
                      定例記者会見（2020.8.24）  

 
 

８月 市長定例記者会見 
 
 
日 時：令和２年８月２４日（月） 

       １４時３０分から１５時３０分まで 
場 所：杵築市役所本庁舎２階 大会議室 

 
 

１．発表案件 

             

（１）令和元年度杵築市各会計決算（見込み）の概要    （企画財政課） 

 

  （２）令和２年度杵築市各会計９月補正予算（案）の概要  （企画財政課） 

 

  （３）令和２年第 3 回議会定例会に提出する予算外議案の概要（総 務 課） 

 

（４）目指せ「骨切りハモ」のブランド化～「荷さばき・ハモ加工処理施設」 

   の内覧会を行います                （農林水産課） 

 

 

 

  ２．そ の 他 

 

  （１）杵築市楽器寄附ふるさと納税「楽器贈呈式」の開催について 

（商工観光課） 

 

  （２）まちかど交流サロン杵築地域リニューアルオープン！『よろうえ』開設 

（医療介護連携課） 

 

 

 

３．行事予定（令和２年９月～10 月）                 

 

 

 

４．次回の記者会見日程 （予定） 
     ９月 市長定例記者会見 
         日 時：令和２年９月２４日（木） 午後１時３０分 
         場 所：杵築市役所本庁舎２階 大会議室 
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（記者発表①） 

 令和元年度杵築市各会計決算(見込み)の概要 

 

令和元年度杵築市一般会計、各特別会計、公営企業会計決算(見込み)の概要を

お知らせします。 

一般会計、各特別会計、公営企業会計の令和元年度決算は、以下のとおりです。 

 
  普通会計（杵築市では一般会計とケーブルテレビ事業特別会計で構成）決算で

は、前年度比で歳入 18.1％、歳出 19.5％となり、歳入歳出ともに前年度より

増加し、過去最大の決算額となりました。これは、前年度から繰り越された事業

費の増加が主な要因です。 

 歳入では、地方交付税が減少した一方で、普通建設事業費に対する国庫支出金

や県支出金、地方債が増加しました。 

歳出では、普通建設事業費に災害復旧事業費を加えた投資的経費で、額にして

３２億円、率にして１１７％の増加となりました。 

＜各会計別決算＞ (単位：千円)

歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
翌年度へ繰り越
すべき財源

実質収支額

一般会計 22,585,885 22,035,072 550,813 86,158 464,655

(前年度増減) (3,085,957) (3,262,519) (△ 176,562) (△ 258,825) (82,263)

ケーブルテレビ事業
特別会計

976,103 906,197 69,906 48,884 21,022

(前年度増減) (417,322) (372,741) (44,581) (48,884) (△ 4,303)

国民健康保険特別会計 3,993,034 3,904,655 88,379 0 88,379

(前年度増減) (27,546) (28,532) (△ 986) (0) (△ 986)

後期高齢者医療特別会計 397,599 397,137 462 0 462

(前年度増減) (9,943) (11,155) (△ 1,212) (0) (△ 1,212)

介護保険特別会計 3,926,119 3,863,338 62,781 0 62,781

(前年度増減) (75,038) (96,867) (△ 21,829) (0) (△ 21,829)

地域包括支援センター事業
特別会計

30,402 30,402 0 0 0

(前年度増減) (△ 1,140) (△ 1,140) (0) (0) (0)

簡易水道事業特別会計 213,326 139,557 73,769 80 73,689

(前年度増減) (88,314) (14,545) (73,769) (80) (73,689)

農業集落排水事業特別会計 191,771 186,011 5,760 5,760 0

(前年度増減) (14,156) (8,396) (5,760) (5,760) (0)

公共下水道事業特別会計 751,467 745,345 6,122 550 5,572

(前年度増減) (△ 214,080) (△ 205,007) (△ 9,073) (△ 14,645) (5,572)

特定環境保全公共下水道
事業特別会計

237,063 223,023 14,040 1,944 12,096

(前年度増減) (6,720) (△ 7,247) (13,967) (1,871) (12,096)

※決算額は千円単位で四捨五入、前年度増減は千円単位での比較

＜公営企業会計決算＞ (単位：千円)

収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出 当年度純損益

水道事業会計 429,169 394,008 90,073 241,625 23,005

工業用水道事業会計 22,116 13,373 0 13,951 7,840

山香病院事業会計 2,870,445 2,826,373 163,480 241,101 74,659

※収入・支出決算額は税込み、千円単位で四捨五入
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財政指標を見ると、当該年度だけの実質的な収支を把握するための指標である

