
 
 

                          定例記者会見（2020.4.23）  

 

４月 市長定例記者会見 
 

日 時：令和２年４月２３日（木） 
１３時３０分から 

場 所：杵築市役所本庁舎２階 大会議室 
 
 
 

１． 発表案件 
   

（１）杵築市における新型コロナウイルス感染拡大防止の対応について 

                             （危機管理課） 

（健康長寿あんしん課） 
 
 
  ２．その他 
   
  （１）無償貸付による「山香温泉 風の郷」施設活用事業者募集について 

※別添資料参照                   （商工観光課） 
 

（２）「杵築市うまいもんテイクアウト」を始めました    （商工観光課） 
 
  （３）市内バラ生産者が山香病院にバラを贈呈        （農林水産課） 
 
 
 

３．行事予定（令和２年５月）                

  行事等の中止・延期についてお知らせします 
 
 
４．次回の記者会見日程（予定） 
  ５月 市長定例記者会見 

        日 時：令和２年６月１日（月） １５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（2020.4.23） 
（記者発表①） 

 杵築市における新型コロナウイルス感染拡大防止の対応について 

 

 令和２年に入り、国内外で新型コロナウイルス感染症の感染者発生が報告さ

れ、大分県内でも３月に入り感染者が報告されている中、当市においても新型

コロナウイルスの感染拡大を防ぐために様々な取り組みを実施しています。 

 

１．危機管理体制について 

杵築市では新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、2 月 28 日に 

「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、国の新型コロナウイルス 

感染症対策専門家会議・大分県新型コロナウイルス感染症対策本部の会議を 

うけて、杵築市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催しています。 

○第 1 回対策本部会議 

日時：令和 2 年 2 月 28 日（金）9 時 00 分～10 時 00 分 

議事：小中学校の休校、幼稚園・保育園・こども園・放課後児童クラブ 

への対応について 

○第 2 回対策本部会議 

日時：令和 2 年 3 月 4 日（水）14 時３０分～16 時 00 分 

議事：各施設の休館、各課の対応確認（施設関係、サロンの休止など） 

3 月 5 日から職員の体温測定開始（市長部局、教育委員会。休日 

含む全日） 

 ○第 3 回対策本部会議 

  日時：令和２年 3 月 23 日（月）8 時４０分～１０時 00 分 

  議事：国の方針と大分県対策本部会議の内容報告、今後のマスク・消毒液 

の配布、4 月の各課行事の実施・中止・延期、各施設の休館など 

 ○第４回対策本部会議 

  日時：令和２年４月７日（火）９時３０分～１１時 00 分 

  議事：国の方針と大分県対策本部会議の内容報告、今後のマスク・消毒液 

の配布、4 月の各課行事の実施・中止・延期、各施設の休館など 

 ○第５回対策本部会議 

  日時：令和２年４月２１日（火）１０時２５分～１２時２0 分 

  議事：国の方針と大分県対策本部会議の内容報告、マスク・消毒液配布状 

     況、４・５月の各課行事の実施・中止・延期、各施設の休館など 

 

２．情報提供・相談体制 

① 市公式ウェブサイトや防災ラジオにて随時情報提供（国・県の動向、手

洗い・咳エチケット、発熱時の受診の仕方など） 

② 市民への予防等に関する啓発チラシ配布 

③ 受診や予防に関する相談については、東部保健所と杵築市健康長寿あん

しん課で対応（２月２８日から、土・日曜日 電話相談対応中） 
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定例記者会見資料（2020.4.23） 
３．マスク・消毒液の配布 

○マスク：医療機関（2,400 枚）・高齢者福祉施設（6,７00 枚）へ配布 

 ○消毒液：幼小中学校・放課後児童クラブ・地区公民館へ配布 

 

４．小・中学校の対応 

  市内の小中学校では、４月１７日（金）から５月１日（金）まで臨時休業

とし、引き続き５月６日（水）まで学校の教育活動を行わない対応をとっ

ています。 

 

５．公共施設等の休館や行事・イベントの中止・延期について 

４・５月中の休館、行事・イベントの中止・延期は別紙のとおりです。 

 

