定例記者会見（2021.5.28）

５月

市長定例記者会見
日

時：令和３年５月２８日（金）
１３時３０分から

場

所：市役所本庁舎２階大会議室

１．発表案件
（１）令和３年度杵築市各会計６月補正予算（案）の概要
（予算議案３件）

（企画財政課）

（２）令和３年第２回議会定例会に提出する予算外議案の概要（総 務 課）
（条例議案 4 件、一般議案３件、報告３件）
◎議案数合計 13 件
（３）杵築市における高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種及び予約状況
について
（健康長寿あんしん課）
（４）令和 2 年度杵築市成人式参加者に対する PCR 検査の実施
（社会教育課）
（５）杵築市新型コロナウイルス対策特産品開発事業の実施

（商工観光課）

（６）杵築市新型コロナウイルス対策特産品販売促進事業の実施
（商工観光課）

２．その他
（１）きつき衆楽観における新型コロナウイルス感染状況等について
※資料別紙
（商工観光課）
（２）行政手続における押印の見直しについて

（総

３．行事予定（令和 3 年６月～７月）

４．次回の記者会見日程 （予定）
６月

市長定例記者会見
日 時：令和３年

６月２４日（木）

場 所：杵築市役所本庁舎

１３時３０分

２階大会議室

務

課）
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（記者発表①）
令和３年度杵築市各会計６月補正予算（案）の概要

令和３年度杵築市一般会計、特別会計及び公営企業会計６月補正予算の概要を
お知らせします。（予算議案 ３件）
６ 月補正予 算規模
○ 一般会計

1億 2,512万3千円

○ 特別会計

3,312万8千円

(補 正後予 算額

93億3,967万6千 円)

2,610万円

(補 正後予 算額

57億1,588万円)

○ 公営企業 会計
○ 全会計

1億 8,435万1千円

(補 正後予 算額 176億3,805万2千 円)

(補 正後予 算額 326億9,360万8千 円)
(単位 ：千円 )

＜ 各会計別 予算＞
会

計

一

般

会

計

特

別

会

計

令和３ 年度
現計予 算額

別

合計

ケーブ ルテレ ビ事業 特別会計
国民健 康保険 特別会 計
後期高 齢者医 療特別 会計
介護保 険特別 会計
農業集 落排水 事業特 別会計
公 営企業会 計(収 益的支出 ＋資本 的支出 )合計
水道事 業会計
工業用 水道事 業会計
下水道 事業会 計
山香病 院事業 会計
総