実質単年度収支は、前年度から２億９,000 万円改善したものの４億６,０00 万

円の赤字となりました。 

また、歳出の人件費や物件費、公債費などの経常的経費は１億 7,000 万減少

しましたが、普通交付税や臨時財政対策債などの歳入経常一般財源も１億

7,000 万円減少したため、財政の弾力性を示す経常収支比率は、前年度と同じ

100.9％となりました。 

現在、「緊急財政対策」を包含した「第４次行財政改革大綱」を策定中です。

この大綱では、限られた経営資源により、未来を見据えた具体的な行財政運営を

抜本的に取り組むための計画を策定しているところです。自主財源の確保や事業

の見直しなどによる支出の削減を積極的に推進し、将来に負担を先送りすること

なく、持続可能な行財政構造の確立を図っていきます。 

 

  歳入では 

（１）地 方 税：個人市民税や法人市民税が減となった一方、固定資産税や軽

自動車税が増となり、市税全体では前年度並み 

（２）地方交付税：普通交付税は、合併算定替の段階的縮減などにより 0.9％の

減、特別交付税は 2.8％の減 

（３）国庫支出金：杵築中学校改築に対する公立学校施設整備負担金や学校給食

センター改築に対する学校施設環境改善交付金の増などにより

32.8％の増 

（４）県 支 出 金：沿岸漁業経営構造改善事業費補助金や活力あふれる園芸産地

整備事業補助金の増などにより 29.9％の増 

（５）寄 附 金：ふるさと寄附金の増などにより 117.0％の増 

（６）繰 入 金：財政調整基金や市有施設整備基金などの繰入金が減となった

一方、ふるさと杵築応援基金や職員退職基金の繰入金の増など

により 5.5％の増 

（７）地 方 債：杵築中学校や学校給食センター改築事業、ケーブルテレビ整

備事業の増などにより 103.7％の増 

 となっています。 

 

性質別歳出では 

（１）人 件 費：職員給料のカットなどにより 0.8％の減 

（２）扶 助 費：子ども子育て支援給付費や障がい者自立支援給付事業の社会

保障経費の増などにより 2.8％の増 

（３）積 立 金：ふるさと杵築応援基金積立金の増などにより 41.0％の増 

（４）普通建設事業費：杵築中学校や学校給食センターの改築、ケーブルテレビ整

備事業、山浦地区コミュニティーセンター整備事業の増など

により 147.2％の増 

 となっています。 
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 普通会計の各種財政指標としては 

① 実質単年度収支：△460,584 千円（前年度比 ＋288,495 千円） 

② 経常収支比率 ：100.9％（前年度比 ±0 ポイント） 

③ 実質公債費比率：10.8％（前年度比 ＋0.2 ポイント） 

④ 将来負担比率 ：62.6％（前年度比 ＋16.0 ポイント） 

⑤ 実質赤字比率・連結実質赤字比率：－（バー） 

⑥ 積立金現在高(土地開発基金除く)：8,205,511 千円 

（前年度比 △800,916 千円） 

⑦ 地方債現在高 ：24,725,946 千円（前年度比＋1,367,284 千円） 

  となりました。 

 

  詳細については、別添「令和元年度普通会計等決算説明資料」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２年度杵築市各会計９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９月補正予算の概要を

お知らせします。 

 

９月補正予算規模

○一般会計　　　    4億2,921万7千円 　 (補正後予算額 223億9,082万9千円)

○特別会計　        1億3,158万6千円 　 (補正後予算額  94億830万2千円)

○公営企業会計　       2,243万3千円 　 (補正後予算額  55億3,874万8千円)

○全会計　　　      5億8,323万6千円 　 (補正後予算額 373億3,787万9千円)

＜各会計別予算＞ (単位：千円)

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

特　　別　　会　　計　　合計 9,276,716 131,586 9,408,302

一　　般　　会　　計 21,961,612 429,217 22,390,829

国民健康保険特別会計 4,207,864 66,396 4,274,260

ケーブルテレビ事業特別会計 615,180 26,610 641,790

介護保険特別会計 3,865,707 38,168 3,903,875

後期高齢者医療特別会計 411,443 452 411,895

公営企業会計(収益的支出＋資本的支出)合計 5,516,315 22,433 5,538,748

農業集落排水事業特別会計 176,522 ▲ 40 176,482

工業用水道事業会計 28,522 0 28,522

水道事業会計 872,346 19,988 892,334

山香病院事業会計 3,292,315 0 3,292,315

下水道事業会計 1,323,132 2,445 1,325,577

総 計 36,754,643 583,236 37,337,879  

 

