
月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

2 2 火 選挙管理委員会 １３：３０～１４：３０ 庁議室 委員 総務課 開催

4 木 百石高校フレッシュトーク １３：３０～１５：００ 百石高校体育館 １年生 総務課 開催

5 金 総合教育会議 １５：００～１６：００ 庁議室 教育委員外 総務課 開催

9 火 口頭意見陳述、審査会 １３：００～１６：３０ 庁議室外 審査委員外 総務課 開催

19 金 二次試験面談 １３：３０～１５：００ 総務課 開催

2 7 日 津波講演会 10：30～12：00 みなくる館 町民 まちづくり防災課 延期 なし

7 日 消防団普通救命講習会 9：00～ 消防団 まちづくり防災課 中止 なし

14 日 消防団普通救命講習会 9：00～ 消防団 まちづくり防災課 中止 なし

未 地域づくり座談会 ：～： 阿光坊古墳館 町内会 まちづくり防災課 開催

未 地域づくり座談会 ：～： 東公民館 町内会 まちづくり防災課 開催

2 2 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

7 日 休日納税相談 ８：３０～１７：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

9 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 分庁舎 一般町民 税務課 実施

15 月 住民税・所得税申告受付 ８：１５～１５：３０ 本庁舎・分庁舎 一般町民 税務課 実施

16 火 住民税・所得税申告受付 ８：１５～１５：３０ 本庁舎・分庁舎 一般町民 税務課 実施

16 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

17 水 住民税・所得税申告受付 ８：１５～１５：３０ 本庁舎・分庁舎 一般町民 税務課 実施

18 木 住民税・所得税申告受付 ８：１５～１５：３０ 本庁舎・分庁舎 一般町民 税務課 実施

19 金 住民税・所得税申告受付 ８：１５～１５：３０ 本庁舎・分庁舎 一般町民 税務課 実施

22 月 住民税・所得税申告受付 ８：１５～１５：３０ 本庁舎・分庁舎 一般町民 税務課 実施

24 水 住民税・所得税申告受付 ８：１５～１５：３０ 本庁舎・分庁舎 一般町民 税務課 実施

24 水 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

25 木 住民税・所得税申告受付 ８：１５～１５：３０ 本庁舎・分庁舎 一般町民 税務課 実施

26 金 住民税・所得税申告受付 ８：１５～１５：３０ 本庁舎・分庁舎 一般町民 税務課 実施

2 24 水 国保運営協議会 15：00～16：00 委員、職員 町民課 開催 ※蔓延した場合、書面実施へ

2 2 火 栄養講座 10：30～11：30 いきいき館 一般町民 保健こども課 開催

2 火 傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会 13：30～14：30 東公民館 会員 保健こども課 開催

3 水 ひよこﾏﾏｻﾛﾝ 予約制 老人福祉センター 0～4か月児の希望者 保健こども課 開催

4 木 発達健診 予約制 東公民館 幼児と親 保健こども課 開催

5 金 ４か月児健診 9：40～10：00受付 老人福祉ｾﾝﾀｰ 乳児と親 保健こども課 開催

12 金 1歳6か月児健診 12：30～13：00受付 老人福祉センター 乳児と親 保健こども課 開催

16 火 栄養相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ等 希望者 保健こども課 開催

17 水 10～11か月歯科健診 12：30～14：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 乳児と親 保健こども課 開催