計

令 和３年度
補正 後予算 額

補 正額

17,512,929

125,123

17,638,052

9,306,548

33,128

9,339,676

595,603

0

595,603

4,167,136

33,128

4,200,264

418,467

0

418,467

3,949,882

0

3,949,882

175,460

0

175,460

5,689,780

26,100

5,715,880

898,293

26,100

924,393

28,404

0

28,404

1,293,501

0

1,293,501

3,469,582

0

3,469,582

32,509,257

184,351

32,693,608

(１)一般会計では、７月から開始する事業や緊急を要する経費、国・県に採択された
新規事業や新型コロナウイルス感染症対策経費を計上しています。
【主な事業】
・南こうせつさんの「おかえりの唄」を市のＰＲに活用するため、ＪＲ九州杵築駅
ホームの列車到着時にメロディを放送（544 千円）
・官民連携による上下水道の広域的な包括的民間委託導入の可能性に向けた調査
（15,401 千円）
・山香地域の振興のために指定寄附されたものを山香地域の住民自治協議会へ給付
（11,000 千円）
・大田地域で唯一の給油所が閉店を予定していることから、今後は大田ふるさとづ
くり協議会が灯油の配達を引き継いで行うための施設整備に対して助成
（600 千円）
・地域おこし協力隊員が市内で起業する経費に対して助成（3,000 千円）
・１１月に開催予定の「山香ふるさとまつり」に対して助成（2,000 千円）
・大田庁舎への送水管や水源地設備の老朽化のため、新たな水源地工事
（12,791 千円）
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・「大田横岳自然公園」を令和３年９月から指定管理制度により運営開始
（6,000 千円）
・マイナンバーカードの交付件数の増加を図るため、第４日曜日を開庁
（1,413 千円）
・ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に児童１人当たり５万円を給付
（25,013 千円）
※低所得のひとり親世帯については、５月から支給を開始しています。
・いちごブランド品種「ベリーツ」の品質・収量向上のため、ハダニ防除システム
の導入に対して助成（1,021 千円）
・「山香温泉風の郷」の熱源改修工事の基本設計（1,188 千円）と持続可能な施設
運営のための収支改善調査（499 千円）
・防災重点ため池のハザードマップ作成（8,400 千円）
【新型コロナウイルス感染症対策経費として】
・杵築速見消防組合に感染防止用品を日出町と共同で整備（6,432 千円）
・新型コロナウイルス感染症の影響により融資を受けた農林水産事業者に対し、
１事業所につき１０万円を給付（1,500 千円）
・農業者の省力化のために農業用ドローンを購入する経費に対して助成
（3,000 千円）
・消費が落ち込んでいるハモについて、学校給食、病院食への活用やハモのメニュ
ー開発（2,177 千円）
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が２０％以上減少し、かつ融資
を受けた中小企業者に対し、１事業所につき１０万円を給付（20,000 千円）
・落ち込んでいる個人消費の回復や地域活性化を図るため、２０％のプレミアム付
商品券を１１月から販売（48,804 千円）
などです。
(２)事業実施の財源は、国・県支出金、繰入金、諸収入等です。
(３)国民健康保険特別会計では、事務処理の標準化・効率化を図るシステム導入経費
や会計年度任用職員の雇用にかかる人件費（33,128 千円）を計上しています。
(４)水道事業会計では、浄水場更新の実施設計委託料（26,100 千円）を計上してい
ます。
※詳細については、別添「令和３年度各会計６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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（記者発表②）
令和３年第 2 回議会定例会に提出する予算外議案の概要

令和３年第 2 回議会定例会に提出する 条例議案４件、一般議案３件、
報告３件の概要についてお知らせします。
■条例議案

４件

① 議案第４５号

押印を求める手続の見直し等のための関係条例の整備につい
て

行政手続における押印原則の見直しに伴い、関係条例の整備をするため、
条例を制定するもの。
② 議案第４６号

杵築市手数料条例の一部改正について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
の一部改正に伴い、個人番号カードの再交付手数料の徴収の事務について、
地方公共団体情報システム機構から委託されることとなるため、再交付手数
料の規定を削除するもの。
③ 議案第４７号

杵築市営住宅条例の一部改正について

所得税法の一部改正等に伴い、引用している条文の整備を行うなど、所要
の改正を行うもの。
④ 議案第４８号

杵築市歴史的風致維持向上協議会条例の制定について

本市の歴史的風致維持向上計画の変更に関する協議及び進捗状況の評価な
どを行うため、杵築市歴史的風致維持向上協議会を設置することについて地
域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第１１条の規定に基づき、
条例を制定するもの。

■一般議案

３件

①議案第４９号

財産の無償貸付について

旧杵築市立山浦小学校の普通教室棟を山浦地域活性化協議会に無償で貸し
付けることについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会
の議決を求めるもの。
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②議案第５０号

杵築市大田横岳自然公園の指定管理者の指定について

同施設の指定管理者を特定非営利活動法人大分宇宙科学協会に指定するこ
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５１号

市道の路線変更について

まるやません

市道丸山線の路線変更をするため、道路法第１０条第３項の規定により、
議会の議決を求めるもの。

■報告３件
① 報告第１１号

繰越明許費繰越計算書について

令和２年度杵築市一般会計予算のうち、諸般の事情により８億５，２９４
万５千円を令和３年度に繰り越したので、地方自治法施行令第１４６条第２
項の規定により議会に報告するもの。
② 報告第１２号

繰越計算書について

令和２年度杵築市水道事業会計予算のうち、諸般の事情により６，０７６
万５千円を令和３年度に繰り越したので、地方公営企業法第２６条第３項の
規定により議会に報告するもの。
③報告第１３号

繰越計算書について

令和２年度杵築市下水道事業会計予算のうち、諸般の事情により２，５５
５万円を令和３年度に繰り越したので、地方公営企業法第２６条第３項の規
定により議会に報告するもの。

担

当：総務課

行政・法規係（手嶋）

ＴＥＬ：0978-62-1801（234）
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（記者発表③）
杵築市における高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種及び予約状況ついて