一般会計の９月補正では、 

(１)令和元年度決算に基づく事業精算や積立金、人件費調整、令和２年度の新規事

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。 

 主な事業は、 

・令和元年度決算剰余金等の財政調整基金への積立（233,000 千円）、環境対

策基金への積立（5,920 千円）、寄附受納に対する基金積立として地域活力創

出基金への積立（4,244 千円）及び地域福祉基金への積立（10,000 千円） 

・生活保護者の生活習慣病の発症予防や重症化予防を推進するため、健康課題

を把握する健康管理支援準備委託料（2,750 千円） 

・生活困窮者の自立支援の取組みとしてアウトリーチ支援員を配置する自立相

談機能強化事業（1,685 千円） 

・新規就農者の負担軽減を図るため、小型農業機械の導入に対して補助する新

規就農者負担軽減対策事業（750 千円） 

・肉用牛農家が飼養環境の改善による生産性の向上を図るための附帯設備や機

4



 

定例記者会見資料（2020.8.24.）                  

械の整備に対して補助する肥育・繁殖牛生産性向上対策事業（5,931 千円） 

・いちごハウスやホオズキハウスの建設に対して補助する活力あふれる園芸産

地整備事業（41,770 千円） 

・ファーマーズスクール研修中の模擬営農を実施する圃場の提供に対して、減

収相当分を支払う実践圃場提供謝金（263 千円） 

・新規就農者に園地を承継した元
もと

園主を技術アドバイザーとして任命し、園地

の特性や技術的助言により園地承継の円滑化を図る優良果樹園地承継対策補助

金（425 千円） 

・「園芸団地づくり計画」を策定した地区での推進品目を推進する園芸団地づ

くり計画推進対策補助金（300 千円） 

・市道の維持補修工事費の追加（10,000 千円） 

 

○新型コロナウイルス感染症対策経費として 

・ケーブルテレビ使用料の支払いをコンビニ決済やキャッシュレス決済に対応

するためのケーブルテレビ事業特別会計への繰出金（2,750 千円） 

・避難所における感染症リスクの低減を図るため、クイックパーテーションを

購入（4,290 千円） 

 ・避難所等で使用する物品を備蓄するため、防災備蓄倉庫に棚の設置や搬出用

具を整備（5,755 千円） 

・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（6,698 千円） 

・地域公共交通の安定的な運航や市民の日常的な移動手段を確保するため、バ

ス・タクシー事業者に対して支援（13,700 千円） 

・外出自粛等による児童虐待のリスクが高まっている中、杵築市社会福祉協議

会が行っているフードバンク事業を拡充して、子どもの見守り体制を強化する

支援対象児童等見守り強化事業（8,313 千円） 

・杵築茶の産地維持のため、製造・販売に係る機械設備や販路拡大経費に対し

て補助する茶経営継続支援事業（16,263 千円）や次期作に前向きに取組む生

産者を支援する茶次期作支援交付金（1,650 千円） 

などです。このほか前年度事業の精算に伴う国県への返還金を計上しています。 

 

(２)事業実施の財源は、国・県支出金、繰越金、市債等です。 

 

(３)特別会計・公営企業会計では、各会計で人件費の調整や決算調整等を行ってい

ます。 

 

詳細については、別添「令和２年度各会計９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③） 

 令和２年第３回議会定例会に提出する予算外議案 

 

  令和２年第３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４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１１５号 杵築市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収に関する条 

        例の一部改正について 

② 議案第１１６号 杵築市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

③ 議案第１１７号 杵築市介護保険条例の一部改正について 

   地方税法等の一部改正に伴い、「特例基準割合」が「延滞金特例基準割合」、 

「猶予特例基準割合」及び「還付加算金特例基準割合」として整理されたため、 

延滞金に係る「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改めるなど、 

所要の改正を行うもの。 

 

④ 議案第１１８号 杵築市市道の構造の技術的基準等に関する条例の一部改正 

        について 

道路構造令の一部改正に伴い、自転車通行帯を新たに定めるなど、所要の 

改正を行うもの。 

 

■一般議案 ３件 

 

①議案第１１９号 財産の取得について 

 教育用タブレットの購入に係る契約を締結することについて、杵築市議会 

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に 

より、議会の議決を求めるもの。 

 

②議案第１２０号 杵築市過疎地域自立促進計画の変更について 

「高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進を行う事業」及び「医療の確保 

を行う事業」を追加するため、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項 

の規定において準用する同条第１項の規定により、議会の議決を求めるも 

の。 
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③議案第１２１号 市道の路線認定について 

大内駅
おおうちえき

東支線
ひがししせん

及び塩浜
しおはま

大内川
おおうちがわ

線
せん

の路線認定を行うため、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。 

 

■報告４件 

 

①報告第３１号 令和２年度杵築市一般会計補正予算（第６号）の専決処分の 

承認を求めることについて 

本年６月７月の豪雨により被災した農地施設・公共土木施設を早急に復旧 

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３２号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判 