19 金 3歳児健診 12：30～12：45 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催

22 月 要保護児童対策地域協議会実務者会議 14：00～15：30 本庁舎第２委員会室 関係機関 保健こども課 開催

24 水 食生活改善推進員会研修会 14：00～15：00 みなくる館ホール 町食改 保健こども課 開催

25 木 母乳相談 予約制 本庁舎相談室等 希望者 保健こども課 開催

2 26 金 ほ場整備事業意見交換会 18：00～19：00 中央公民館 農業者 農林水産課 実施

2 16 火 観光協会　白鳥と野鳥フォトコンテスト審査会14：00～16：00 みなくる館 審査員、事務局員 商工観光課 開催

18 木 観光協会　行事第一委員会 15：00～16：30 東公民館 委員、事務局員 商工観光課 開催

19 金 観光協会　行事第二委員会 10：00～11：30 東公民館 委員、事務局員 商工観光課 開催

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和３年１月２９日　１７時現在



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和３年１月２９日　１７時現在

19 金 観光協会　行事企画開発委員会 15：00～16：30 東公民館 委員、事務局員 商工観光課 開催

22 月 観光協会正副会長会議、理事会 13：30～16：00 東公民館 委員、事務局員 商工観光課 開催

24 水 観光協会・ブランド推進協議会合併協議会
観光協会特命委員会 13：30～16：00 東公民館 委員、事務局員 商工観光課 開催



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

1 9 土 交通指導隊出動式 10：00～12：00 中央公民館 まちづくり防災課 規模縮小 懇親会等なし

17 日 おいらせ町消防団出初式 ：～： まちづくり防災課 中止 なし

26 火 第4回自治推進委員会 15：00～17：00 役場本庁舎 自治推進委員 まちづくり防災課 開催

1 5 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００本庁舎 一般町民 税務課 実施

10 日 休日納税相談 ８：３０～１７：００本庁舎 一般町民 税務課 実施

12 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００分庁舎 一般町民 税務課 実施

19 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００本庁舎 一般町民 税務課 実施

26 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００分庁舎 一般町民 税務課 実施

1 6 水 ひよこﾏﾏｻﾛﾝ 予約制 老人福祉センター 0～4か月児の希望者 保健こども課 開催

8 金 ４か月児健診 9：40～10：00受付 老人福祉ｾﾝﾀｰ 乳児と親 保健こども課 開催

11 月 献血 10：00～16：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ 保健こども課 開催

14 木 母乳相談 予約制 本庁舎相談室等 希望者 保健こども課 開催

14 木 保健協力会研修会 10：00～12：00 町民交流ｾﾝﾀｰ 保健協力員 保健こども課 開催予定

15 金 3歳児健診 12：30～12：45 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催

20 水 傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修会 ：～： 本庁舎 保健こども課 開催予定

22 金 1歳6か月児健診 12：30～13：00受付 老人福祉センター 乳児と親 保健こども課 開催

26 火 栄養相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ等 希望者 保健こども課 開催

27 水 わくわく会 10：00～11：30 いきいき館 精神障がい者と家族 保健こども課 開催

28 木 母乳相談 予約制 本庁舎相談室等 希望者 保健こども課 開催

28 木 栄養講座 10：30～11：30 いきいき館 保健こども課 開催予定

29 金 4歳児健診 9：20～12：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催

31 日 献血 10：00～16：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ 保健こども課 開催

1 6 水 北地区介護予防教室 10：00～11：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

7 木 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

8 金 介護保険運営協議会 13：00～14：30 本庁舎 委員等 介護福祉課 開催

12 火 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

13 水 北地区介護予防教室 10：00～11：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

14 木 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

18 月 在介部会 13：30～15：30 本庁舎 介護事業所スタッフ等 介護福祉課 開催

18 月 南地区介護予防教室 10：00～11：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

19 火 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

20 水 北地区介護予防教室 10：00～11：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

21 木 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 みなくる館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

22 金 民生委員児童委員協議会1月月例会 13：30～14：30 みなくる館ホール 民生委員、社協、交番 介護福祉課 開催

25 月 南地区介護予防教室 10：00～11：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

26 火 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 みなくる館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

27 水 北地区介護予防教室 10：00～11：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

28 木 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 みなくる館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

28 木 介護保険運営協議会 13：00～14：30 本庁舎 委員等 介護福祉課 開催

1
15
～
29

金
主食用米価格安定対策給付金
事業申請受付(予定)