市内６５歳以上の方（施設入所者を除く）の新型コロナウイルスワクチンの接
種が５月２４日から個別接種医療機関にて開始となりました。５月 25 日現在の
状況を報告します。４月末日現在、６５歳以上人口 10,630 人。

【個別接種】
・実施医療機関：市内１７医療機関（１６から１医療機関追加）
※別紙の医療機関リストを参照
・予約受付開始：５月１７日（月）
・予約方法：各実施医療機関に電話・来院
・接種開始：５月２４日（月）から
・予約状況：約 7,150 名の方が予約（5 月２５日現在、６７．２％）
【集団接種】
・接種会場：杵築市健康福祉センター・杵築市営山香体育館
・予約受付開始：５月１７日（月）
・予約方法：杵築市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターに
電話・インターネット
・接種開始：山香体育館
６月１２日（土）から
健康福祉センター ６月２７日（日）から
※接種日等詳細は別紙チラシを参照
・予約状況：７１７名の方が予約（５月２５日現在、６．８％）
※個別接種・集団接種の予約割合（5 月 25 日現在）：７４．０％
【杵築市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター】
・対応時間：平日９時～１８時
・対応内容：接種の予約方法・接種会場の案内・集団接種の受付及び変更等
・電話番号：０１２０－６９５－７０４

担

当：健康長寿あんしん課
（英・河野）
ＴＥＬ：０９７８-６８-８２２０
（内線７４－５０２）
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指定（協力）医療機関

はやみクリニック
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（記者発表④）
令和２年度杵築市成人式参加者に対する PCR 検査の実施

令和 3 年 8 月 14 日（土）に開催予定の「令和２年度杵築市成人式」に際し、
参加者全員（スタッフ等含む）に対して、事前に PCR 検査を行います。
【目

的】

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、安心・安全な成人式
の実現のため、成人としての社会的な義務と責任を認識してもらう
という成人式の趣旨に鑑み、出席者全員に PCR 検査を実施します。

【対象者】

式典会場に入場する者全員（約 350 人）
内訳：新成人 283 人、恩師 20 人以内、来賓６人、主催者 3 人、
委託業者 5 人、市スタッフ 20 人、予備 10 人
※新成人の保護者・関係者は入場できません。

【事業費】

７００千円（山香病院での PCR 検査費用@2,000 円×350 人）

【方 法】
◆市内指定会場での検査（無料・事前予約不要）
市内の 3 会場で検体を採取し、山香病院にて無料で検査を行います。
〔検査方法〕唾液検査（下記の指定会場で採取）
〔検査期間〕8 月 11 日（水）～13 日（金）
〔指定会場〕きつき生涯学習館、山香庁舎、大田庁舎
検体採取会場

11 日（水）

12 日（木）

13 日（金）

きつき生涯学習館
山香庁舎
大田庁舎

13 時～20 時
13 時～17 時
13 時～17 時

9 時～20 時
9 時～17 時
9 時～17 時

9 時～12 時
9 時～15 時
9 時～12 時

※出身地域には関係ありません。都合の良い会場・日時で検査できます。
〔手順〕
① 検査期間内にいずれかの検査会場にて、検体を採取します。
② 検査結果判明（11 日・12 日は翌日、13 日は当日中に結果が出ます）
・陰性の場合は結果連絡がありません。そのまま式典に参加できます。
・検査結果は当日の式典受付で把握していますので、証明書等は不要です。
※陽性の場合：式典参加不可（※保健所からの連絡・指示に従ってください）
◆市内指定会場以外での検査（自己負担…各検査機関の指定する金額）
〔手順〕
① 各自検査機関で 8 月１１日（水）以降に PCR 検査を行う。
② 式典当日、受付で本人が陰性であることと検査日が確認できる証明書等
を提示。
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【令和２年度杵築市成人式の開催日程】
○日時：令和３年８月１４日（土） 受付１２時３０分～
式典１３時３０分～
○会場：杵築市文化体育館（杵築市大字本庄 2005 番地）
＊式典開催（対面式）の可否判断及び時期について
新型コロナウイルスの県内感染状況次第では、対面による式典を中止し、
オンラインのみによる同時配信に変更します。
※主催者、来賓、実行委員会、発表者等最小人数にて開催
＜判断基準＞
①県内に「緊急事態宣言」が発出されていること
②県内に「まん延防止等重点措置」が適用されていること
③県内の新型コロナウイルス感染状況の評価で、直近１週間の人口 10 万人
あたりの新規感染者数 15 人以上（ステージ３）となっていること
※最終判断は市対策本部会議にて決定
＜判断時期＞
7 月下旬（遅くとも開催の１０日前までを目処に判断）