断比率の算定について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、杵 

築市監査委員の意見を付けて議会に報告するもの。 

  

③報告第３３号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足 

比率の算定について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、 

杵築市監査委員の意見を付けて議会に報告するもの。 

 

④報告第３４号 専決処分の報告について 

  本市が管理する市道で発生した物損事故の道路損害賠償責任に関する示談 

について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同 

条第２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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            定例記者会見資料（2020.8.24） 
（記者発表④） 

 目指せ「骨切りハモ」のブランド化～「荷さばき・ハモ加工処理施設」の 

内覧会を行います。 

 

「荷さばき・ハモ加工処理施設」が新設されたことに伴い、大分県漁業協同組

合杵築支店が報道各社並びに取引先を対象にした内覧会を下記のとおり執り

行います。 

 
１．内覧会日程 

【日 時】令和 2 年 9 月 16 日（水）午前 11 時～ 

【場 所】杵築市大字狩宿 1972 番地 3（美濃崎漁港内） 

 

２．施設概要 

令和 2 年 3 月、美濃崎漁港内に大分県漁業協同組合が、市内水産物の 

集荷機能の強化と、県内トップクラスの漁獲量を誇るハモの骨切り加工に 

よるブランド化と漁業所得の向上を目的として、荷さばき施設とハモ加工 

処理施設の複合施設を建設しました。 

【構造・面積】 鉄骨スレート平屋造、延床面積 617.15 ㎡。 

【荷さばき施設】荷さばきスペース 100 ㎡、活魚用 5t 水槽 6 基、 

17t 水槽 1 基、鮮魚冷蔵庫 

【ハモ加工処理施設】ぬめり取り機、三枚卸機、骨切り機、真空包装機、 

金属探知機、急速凍結機、製品保管冷凍庫 

【出荷計画】 

通常の水産物に加え、80t の活ハモと 16t の骨切りハモの出荷が可能 

です。また、滅菌海水装置の導入により、守江湾で養殖されたカキの出荷 

についても安全性が向上します。 

 

３．事業概要 

【 事 業 名 】水産物競争力強化緊急施設整備事業 

【総事業費】270,325 千円（国費 50％、県費 15％、市費 15％、漁協 20%+税） 

国費 122,875 千円、県費 36,862 千円、市費 36,862 千円、 

漁協 73,726 千円 

 

☆内覧会当日は、ご来場いただいた関係者の皆様に杵築産ハモを味わって 

いただくためにハモ料理の試食も準備します。 
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            定例記者会見資料（2020.8.24） 
４．荷さばき・ハモ加工処理施設及びハモ関連写真 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

５．ハモ料理が食べられる市内飲食店（令和元年度漁協取引実績） 

①きつき漁菜館（杵築市大字守江 4780 番地 86 TEL0978－62－2263） 

メニュー：ハモ重定食 1,430 円、ハモかつ丼 825 円、ハモカツカレー825 円、 

ハモ天定食 825 円、ハモ天うどん 605 円 （※テイクアウトもあり） 

②海鮮亭 ざこば（杵築市大字猪尾 203 番地 1 ＴＥＬ0978－63－6771） 

メニュー：冷やしハモ 770 円、ハモ丼 1,100 円、ハモ重 1,500 円、ハモ寿司 1,500 

円、ハモハモサンド 1,500 円、ハモしゃぶコース 3500 円～ 

③喫茶 紙ふうせん（杵築市大字大内 4537 番地 5 ＴＥＬ0978－62－3984） 

メニュー：ハモのホットサンド 830 円 

 

担 当：農林水産課 水産係（河村） 

ＴＥＬ：０９７８－６２－１８１０ 

施設全景 

骨切ハモ１㎏ 

活魚水槽 

加工施設内 

ハモ重定食 

ハモ 

9



 
                   

定例記者会見資料（2020.8.24） 
（その他①） 

 杵築市楽器寄附ふるさと納税の「楽器贈呈式」の開催について 

 

6 月 25 日から募集を開始しました、楽器を寄附することによるふるさと納税

の取り組み（同日定例記者会見で発表）に対し、全国の音楽を愛する方々から、

杵築市の吹奏楽を志す子どもたちのために多くの楽器が寄附されました。 

つきましては、本日の記者会見終了後に、７月末までに寄附されました楽器の

贈呈式を執り行います。 

 