8：30～17：00 分庁舎 農家 農林水産課 実施

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年１２月２５日　１７時現在



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年１２月２５日　１７時現在

1 18 月 観光協会正副会長会議、理事会 13：30～16：00 東公民館 委員、事務局員 商工観光課 開催

20 水 (日程未定)ブランド推進協議会役員会 13：30～16：00 東公民館 委員、事務局員 商工観光課 開催

25 月 観光協会・ブランド推進協議会合併協議会
観光協会特命委員会 13：30～16：00 東公民館 委員、事務局員 商工観光課 開催

1 6 水 新年かきぞめ大会 ：～： 町民交流センター 幼・小・中 社会教育・体育課 中止 なし

10 日 成人式 ：～： 町民交流センター 新成人と保護者 社会教育・体育課 中止



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

12 1 火 毎月１日のパトロール 18：30～19：30 おいらせ交番 交通指導隊 まちづくり防災課 開催

15 火 第2回町内会長連絡会議 13：30～14：30 町民交流センター 町内会長等 まちづくり防災課 開催

19 土 冬の交通安全県民運動 11：00～12：00 おいらせ交番 安協 まちづくり防災課 開催

23 水 第1回町防災会議 14：00～15：00 中央公民館 町防災会議委員 まちづくり防災課 開催

12 1 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 開催

6 日 休日納税相談 ８：３０～１７：００ 本庁舎 一般町民 税務課 開催

8 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 分庁舎 一般町民 税務課 開催

15 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 開催

22 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 分庁舎 一般町民 税務課 開催

12 1 火 早朝健診 7：00～9：00受付 みなくる館 健診申込者 保健こども課 開催

2 水 ひよこﾏﾏｻﾛﾝ 予約制 老人福祉センター 0～4か月児の希望者 保健こども課 開催

4 金 ４か月児健診 9：40～10：00受付 老人福祉ｾﾝﾀｰ 乳児と親 保健こども課 開催

10 木 母乳相談 予約制 本庁舎相談室等 希望者 保健こども課 開催

11 金 3歳児健診 12：30～12：45 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催

13 日 献血 10：00～16：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ 保健こども課 開催

16 水 10～11か月歯科健診 12：30～14：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 乳児と親 保健こども課 開催予定

17 木 発達健診 予約制 東公民館 幼児と親 保健こども課 開催

22 火 栄養相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ等 希望者 保健こども課 開催

23 水 わくわく会 10：00～11：30 いきいき館 精神障がい者と家族 保健こども課 開催

23 水 子ども・子育て会議 10：00～11：00 本庁舎庁議室 委員、事務局 保健こども課 開催

24 木 母乳相談 予約制 本庁舎相談室等 希望者 保健こども課 開催

25 金 1歳6か月児健診 12：30～13：00受付 老人福祉センター 乳児と親 保健こども課 開催

12 1 火 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

2 水 北地区介護予防教室 10：00～11：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

3 木 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

7 月 南地区介護予防教室 10：00～11：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

8 火 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

9 水 北地区介護予防教室 10：00～11：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

10 木 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

14 月 南地区介護予防教室 10：00～11：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

14 月 在介部会 13：30～15：30 本庁舎 介護事業所スタッフ等 介護福祉課 開催

15 火 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 みなくる館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

15 火 民生委員児童委員協議会12月月例会 13：30～14：30 みなくる館ホール 民生委員、社協、交番 介護福祉課 開催

16 水 北地区介護予防教室 10：00～11：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

17 木 認知症サポーター養成講座 13：30～14：30 下田小学校 下小6年生 介護福祉課 開催

17 木 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 みなくる館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