担

当：社会教育課
社会教育係（担当：板尾）
ＴＥＬ：0977-75-2413
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（記者発表⑤）
杵築市新型コロナウイルス対策特産品開発事業の実施

杵築市では、ふるさと納税や EC サイト等で提供可能な商品の開発や既存商品
のブラッシュアップ、増産に係る経費の一部を助成することにより、地場産業の
育成を図ります。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により既存の販売所での売り上げの減少や
イベント等が軒並み中止となり、市内事業者は多大な影響を受けています。
対面販売以外のふるさと納税や※EC サイト等で提供可能な商品の開発や既存
商品のブラッシュアップ、増産に係る経費の一部を助成することにより、地場産
業の育成を図ります。
※EC サイトとは～インターネット上に開設した商品を販売するウェブサイト。
「E コマース」や「ネットショップ」とも呼ばれる。

【募集期間】

令和３年６月１日（火）～６月３０日（水）

【補助対象者】

杵築市内に事業所を有する者

【補助対象経費】備品購入費、パッケージデザイン費等
（想定される機械：真空機、瞬間冷凍機、ロースト機、除水機等）
【補助額等】
補助率３/４
①予算の範囲内とし、補助金額上限１００万円（税抜）
②予算の範囲内とし、補助金額上限２００万円（税抜）
【主な補助要件】
①本事業で開発した商品の販売金額が、５０万円以上またはふるさと納税
返礼品として寄附額２００万円以上が見込める商品であること。
②本事業で開発した商品の販売金額が、１００万円以上またはふるさと納
税返礼品として寄附額４００万円以上が見込める商品であり、かつ、雇
用者が１０名以上であること。
【予算額】１０，０００千円

担 当： 商工観光課
ブランド・ふるさと納税係（松井）
ＴＥＬ： 0978-62-1808
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杵築市新型コロナウイルス対策 特産品開発事業（概要）
１、趣旨
新型コロナウイルス感染拡大の影響により既存の販売所やイベント等が軒並み中止となり、市
内事業者は多大な影響を受けている。ふるさと納税やECサイト等で提供可能な商品の開発や
既存商品のブラッシュアップ、増産に係る経費の一部を助成することにより、地場産業の育成
を図る。
２、補助対象者
杵築市内に事業所を有する者（個人事業主、法人）
３、補助対象経費
備品購入費、パッケージデザイン費、食品成分検査費等
４、補助額
〇補助率：３/４
①予算の範囲内とし、補助金額上限１００万円（税抜）
②予算の範囲内とし、補助金額上限２００万円（税抜）
５、補助要件
①本事業で開発した商品の販売金額が、５０万円以上またはふるさと納税返礼品として
寄附額２００万円以上が見込める商品であること。
②本事業で開発した商品の販売金額が、１００万円以上またはふるさと納税返礼品として
寄附額４００万円以上が見込める商品であり、かつ、雇用者が１０名以上であること。
・補助対象経費が５０万円以上であること。
・市の求めに応じ販売状況の報告を提出すること。

1
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（記者発表⑥）
杵築市新型コロナウイルス対策特産品販売促進事業の実施

杵築市では、大分県が楽天市場内に開設している、県公式「おんせん県おおい
たオンラインショップ」での販売を推進するために、価格据え置きで容量 2 倍増
量セールを実施します。
コロナウイルス感染拡大の影響により多くの市内事業者が経済的に大きな打撃
を受けています。外出自粛等により既存の販売所での売り上げが減少している事
業者も多くあり、EC サイトでの新たな販路拡大に注目が集まっています。
しかし、新規にサイトを立ち上げるには多くの労力と資金がかかり、現実的に
は個々の事業者がサイトを立ち上げること及び維持していくことは非常に困難と
考えられます。
そのような状況の中、国内最大級の EC サイト「楽天市場内」に開設されてい
る県公式オンラインショップ内で杵築市特産品の販売促進を行うことにより、事
業者の売り上げを確保することが可能となり、事業の継続及び販路の拡大が図ら
れます。
また、本サイトの設置者である大分県は、WEB 広告等による誘客やクーポン
発行を行う予定であるため、相乗的な効果が期待されます。
【実施サイト】