【事業名】杵築市楽器寄附ふるさと納税「楽器贈呈式」 

【日 時】令和 2 年 8 月 24 日（月）15 時 30 分開始予定 

（定例記者会見終了後） 

【会 場】杵築市役所本庁舎 2 階第 2 会議室 

【寄附実績】 

●7 月寄附実績（８種類・１４台の楽器） 

  トランペット４台、テナーバストロンボーン 1 台 

  テナートロンボーン 2 台、フルート１台、クラリネット 2 台 

  アルトサックス 1 台、テナーサックス 2 台、コルネット 1 台 

（楽器寄附ふるさと納税） 

市外居住者：８件、市内居住者：２件 

（楽器寄附ふるさと納税以外） 

市外居住者：１件、市内居住者：３件 

 （合 計） 

市外居住者：９件（東京都、大分市）、市内居住者：５件 

  ※市外在住の方で５台の楽器を寄附していただいた方もいます。 

【学校別受入実績】 

 杵築中学校４台、宗近中学校２台、山香中学校３台、杵築高等学校５台 

 

新聞やテレビ各社様が報道していただいたほか、県吹奏楽連盟、県庁職員 

吹奏楽団、関係者による SNS への投稿等多くの方々のご協力のおかげで、 

本取組を多くの方に知っていただくことができた事が大きな力となりました。 

心からお礼申し上げます。 

しかし、まだまだ不足している楽器がありますので、令和３年３月末まで 

引き続き楽器寄附ふるさと納税を募集します。皆様のご協力をお願いします。 

 

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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令和2年7月末現在

種別 楽器名 杵築中学校 宗近中学校 山香中学校 杵築高校 合計

トランペット 2 1 1 4

テナーバストロンボーン 1 1

テナートロンボーン 1 1

フルート 1 1

クラリネット 1 1 2

アルトサックス 1 1

楽器寄附ふるさと納税　寄附状況集計

ふ
る
さ
と
納
税

3 2 1 4 10小計

テナートロンボーン 1 1

テナーサックス 1 1 2

コルネット 1 1

1 0 2 1 4

4 2 3 5 14

ふるさと納税 ： 市外８件 、 市内２件

個 人 寄 附  ： 市外１件 、 市内３件

合　　　　計  ：  市外９件 、 市内５件

個
人
寄
附

小計

合計
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　＜　楽器寄附ふるさと納税～楽器寄附者コメント　＞

バックの定番のトランペット、ストラッド180ML37-25SPを寄附します。定番といってもゴールド・トリ
ムを施し、華やかな（悪友は成金趣味と言いますが）装いとなっています。まだまだ使える楽器ですので、部
活動で活用していただけたら幸いです。
ちなみに、３番管のロッドは、アルティザンのロングタイプに変更してありますので、通常のストラッドより
も半音下の対応が可能です（吹奏楽では不要かもしれませんが）。

今回寄附した楽器は、ウォーターキーがちょっと変わっています。アマド・ウォーターキーと言って、横から
押すタイプです（なれないうちは、親指と人差し指で両側から押すと操作しやすいかもしれません）。
管内に余分な段差を作らなくていいので、音の通りが良いというメリットがありますが、繊細なケアが必要で
すので、ピストンのケアと同じ頻度で、バルブオイルをさしてあげてください。万が一オイルが切れて戻らな
くなってしまった場合は、つまようじなどで反対側の穴から押し出してください。きちんとオイルをさしてい
るのに、頻繁に戻らなくなってしまった場合は、内部のバネの劣化が考えられますので、楽器店に修理を依頼
して、バネを交換してもらってください。
まだまだ使える楽器だと思いますので、どうか部活動で可愛がってやってください。

眠っていた楽器が活用してもらえたらうれしいです。

新品ではありませんが、まだまだ使える楽器だと思います。プラスチック管では味わえない、木管の音色を楽
しんでください。
もしかしたら、調整やタンポ交換が必要になるかもしれませんが、新しい仲間として、使ってやっていただけ
ると嬉しいです。

娘が使用していた物で後輩に使って貰いたいと寄付させてもらいました。
楽しく練習して下さいね。

新品ではありませんが、まだまだ使える楽器だと思います。もしかしたら、キーの調整やタンポ交換が必要に
なってしまうかもしれませんが、新しい仲間として、かわいがっていただけると嬉しいです。

新品ではありませんが、まだまだ使える楽器です。
新しい仲間として、かわいがってやっていただけると嬉しいです。
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定例記者会見資料（2020.8.24） 
（その他②） 

 まちかど交流サロン杵築地域リニューアルオープン！『よろうえ』開設 

 

 平成 27 年度から社会福祉法人みのり村に委託し運営してきました、まちかど

交流サロン『福ろう』は令和２年６月末で終了し、新たに杵築市社会福祉協議会

が、９月１日より『よろうえ』という名称で、運営・実施するようになりました。 

 そこで、下記のとおり開所式を執り行います。 

 

