９時００分～ ６２人 

   １３日（土）杵築会場  ９時３０分～ １５人 

         山香会場 １４時００分～ １６人 

【会場別の参加者合計】 

  杵築会場 １０２人 

  山香会場  ７７人 

  大田会場  ６２人   

    計  ２４１人 （内訳）市民１３４人 市外９人 職員６２人 

                議員２６人 報道１０人 

 

○寄せられた意見等 

・徴収率が県下最下位とのことだが、税負担の公平性の観点から徴収率向上に 

取り組むこと。 

・中期財政収支をみると投資的経費のみ減額しているようだが、インフラ整備等 

をどう考えるか。 

・新たな財源の確保を図るべき。 

・経常収支の R6 以降の見通しは？ 

・基金の運用益はどうなっているのか。 

・内部資金を流用しているだけ 基金残高の見通しは？ 

・杵築市の現状と全国の自治体の比較。杵築市の位置がどれくらいであるのか。 

資料があるとわかりやすい。 

・歳入確保のふるさと納税は水物である。根幹である市税収入の確保を図る 

べき。 

・全国一住みよいまちだと思っていたのに残念だ。 

・市長は責任をどう捉えているのか？ 関連して退職金に言及。 
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定例記者会見資料（2021.2.19） 
・今後行政サービスは低下していくことを市民は理解していない。 

・山香温泉センターの休館日と営業時間について（元に戻してほしい） 

・防災ラジオの放送は良い。（コロナ関連） 

・要因分析をもっと深めるべき。 

・資料の工夫 図やグラフによりもっとわかりやすく作成すべき。 

・職員から市民への報告がない。（現場に来て聞いても、その後の報告がない。） 

・工数管理はうまくいくのか。 

・市外からの金・人の流入が必要。 

・情報の詳細開示を。 

・説明会の開催を“開催した”との報道で知った。周知はどのようにしたのか。 

・杵築市内から書店がなくなったことについてどう思っているのか。 

・生活環境課をなくしたこと。この環境重視の時代に考えられない。 

・浄水場の建設から、水道料金はどうなるのか。 

・大田小学校 小規模特認校について 

・大田こども園について（公立で存続）意見多数あった。 

・削減の話しか載っていない。 

・給食センターの民営化について、スケジュール等 地産地消は。 

・アウトソーシングとあるが、経費が上昇するのでは。 

・議員定数の議論はあるのか？ 

・公用車の削減を。（特に議長車） 

・地域おこし協力隊制度の継続を。 

・市外在住職員がいることについてどう捉えているのか。 

・企業誘致等に力を入れて市税収入の増を図らなければならない。 

・参加者が少ないように感じる。総括が必要。 

 

担 当：総務課 秘書広報広聴係 

（藤原） 

ＴＥＬ：0978-62-1800 
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定例記者会見（2021.2.19）  

 

行事予定表 
２月 行事予定 

日 時 行 事 名（内 容） 場  所 お問い合わせ先 

20 日（土）～

21 日（日） 

第 46 回杵築公民館文化祭 

展示部門 20 日（土）10 時～16 時 

     21 日（日）10 時～15 時 

茶道部門 21 日（日）10 時～15 時 

芸能部門 参加団体のみ無観客にて 

収録 

きつき生涯学習館 杵 築 中 央 公 民 館 

0978-62-2499 

27 日（土） 

9:00～13:00 

第 10 回杵築市地域医療フォーラム 

 杵築市の医療介護の情報や山香病院

の活動等について、市民の方々に知って

頂く機会として毎年開催しています。 

今回はオンライン配信にて開催します。 

YouTube 

（生配信） 

杵築市立山香病院 

0977-75-1234 

27 日（土） 

9:00～16:00 

マイナンバーカード申請臨時窓口開設 

 マイナンバーカードの申請や受取り

のため臨時で窓口を開きます。 

（窓口） 

市役所本庁舎：市民生活課窓口 

山香庁舎：山香振興課市民生活係窓口 

大田庁舎：大田振興課市民生活係窓口 

市役所本庁舎、山

香庁舎、大田庁舎 

市 民 生 活 課 

0978-62-1806 

山 香 振 興 課 

0977-75-2401 

大 田 振 興 課 

0978-52-2222 

 