６．杵築市立図書館臨時休館中の事前予約サービスについて ※別添資料 

只今臨時休館中ですが、利用者カードをお持ちの方がメール、ファックス 

で事前に申し込みいただいた場合に限り、貸し出しサービスを行います。 

（サービス期間）４月２２日（水）～臨時休館期間中 

（ 対 象 資 料 ）図書・雑誌のバックナンバー・DVD・紙芝居 

（ 貸 出 期 間 ）２週間 

（ 利 用 方 法 ）  

①図書館ホームページから事前予約申込書を入手 

②蔵書検索し、申込書を図書館へメールかファックスで送信（スマホ画可） 

③準備ができ次第、図書館から連絡し来館日時を確認 

④来館し、インターホンで職員を呼び出す 

⑤職員は開錠し、アルコール消毒をお願いしたうえで、貸出手続きを行う 

⑥利用者退館（滞在時間は３分程度） 

（利用者への対応等） 

・利用者退館後に、施錠し、カウンター回りを消毒 

・返却はブックポストで２４時間可能。返却資料は１冊ずつ消毒する（継続） 

・利用者対応の際は、ドアは開放のままとする 

・来館者は基本的にトイレ等の使用不可、図書館スペース立ち入り禁止 

【お問合せ】杵築市立図書館 TEL：０９７８-６２-４３６２ 

 

７．KDT テレビ授業について ※別添資料 

 市内小中学校が臨時休業の間、ALT（外国人指導助手）の協力により小・中

学生向けの英語に馴染んでもらうための番組をケーブルテレビで放送します。 

 

 

【担当】 健康長寿あんしん課（河野） TEL：０９７８-６４-２５４０ 

危機管理課（大塚）     TEL：０９７８-６２-１８０２ 
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新型コロナウイルス感染拡大予防のため休館（休業）としている施設等

担当課
（問い合わせ先）

所管施設等 内容 期間

企画財政課

(0978-62-1803)

協働のまちづくり課

(0977-75-0001)

人権啓発・部落差別解消推進課

(0978-62-4799)

農林水産課（山香農政係）

(0977-75-2407)

(0978-63-9226)

健康長寿あんしん課

(0978-64-2540)

福祉事務所　子育て支援室 杵築児童館

(0977-75-2408) 山香児童館

教育総務課

(0977-75-2410)

社会教育課 山香工房 休館

(0977-75-2413) 杵築市十王教育文化会館 休館

杵築市中央公民館 杵築中央公民館（きつき生涯学習館） 休館

(0977-75-0040) 山香中央公民館 休館

大田中央公民館 休館

地区公民館９館 休館

杵築市立図書館

(0978-62-4362)

文化・スポーツ振興課 杵築市勤労者体育センター 休館

(0978-63-5558) 杵築市営山香体育館 休館

杵築市営立石体育館 休館

杵築市営田原体育館 休館

杵築市営朝田体育館 休館

杵築市営東山香体育館 休館

杵築市営向野体育館 休館

杵築市営山浦体育館 休館

杵築市営上体育館 休館

杵築市文化体育館（トレーニングルーム含む） 休館

杵築市Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 休館

杵築市営弓道場（山香弓道場含む） 休館

杵築市営サッカー場会議室（管理棟） 休館
3月5日～
当分の間

文化・スポーツ振興課 杵築城 休館（休業）

（杵築市観光協会） 大原邸 休館（休業）

(0978-63-0100) きつき城下町資料館 休館（休業）

※新型コロナウイルス感染拡大の

状況等により、内容が変更される場合 一松邸 休館（休業）

があります。杵築市観光協会ＨＰにも 磯矢邸 休館（休業）

掲載していますのでご確認ください。 佐野家 休館（休業）

・杵築市観光協会ＨＰアドレス 中根邸 休館（休業）

kit-suki.com 重光家 休館（休業）

商工観光課

（指定管理者：（株）千咲）

(0978-66-1112)

商工観光課

（杵築市総合振興センター）

(0978-62-2000)

大田振興課

(0978-52-2222)