【日 時】令和２年９月１日（火） １０時００分から 

【場 所】杵築市大字杵築６９２番地４（北浜） 

     （ふるさと産業館前） 

【内 容】経過報告、スタッフ紹介等 

 

【まちかど交流サロンの概要】 

杵築市では、高齢者等の閉じこもりの予防、健康づくり、世代間の地域交流を

推進するために、子どもから高齢者までの市民の方が、気軽に集える場として、

まちかど交流サロンを２法人に運営管理を委託しています。 

 

〔設置地域（委託先）〕 

 ・杵築地域：杵築市社会福祉協議会 『よろうえ』   令和２年９月１日～ 

・山香地域：NPO 法人笑顔 みんなの楽校『ほっと』 平成２６年１月～ 

 

〔開館日時〕 

 ・月曜日～金曜日（祝日の場合休館） 

 ・午前１０時～午後３時 

 

【内容】 

 ・専門家による健康・栄養相談、様々な教室 

 

  ぜひお気軽にご利用ください。 

 

 

 

担 当：医療介護連携課 

事業推進係（石堂） 

ＴＥＬ：０９７７-７５-２４０４ 
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令和2年  まちかど交流サロン

日

★ 毎⽇１０︓００〜１５︓００まで（⼟・⽇・祝⽇等を除く）
サロンを⾏っています。

どなたでも参加できますのでお気軽にお越し下さい。

時節柄、お越しの際はマスク着用でお出かけ下さい。
３密を避けてご利用いただきますようお願い申し上げます。
お気軽にお⽴ち寄り下さい。お待ちしております。

 まちかど交流サロン「よろうえ」 ＪＡ杵築 ダイレックス

所在地 杵築市⼤字杵築６９２番地４（北浜） 国道

≪ふるさと産業館前≫ 213号へ

電 話  渡辺内科 ローソン バスターミナル

Ａコープ
問い合わせ先
住所 杵築市⼤字猪尾900番地
 杵築市社会福祉協議会 ふるさと産業館

電話 ０９７８－６２－２６４９

9月1日より、社会福祉協議会がまちかどサ
ロンを運営することとなりました。コロナ感染
症の拡大によっては、休館することもありま
すがよろしくお願い致します。

コロナ感染拡大により、恐れ入りますが人数制限
等で入館できない場合も想定されます。その際は
期日の変更をお願いすることもありますが、ご容
赦いただきたく存じます。

２８
午前中 ピンポン

午後 習字教室

２９
健康相談⽇

午前 お茶友の会

３０
午前中 ピンポン

定
休
日

２１

  祝⽇
２２

  祝⽇
２３
午前中 ピンポン
午後 折り紙教室

２４
ねこの手サロン
（⽴禅教室）10時〜
（⽴禅教室）13時〜

２５
栄養相談⽇
（調理実習）
午後
 きつみん体操

定
休
日

定
休
日

１４
午前中 ピンポン

午後 習字教室

１５
健康相談⽇

午後 認知症家族会

１６
午前中 ピンポン
午後 絵手紙教室

１７
ねこの手サロン
（⽴禅教室）10時〜
（⽴禅教室）13時〜

１８
カレーの⽇
（調理実習）
午後
 きつみん体操

定
休
日

定
休
日

７
午前中 ピンポン

午後 川柳教室

８
健康相談⽇

午前 お茶友の会
午後 ⼤正琴の会

９
午前中 ピンポン
午後 折り紙教室

１０
ねこの手サロン
（⽴禅教室）10時〜
（⽴禅教室）13時〜

１１
独り者の会
（調理実習）
午後
 きつみん体操

定
休
日

定
休
日

金 土
１
「よろうえ」オープン
記念式典 10時より

午後 社協の⽇

２
午前中 ピンポン
午後 絵手紙教室

３
ねこの手サロン
（⽴禅教室）10時〜
（⽴禅教室）13時〜

４
カレーの⽇
（調理実習）
午後
 きつみん体操

定
休
日

　９月 　「よろうえ」行事予定
月 火 水 木

★

★

社協マスコットキャラク

ターです今後ともよろし

くお願いします！
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◎まちかど交流サロン　過去5年間の利用実績　（H27～R1）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
（上段）合計
（下段）平均