大分県公式「おんせん県おおいたオンラインショップ」
※楽天市場内
URL: https://www.rakuten.ne.jp/gold/onsenken-oita/

【実施期間】

①令和３年６月 4 日（金）20 時００分から
令和３年６月１１日（金）０１時５９分まで
②令和 3 年 9 月予定
※予算の範囲内で実施するため、早期に終了する場合がある

【セール内容】

価格据え置きで容量 2 倍増量セール
※2 倍量の送付が適さない特産品（工芸品等）は半額とする

【対象事業者及び商品】6 月実施分は、全事業者の約７０商品が対象
【予算額】
【委託先】

11,000 千円
大木化粧品株式会社
（おんせん県おおいたオンラインショップ運営会社）

担 当： 商工観光課
ブランド・ふるさと納税係（松井）
ＴＥＬ： 0978-62-1808
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（その他②）
行政手続における押印の見直しについて

杵築市では、市民サービスの向上と行政事務の簡素化を図るため、市民や事業
者、団体等から提出される１，３５５の行政手続書類のうち１，１３１（８３％）
の書類の押印を令和３年６月１日から廃止していきます。
国においては、「書面・押印・対面」に基づく行政手続の見直しが行われていま
す。本市においても、市民や事業者の行政手続に係る負担の軽減と利便性の向上
を図るため、市に提出される申請書や届出書などへの押印について、一部を除き、
廃止します。
令和３年６月１日時点での押印、署名の義務付けを廃止する申請書等は、次の
一覧表のとおりです。今後も、引き続き見直しを進めていき、その状況について
は市公式ウェブサイトにて随時お知らせします。
※別紙「押印の義務付けを廃止した申請書等一覧」（令和 3 年 6 月 1 日現在）
なお、契約書類、実印及び金融機関届出印等の法的に押印がないと効力を発し
ない申請書等は、引き続き押印が必要となります。
■押印を廃止する手続の例
・国民健康保険高額療養費支給申請書
・各種補助金等の申請書 等
■引き続き押印を求める手続について
・国、県の法令等により押印が義務付けられているもの
※今後、法令等の改正がある場合、順次見直しを行います。
・契約書又は契約書としての性質を備えているもの
・実印を求めるもの
・申請者以外の第三者による証明や確認が必要なもの
■本人確認について
手続によっては、申請者の本人確認や文書の真正性担保などのため、マイナ
ンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を提示していただき、本人であ
ることを確認させていただく場合があります。

担

当：総務課 行政・法規係
（手嶋）
ＴＥＬ： 0978-62-180１
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行事予定表
令和 3 年６月

行事予定

日 時
4 日（金）
12:30～13:00

行 事 名（内 容）
場
所
４・5 か月児健診
杵築市健康推進館
令和３年 1 月・２月生まれのお子さん
を対象に健診を実施します。

15 日（火）
10:00～12:00

さくらんぼ（山香 健康長寿あんしん課
すくすく広場
概ね 1 歳未満の赤ちゃんと保護者を こども園）
0978-64-2525
対象に身体計測や育児相談を行います。

18 日（金）
12:30～13:00

1 歳６か月児健診
杵築市健康推進館
令和元年 12 月・令和 2 年１月生まれ
のお子さんを対象に健診を実施します。

健康長寿あんしん課

21 日（月）
8:30～10:00

地域巡回健診
杵築市健康推進館
①8:30～9:15 杵築小学校区域以外
②9:15～10:00 杵築小学校区
（健診内容）
基本・特定・後期高齢者健診、結核肺が
ん、大腸がん、胃がん、子宮がん、乳が
ん（マンモグラフィ）
わいわい教室
杵築市健康推進館
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