杵築市健康福祉センター
（多目的ホール・屋根付広場）

休館

3月2日～
当分の間

3月5日～
当分の間

3月2日～
当分の間

横岳自然公園(一部施設）
・宿泊施設(横岳荘、ログハウス、ｷｬﾝﾌﾟ場）
・テニスコート、屋外遊具
・天体観測施設「キララ館」
※屋外トイレの利用は可能

休館（休業）
3月5日～
当分の間

3月5日～
当分の間

3月2日～
当分の間

小中学校体育館

休館（休業）能見邸

3月2日～
当分の間

杵築ふるさと産業館

（R2.4.21現在）

休館
※放課後児童クラ

ブのみ実施

休館向野地区コミュニティセンター

隣保館 休館

杵築市山香農村環境改善センター 休館

温水プール 休館

3月5日～
当分の間

杵築市自家用バス
（杵築バス、山香バス、健康福祉センターバス）

利用中止
3月10日～
当分の間

休館（休業）
5月1日～
5月6日

農林水産課（指定管理者：大分県
漁業協同組合）

杵築市観光交流センター（きつき衆楽観） 休館（休業）
4月16日～
5月6日

杵築市漁船漁業用作業保管施設 休館（休業）
3月5日～
当分の間

3月4日～
当分の間

3月24日～
当分の間

休館

杵築市立図書館（山香・大田図書室含む） 休館

※「甘味処 台の茶屋」は、3/24 から当分の間、

休業いたします。
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定例記者会見資料（2020.4.23） 
（その他②） 

 「杵築市うまいもんテイクアウト」を始めました 

 

 杵築市では、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐ取り組みとして、また、

経済対策として、市内飲食店のメニューを持ち帰りできる取り組み「杵築市う

まいもんテイクアウト」を開催中です。 

 

新型コロナウイルス感染症が国内外で拡大していく中、料理のテイクアウト

（お持ち帰り）が注目されています。 

そこで、杵築市では、感染拡大を防ぐため、また、経済対策として「杵築市 

うまいもんテイクアウト」を開催し、市公式ウェブサイトや市ケーブルテレビ

等でテイクアウトメニューを紹介しています。 

下記のとおり市公式ウェブサイト及び市ケーブルテレビで参加店舗の募集

を開始し、参加店舗を随時公表しています。 

※期間は５月末日まで。店舗掲載後も随時更新します。 

 

記 

【ホームページ等の公表開始】 

 （１）開始日時：令和２年４月１０日（金） １２：００～ 

 （２）公表場所：市公式ウェブサイト、市ケーブルテレビ、商工観光課 

カウンター 

 （３）公表内容：募集要領、参加店舗情報（屋号・電話番号・営業時間・ 

メニュー） 

 

【参加店舗】 

１１店舗（４月 23 日現在） 

  居酒屋いち屋、魚市魚座、海鮮亭ざこば、芳の芽、マサカノ、風の郷、 

  きつき漁菜館、日向屋、三川食堂、和食ダイニング大、カフェ食堂あお 

ぞら 

  ※詳細は別紙参加店一覧表参照 

  

 

 

担 当：商工観光課 

ブランド・ふるさと納税係（宮川）・商工労政係 

ＴＥＬ：0978-62-1808 
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2020/4/23日現在

店舗名 電話番号 営業時間 定休日

居酒屋いち屋 0978-62-3802 17:30〜24:00
※電話予約　12:00〜18:00 火曜日

⿂市⿂座 0978-63-9100 10:00〜18:00 不定休

海鮮亭ざこば 0978-63-6771 11:00〜14:00
17:00〜22:00 不定休

芳の芽 0978-63-4381
　　予約時間（※前日までの予約）16:00〜19:00
　　受け渡し時間　11:00〜13:00
　　　　　　　　　　　16:00〜19:00

月曜日

バーガースタンド
マサカノ 080-3981-0622 11:00〜16:00 日曜祝日

山香温泉風の郷 0977-75-1126
　　受取時間　11:00〜19:00
　　　　　　　※10:00〜12:00に受取希望の場合は
　　　　　　　　　前日20:00まで予約