月利用者数（延べ） 633 525 519 599 472 503 645 497 415 550 555 520 6,433

１日平均利用者数 24 22 20 24 22 21 24 22 18 24 23 22 22.2

月利用者数（延べ） 581 532 480 662 529 578 632 640 608 690 728 848 7,508

１日平均利用者数 23 24 19 27 24 24 25 28 26 30 32 33 26.2

月利用者数（延べ） 626 624 648 642 473 474 440 455 386 602 516 595 6,481

１日平均利用者数 24 22 26 22 22 20 21 22 20 22 20 25 22.2

月利用者数（延べ） 520 435 495 472 453 389 457 384 437 438 512 446 5,438

１日平均利用者数 24 21 26 23 22 21 21 18 19 23 23 20 21.8

月利用者数（延べ） 503 389 439 524 386 371 540 480 524 403 481 - 5,040

１日平均利用者数 20 17 17 23 18 17 20 30 18 16 17 - 19.4

※R1.3月分は新型コロナのため、休止

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
（上段）合計
（下段）平均

月利用者数（延べ） 87 298 339 407 316 397 513 486 502 519 1,120 945 5,929

１日平均利用者数 9 13 13 16 14 17 20 20 21 22 40 34 19.9

月利用者数（延べ） 612 477 506 505 429 551 501 488 495 494 943 936 6,937

１日平均利用者数 24 21 19 20 18 23 20 20 19 20 35 33 22.7

月利用者数（延べ） 476 451 584 518 472 545 517 539 553 508 1,041 844 7,048

１日平均利用者数 24 25 26 25 24 24 25 25 24 24 27 28 25.1

月利用者数（延べ） 573 575 570 484 475 512 601 459 468 410 627 877 6,631

１日平均利用者数 26 25 26 25 22 23 26 19 20 17 26 29 23.7

月利用者数（延べ） 464 518 442 469 431 479 477 530 527 503 581 96 5,517

１日平均利用者数 17 21 18 18 19 20 19 18 19 18 20 3 17.5

※R1.3月分は新型コロナのため、休止

R１

福ろう　（杵築）

Ｈ３０

ほっと　（山香）

Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

Ｈ３０

Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

R１
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R２年度

■問い合わせ先

杵築市社会福祉協議会 ☎０９７８－６２－２６４９

場所：杵築市大字猪尾900番地

■開館時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）

１０：００～１５：００

■場所：杵築市大字杵築６９２番地４

（ふるさと産業館前）

お待たせしました！９月１日より始まります。

名称が「よろうえ」に変わり、開設します。

是非、足を運んでください！

人気のピンポンも

再開です！
月・水曜日

川柳・絵手紙・

折り紙・習字教室、

立禅教室、

お茶の会

※予定が変更になる場合があります。

詳細はケーブルTV文字放送等でご確認ください。

杵築地域

令和２年９月１日

オープン

健康相談日等

あります★

健康麻雀、

きつみん体操、

認知症家族の会

新型コロナウイルス感染症拡大防止で

三密に十分配慮しながら実施していきます。

金曜日は

調理実習！

カレー等を

作ります
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R2年度

歳を重ねても
元気でいきいきと
暮らしたい！

気軽に立ち寄り
お茶を飲んで

手芸教室や絵画教室を
定期的に開催しています

どなたでも参加できますので
お気軽にお越しください

子どもたちも
世代間の交流をしよう！

宿題を持ってきてもいいよ！

毎週水曜日の午後３時から

⽉曜日〜⼟曜日（祝日を除く）１０：００〜１７：３０
山香町大字野原１６８２番地１ ☎７５−１１３１

がっ こう ぬくもり

オレンジカフェ（健康相談）を
⽉２回開催します

お気軽にご相談ください

毎週水曜日午前１０時より
料理教室を開催します

管理栄養士による栄養相談も
行っています

回転焼きやたこ焼きなど
気軽に食べに来てください

駄菓子もございます
⼩天狗 ☎７５−２１１７

山香地域
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行事予定表 
９月～10 月 行事予定 

日 時 行 事 名（内 容） 場  所 お問い合わせ先 

9 月 1 日（火）

～10 月 30 日

（金） 

市立図書館に「認知症特設コーナー」

を設置 

図書館で認知症に関する知識やつな

がりを広げてみませんか。認知症に関す

る本の紹介や認知症地域支援推進員の

紹介、パンフレット等の配布を行いま

す。 

杵 築 市 立 図 書 館 杵 築 市 立 図 書 館 

0978-62-4362 