18 金 介護保険運営協議会 13：00～14：30 本庁舎 委員等 介護福祉課 開催

21 月 南地区介護予防教室 10：00～11：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

22 火 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

23 水 北地区介護予防教室 10：00～11：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

24 木 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

12 18 金 八戸圏域消費者講座 14：00～15：00 みなくる館 一般町民 商工観光課 開催

24 木 観光協会・ブランド推進協議会合同検討委員会
観光協会特命委員会 13：30～16：00 東公民館 委員、事務局員 商工観光課 開催

12 6 日 青少年育成町民大会及び町連合PTA研究会 ：～： みなくる館 PTA関係者 社会教育・体育課 中止 なし

6 日 スポーツ少年団交流会 ：～： 町民交流センター スポ少関係者 社会教育・体育課 中止 なし

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年１２月１４日　１７時現在



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

11 1 日 町総合防災訓練 ：～： 下田中学校 一般町民 まちづくり防災課 中止

1 日 新型コロナウイルス感染症に留意した避難所運営訓練 8：15～11：30 いちょう公園体育館 一般町民 まちづくり防災課 開催

1 木 毎月１日のパトロール 18：30～19：30 おいらせ交番 交通指導隊 まちづくり防災課 開催

6 金 いきいきシルバー交通安全強調月間に伴うPR活動 18：00～19：00 イオンモール下田 交通安全母の会 まちづくり防災課 開催

11 1 日 休日納税相談 ８：３０～１７：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

4 水 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

10 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 分庁舎 一般町民 税務課 実施

17 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

24 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 分庁舎 一般町民 税務課 実施

11 4 水 ひよこﾏﾏｻﾛﾝ 予約制 老人福祉センター 0～4か月児の希望者 保健こども課 開催

5 木 早朝健診 7：00～9：00受付 みなくる館 健診申込者 保健こども課 開催

6 金 ４か月児健診 9：40～10：00受付 老人福祉ｾﾝﾀｰ 乳児と親 保健こども課 開催

10 火 保健協力会役員会 10：00～12：00 本庁舎201会議室 役員 保健こども課 開催

10 火 わくわく会 10：00～11：30 いきいき館 精神障がい者と家族 保健こども課 開催

10 火 食生活推進員会理事会 9：30～11：30 老人福祉センター 理事 保健こども課 開催

13 金 1歳6か月児健診 12：30～13：00受付 老人福祉センター 乳児と親 保健こども課 開催

18 水 女性がん検診 12：00～15：00 町民交流センター 検診申込者 保健こども課 開催

19 木 女性がん検診 11：30～15：00 町民交流センター 検診申込者 保健こども課 開催

20 金 4歳児健診
9：20～12：00
13：20～16：00

老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催

26 木 早朝健診 7：00～9：00受付 北公民館 健診申込者 保健こども課 開催

27 金 子ども・子育て会議 10：00～11：00 本庁舎庁議室 委員 保健こども課 開催

27 金 3歳児健診 12：30～12：45 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催

30 月 要保護児童対策地域協議会実務者会議 14：00～15：30 本庁舎203会議室 関係機関 保健こども課 開催

30 月 早朝健診 7：00～9：00受付 北公民館 健診申込者 保健こども課 開催

11 2 月 南地区介護予防教室 10：00～11：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

4 水 北地区介護予防教室 10：00～11：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

5 木 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

9 月 南地区介護予防教室 10：00～11：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

9 月 在介部会 13：30～15：30 本庁舎 介護事業所スタッフ等 介護福祉課 開催

10 火 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 みなくる館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

11 水 北地区介護予防教室 10：00～11：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

12 木 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

16 月 南地区介護予防教室 10：00～11：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

17 火 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

18 水 北地区介護予防教室 10：00～11：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

19 木 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

24 火 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 いきいき館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

25 水 北地区介護予防教室 10：00～11：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

26 木 百石地区介護予防教室 10：00～11：00 みなくる館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

26 木 民生委員児童委員月例会 13：30～14：30 みなくる館 委員等 介護福祉課 開催

30 月 南地区介護予防教室 10：00～11：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 短時間実施