健康長寿あんしん課
0978-64-2540

22 日（火）
10:00～12:00
2３日（水）
10:00～
11:00～
16:00～

25 日（金）
13:00～14:15
14:30～15:45

25 日（金）
午前中

街頭啓発キャンペーン
男女共同参画週間の啓発のため、女性
団体等連絡協議会、杵築人権擁護委員協
議会などと協力して啓発グッズを配布
します。

お問い合わせ先
健康長寿あんしん課
0978-64-2540

0978-64-2540

健康長寿あんしん課
0978-64-2525

人権啓発・部落差別
①10 時～
A コープきつき店 解消推進課
0978-62-4799
②11 時～
神田楽市
③16 時～
サンリブ杵築
こころの相談会
杵築市健康推進館 健康長寿あんしん課
臨床心理士・保健師がご相談をお聞き
0978-64-2540
します。※匿名可、要予約
（相談内容）
仕事のストレス、病のこと、家庭の悩み
（子育て、介護、不登校…）など
離乳食相談会
杵築市健康推進館 健康長寿あんしん課
離乳食の作り方のポイントやお子さ
0978-64-2540
んに合わせた離乳食の進め方に関する
相談会です。※無料
対象：赤ちゃん（概ね１歳６か月まで）
と保護者
定員：８組（先着順）
申込期限：１８日（金）
※相談時間は後日申込者に連絡します
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26 日（土）
17:30～18:30

図書館の夕べ「篠笛流演奏会」
日本の伝統芸能“篠笛”と三味線の音
色をお楽しみください。
参加費：無料、定員：25 名
（要事前申込、18 歳未満は保護者同伴）
申込期間：2 日（水）～25 日（金）
※定員になり次第締切
マイナンバーカードの申請や受取りの
ための臨時窓口の開設
マイナンバーカードの申請や受取
り、電子証明書の更新などの手続きの
休日窓口を開設します。
※事前予約が必要（25 日まで）
事業主・労働者への「労働相談会」
新型コロナウイルス感染症の影響等
による労働問題（賃金、解雇、労働時間、
休日及び就業規則など）でお悩みの労働
者・事業主に対し、労働相談員（県職員）
による相談会を開催します。
※相談無料、面談にて受付、秘密厳守

27 日（日）
9:00～16:00

29 日（火）
11:00～15:00

令和 3 年７月

杵築市立図書館 杵 築 市 立 図 書 館
0978-62-4362
（本館）

・本庁舎 1 階市民 市 民 生 活 課
生活課戸籍係窓口 0978-62-1806
・山香庁舎 1 階山
香振興課市民生活
係窓口
市役所本庁舎 1 階
会議室

商 工 観 光 課
0978-62-1808

行事予定

日 時
９日（火）
10:00～12:00

行 事 名（内 容）
場
所
お問い合わせ先
cha-cha（中央こ 健康長寿あんしん課
すくすく広場
概ね 1 歳未満の赤ちゃんと保護者を ども園）
0978-64-2525
対象に身体計測や育児相談・歯磨き相談
を行います。

○市内小中学校
日 時

６月行事予定
行事名（内容）

（学校教育課 0977752411）
場 所
対 象

２日（水）

みどりの少年団引継式

豊洋小学校

豊洋小児童

２日（水）
15:30～

杵築市教育研究協議会１次グループ
（各教科部会）

関係小・中学校

市内教職員

８日（火）
14:30～

災害時親子引き渡し訓練
※ 実施検討中

護江小学校

護江小児童、守江幼
稚園児、保護者

８日（火）
9:00～

杵築市中学校総合体育大会

各中学校体育館
市営野球場 他

市内中学生
（運動部活動）

10 日 （ 火 ） 杵築市教育研究協議会２次グループ
15:30～
（領域部会）

関係小・中学校

市内教職員

22 日（火）

カブトガニ観察会

守江湾

大内小学校
３年・４年生

29 日（火）
～30 日（水）

野外活動
※ 日帰り２日間にて実施予定

香々地青少年の家

大田小学校
４・５・６年生
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○杵築高校
日時

６月行事予定

（杵築高校
行事名（内容）

0978622037）
場所
対象

16 日（水）
14:30～15:30

全校一斉除草・清掃作業（クリーンアップ大作
戦）
清掃活動を通して奉仕の心を養うための恒例行
事。例年、高校敷地内だけでなく周辺の道路清掃
や杵築市総合運動公園の除草を行っていますが、
今年はコロナ禍のため活動規模を縮小し、高校敷
地内だけで行います。

高校敷地内

全学年

25 日（金）
11:40～12:10

防災避難訓練
全校生徒の安全避難意識の高揚と避難経路の確
認のため、地震発生により火災が発生したと仮定
して避難訓練を行います。

高校敷地内

全学年

※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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