4 日（金） 

10:00～12:00 

すくすく広場 

 概ね 1 歳未満の赤ちゃんと保護者を

対象に実施します。 

【内容】身体計測・育児相談 

さくらんぼ（山香

子ども園） 

健康長寿あんしん課 

0978-64-2525 

12 日（土） 地域巡回健診 

特定健診／基本健診／後期高齢者健診

／結核・肺がん検診／大腸がん検診／胃

がん検診／子宮がん検診／乳がん検診 

東地区公民館 

（受付） 

8:00～9:00 

八坂地区公民館 

（受付） 

10:30～11:30 

健康長寿あんしん課 

0978-64-2540 

14 日（月） 

10:00～12:00 

わいわい教室 

 障がいのあるお子さんと保護者を対

象に座談会を開催しています。 

※新規要予約 

健 康 推 進 館 健康長寿あんしん課 

0978-64-2525 

17 日（木） 

13:00～13:30 

2 歳児歯科健診 

平成 30 年 2 月・3 月生まれのお子さ

んを対象に実施します。 

健 康 推 進 館 健康長寿あんしん課 

0978-64-2525 

18 日（金） 

12:30～13:00 

3 歳児健診 

 平成 29 年 2 月・3 月生まれのお子さ

んを対象に実施します。 

健 康 推 進 館 健康長寿あんしん課 

0978-64-2525 

24 日（木） 

14:00～15:30 

地域・職域連携会議 

地域保健と職域の連携により働き盛

り世代の健康づくりを推進するため、市

内事業所の代表や健康づくりの担当者

を対象に会議を行う。 

健 康 推 進 館 健康長寿あんしん課 

0978-64-2540 
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24 日（木） 

9:30～11:45 

離乳食相談会 

 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関する相

談会です。 

【対象】概ね 1 歳 6 か月未満の赤ちゃ

んと保護者(離乳食が未開始の方も参加

できます) 【定員】8 組（先着順） 

健 康 推 進 館 健康長寿あんしん課 

0978-64-2540 

10 月 1 日（木） 

19:00～ 

杵築都市計画区域マスタープランの改

訂にかかる公聴会 

 大分県が定めた県内 18 都市計画区域

の 1 つ、杵築都市計画区域のマスタープ

ラン改訂にあたり、素案の縦覧と公聴会

を開催します。 

【縦覧期間】9 月 7 日（月）～23 日（水） 

     8:30～17:00（平日のみ） 

【縦覧場所】大分県庁新館 6 階： 

都市・まちづくり推進課 

杵築市役所本庁舎 2 階： 

企画財政課都市計画係 

【公聴会意見申し出希望者】 

9 月 23 日（水）まで口述申出書を縦覧

場所宛に提出。 

※希望者ない場合は公聴会を中止 

きつき生涯学習館

2 階第 2・３研修室 

大分 県土木建築部 

都市・まちづくり推

進課 都市計画班 

097-506-4647 

 

企 画 財 政 課 

0978-62-1803 

10 月 2 日（金） 

12:30～13:00 

4・5 か月児健診 

 令和 2 年 5 月・6 月生まれの赤ちゃ

んを対象に実施します。 

健 康 推 進 館 健康長寿あんしん課 

0978-64-2525 

 

○市内小中学校 ９月行事予定       （学校教育課 0977752411） 

日時 行事名（内容） 場所 対象 

２日（水） 

15:00～ 

プログラミング合同職員研修 大田小学校 教職員 

１５日（火） 「みどりの少年団」結団式 豊洋小学校 小６児童 

１５日（火） 市中学校新人野球大会 市営野球場 中学校野球部 

１８日（金） 

10:30～ 

パラリンピック・アスリート来校 大内小学校 全校児童 

２４日（木） 

 

中学校 体育大会 

※ 半日開催・規模縮小・参観制限あり 

各中学校 全校生徒 

３０日（水） 

 

立石小学校 運動会 

※ 半日開催・規模縮小・参観制限あり 

立石小学校 全校児童 

その他、小学校９校の運動会は１０月に開催予定（期日は学校にて異なる） 
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○杵築高校 ９月行事予定          （杵築高校 0978622037） 

日時 行事名（内容） 場所 対象 

９月９日(水)～

10 日（木） 

8:45～ 

十王祭（文化祭） 

十王祭テーマ「Ｊｕｉｃｅ」 

1 日目～杵築市文化体育館には 2，3 年生のみ、

1 年生はリモート中継にて高校で鑑賞します。 

2 日目～吹奏楽や書道部によるパフォーマンス

クラス展示を行います。 

※感染症防止対策のため保護者等の観覧不可 

9 日 

杵築市文化体育館 

10 日 

校内体育館・教室 

全校生徒 

11 日（金） 

8:50～12:20 

十王祭（体育大会） 

今年は感染症防止対策のため、プログラムを

見直し、午前中で終了します。 

※保護者のみ観覧可能です。 

校内グラウンド 全校生徒 

26 日（土） 

8:50～13:20 

杵高オープンスクール 

 中学３年生を対象に授業を体験してもらいま

す。また、保護者には杵築高校の説明及び質問

にお答えするほか、出身中学校別に高校生活（学

習、部活動、通学等）の説明も行います。 

校内施設 中 学 3 年

生・保護者 

 

※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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