３月 行事予定 

日 時 行 事 名（内 容） 場  所 お問い合わせ先 

５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・歯科

相談を行います。 

さくらんぼ（山香

子ども園） 

健康長寿あんしん課 

0978-64-2525 

８日（月） 

10:00～12:00 

わいわい教室 

障がいのあるお子さんの保護者を対

象に座談会を行います。 

※新規要予約 

健 康 推 進 館 健康長寿あんしん課 

0978-64-2525 

１６日（火） 

9:30～11:45 

離乳食相談会 

 離乳食の作り方のポイントやお子さ

んに合わせた離乳食の進め方に関する

相談会です。 

（対象）概ね 1 歳 6 か月までの赤ちゃ

んと保護者※離乳食未開始の方も可 

（定員）8 組 ※先着順 

健 康 推 進 館 健康長寿あんしん課 

0978-64-2540 
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１８日（木） 

13:00～13:30 

2 歳児歯科健診 

 平成 30 年 8 月・9 月生まれのお子さ

んを対象に歯科健診を実施します。 

健 康 推 進 館 健康長寿あんしん課 

0978-64-2540 

１９日（金） 

12:30～13:00 

3 歳児健診 

平成 30 年 8 月・9 月生まれのお子さ

んを対象に歯科健診を実施します。 

健 康 推 進 館 健康長寿あんしん課 

0978-64-2540 

27 日（水）

14:00～ 

第 2回よろうち！きつきオリーブサロ

ン 

・講話「わかりやすい検査の見方」 

    杵築市立山香病院検査料 

※オンライン開催のみ、参加無料 

※申込期限 3 月 10 日（水）まで 

山香病院健診セン

ター集会室 

杵築市立山香病院 

0977-75-1234 

27 日（土）・

28 日（日） 

8:30～17:00 

臨時窓口の開設 

 転入、転出等の住民異動届の受付や 

市税等の納付、水道の開栓・閉栓の手続

きなどを受け付けます。 

※山香庁舎は 27 日（土）のみ 

本庁舎：市民生活

課 

山香庁舎：山香振

興課（マイナンバ

ー業務のみ） 

市 民 生 活 課 

0978-62-1806 

山 香 振 興 課 

0977-75-2401 

 

○市内小中学校  ３月行事予定     （学校教育課 0977752411） 

日 時 行事名（内容） 場 所 対 象 

５日（金） 中学校卒業式 市内中学校 中学校３年生 

９日（火）～ 

１０日（水） 
県立高校一次入試 

県立高校 

（受験校） 
中学校３年生 

１５日（月） 杵築市教育研究協議会運営委員会 山香庁舎大会議室 教職員代表 

１９日（金） 
法政大学航空操縦学科との交流会 

 （※zoom による大学紹介等） 
宗近中学校 中学２年生 

２３日（火） 幼稚園卒園式 市内幼稚園 卒園児 

２４日（水） 小学校卒業式 市内小学校 小学校６年生 

２６日（金） 修了式 幼・小・中学校 園児・児童生徒 

 

※卒業式については、新型コロナウイルス感染防止を考慮し、規模縮小・短時間 

 にて実施します。 
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○杵築高校 ３月行事予定         （杵築高校 0978622037） 

日時 行事名（内容） 場所 対象 

１日（月） 

10:00～11:30 

第７３回卒業式 
感染症予防のため、３年生とその保護者、 

教職員のみで行います。 

校 内 体 育 館 3 年生・保護

者・教職員 

２１日（日） 

13:30～ 

吹奏楽部スプリングコンサート 
今回で第１５回目となる「杵高ブラス☆スプ 

リングコンサート」を開催します。 
※開場１２:３０～ 

校 内 体 育 館 全校生徒他 

 

※新型コロナウイルスの影響により、中止・変更する場合があります。 
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