不定休

きつき漁菜館 0978-62-2263 予約時間　8:00〜15:00
受け渡し最終時間　17:00 火曜日

日向屋 0978-63-9214 営業時間　9:00〜18:00
予約は前日昼まで 不定休

三川食堂 0978-64-0606
営業時間　7:30〜21:00
受け渡しは11:00以降

予約は前日まで（単品は当日可）
無

和食ダイニング大 0978-62-3939 予約時間11︓00〜14︓00
営業時間18︓00〜23︓30 日曜日

カフェ食堂あおぞら 0978-66-1234

　営業時間
　平日　　11︓00〜15︓30（ラストオーダー14:30）
　　　　　　17︓30〜21︓30（ラストオーダー20:45）
　⼟日祝日　11︓00〜21︓30
　　　　　　※予約できれば前日まで

月曜日
（祝日の場合は営業）

第3火曜日
（変更の場合あり）

杵築市うまいもんテイクアウト参加店一覧
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定例記者会見資料（2020.4.23） 
（その他③） 

市内バラ生産者が山香病院にバラを贈呈 

 

 

○「天使のバラ」贈呈式 

 

【日時】令和 2 年４月２８日（火）１６時 00 分から 

 

【場所】杵築市立山香病院玄関前 

 

【主催】ほんだバラ香園（杵築市山香町大字吉野渡１６０４－１３） 

  

【内容】山香病院の入院患者さんや新型コロナウイルス感染症の影響で日々 

奮闘されている医療スタッフを元気づけたいという思いで、「ほんだ 

バラ香園」代表の本田あけみさんから、自家栽培のバラ５００本を 

小野院長へ贈呈します。 

 

【バラ贈呈式 式次第】 

 

   ・杵築市役所農林水産課長 竹中和男から主旨説明 

 

   ・ほんだバラ香園 代表取締役社長 本田あけみ様 あいさつ 

 

   ・バラ贈呈 

 

   ・杵築市立山香病院 小野隆司院長お礼の言葉 

 

 

 

    

 

 

担 当：農林水産課 

園芸畜産係（佐藤） 

ＴＥＬ：０９７８－６２－１８０９ 
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○市主催行事等
開催日 曜 開始時刻 行事名 場所 担当課   実施延期中止

5/3 日 8:10〜
2020ツール・ド・国東 第39回大会
国東半島一周センチュリーラン

文化体育館 文化・スポーツ振興課
延期

11月15日

5/4〜
5/5

月〜
火

きつきお城まつり
杵築市城下町
一帯

商工観光課 中止

5/8 金
10:00~
12:00

すくすく広場
どんぐり（浄願寺
こども園）

健康⻑寿あんしん課 中止

5/14 ⽊ 13:00〜 2歳児健診 健康推進館 健康⻑寿あんしん課 中止

5/15 金 12:30 3歳児健診 健康推進館 健康⻑寿あんしん課 中止

5/17 日 市内一⻫避難訓練（⾵⽔害） 市内一円 危機管理課 中止

5/18 月
10:00~
12:00

わいわい教室 健康推進館 健康⻑寿あんしん課 中止

5/19 火 10:30〜 離乳⾷教室 健康推進館 健康⻑寿あんしん課 中止

5/25 月 防災パトロール 市内一円 危機管理課
形式を変えて

実施

5/27 ⽔ 杵築市チャレンジデー2020 市内全域 文化・スポーツ振興課 中止

5/28 ⽊
10:00~
12:00

ハローワーク別府出張相談
市役所本庁舎
１階相談室

商工観光課 中止

5月
中旬

区⻑連合会総会 総務課 中止

5月
中旬

防犯協会総会 総務課 中止

○杵築高校 ５月行事予定
開催日 曜 開始時刻 行事名 場所 対象   実施延期中止

5/7 ⽊
14:45〜
15:15

県総体壮行会 校内体育館 全学年 延期

5/8 金 前期生徒総会 校内体育館 全学年 中止

5/13〜
5/15

⽊〜
金

中間考査 校内各教室
全学年→
3年生のみ

延期
5/20〜5/22

5/18 月
15:00〜
16:10

交通講話・単車通学生講話 校内体育館 全学年 延期

○市内小中学校 ５月行事予定 〜 掲載する行事予定はありません。

（杵築高校 0978‐62‐2037）

行事予定（令和2年5月）
新型コロナウイルス感染拡大防止対応につき、行事等の中止・延期についてお知らせします。
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