11 12 木 農業使用済プラスチック回収 9：00～15：00 木ノ下野菜センター 農業者 農林水産課 実施

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年１１月１日　１２時現在



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年１１月１日　１２時現在

11 15 日 農産物プレミアム販売会 8：00～12：00
下田公園白鳥飛来
地駐車場

町民 農林水産課 開催

17 火 農業使用済プラスチック回収 9：00～15：00
二川目野菜集荷セン
ター

農業者 農林水産課 実施

11 5 木 観光協会・ブランド推進協議会合同検討委員会の先進地視察 8：45～17：00 久慈市観光物産協会 両会長、事務局員 商工観光課 開催

15 日 高校生レストラン 11：00～無くなり次第終了 百石高校 一般 商工観光課 規模縮小 レストラン形式を止め弁当販売、限定120食。

19 木 観光協会・ブランド推進協議会合同検討委員会
観光協会特命委員会 15：00～17：00 東公民館 委員、事務局員 商工観光課 開催

20 金 観光協会行事第二委員会 未定：～： 分庁401 委員、事務局員 商工観光課 開催

26 木 観光協会理事会 未定：～： 東公民館 委員、事務局員 商工観光課 開催

11 17 火 就学時健診 13：30～16：00 町民交流センター R3小学校入学児と保護者 学務課 開催 下田小、木内々小学区

11 7 土 北公民館文化祭 ：～： 北公民館 社会教育・体育課 中止

8 日 北公民館文化祭 ：～： 北公民館 社会教育・体育課 中止



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

10 16 金 情報発信力向上研修 10：00～15：30 本庁舎201 職員 総務課 開催

10 1 木 毎月１日のパトロール 18：30～19：30 おいらせ交番 交通指導隊 まちづくり防災課 開催

18 日 火災予防パレード・秋季訓練 9：00～12：00 まちづくり防災課 開催

10 4 日 休日納税相談 8：30～17：00 本庁舎 一般町民 税務課 実施

6 火 夜間納税相談 17：00～20：00 本庁舎 一般町民 税務課 実施

13 火 夜間納税相談 17：00～20：00 分庁舎 一般町民 税務課 実施

20 火 夜間納税相談 17：00～20：00 本庁舎 一般町民 税務課 実施

27 火 夜間納税相談 17：00～20：00 分庁舎 一般町民 税務課 実施

10 2 金 4か月健診 9：40～10：00受付 老人福祉ｾﾝﾀｰ 4か月児 保健こども課 開催

4 日 早朝健診 7：00～9：00受付 北公民館 健診申込者 保健こども課 開催

5 月 早朝健診 7：00～9：00受付 北公民館 健診申込者 保健こども課 開催

6 火 わくわく会 10：00～11：30 いきいき館 精神障がい者と家族 保健こども課 開催

7 水 ひよこﾏﾏｻﾛﾝ 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 0～4か月児の希望者 保健こども課 開催

8 木 母乳相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 希望者 保健こども課 開催

9 金 １歳6か月児健診 12：30～13：00受付 老人福祉ｾﾝﾀｰ 1歳6か月児 保健こども課 開催

11 日 ウォーキング事業（屋外） 5：45～7：00 二川目海浜公園 申込者 保健こども課 開催

12 月 女性がん検診 11：00～13：00受付 みなくる館 健診申込者 保健こども課 開催

13 火 女性がん検診 11：00～13：00受付 みなくる館 健診申込者 保健こども課 開催

14 水 10～11か月歯科健診 12：30～14：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 乳児と親 保健こども課 開催予定

16 金 3歳児健診 12：30～12：45 老人福祉ｾﾝﾀｰ 3歳6か月児 保健こども課 開催

18 日 ウォーキング事業（屋外） 5：45～7：00 二川目海浜公園 申込者 保健こども課 開催

21 水 早朝健診 7：00～9：00受付 北公民館 健診申込者 保健こども課 開催

22 木 発達健診 予約制 東公民館 幼児と親 保健こども課 予約制で実施予定

26 月 傾聴ｻﾛﾝ 10：30～12：00 東公民館 希望者 保健こども課 開催

29 木 早朝健診 7：00～9：00受付 みなくる館 健診申込者 保健こども課 開催

30 金 早朝健診 7：00～9：00受付 みなくる館 健診申込者 保健こども課 開催

10 7 水 百石漁港整備環境公共推進協議会 14：00～16：00 東公民館 漁業者 農林水産課 開催

10 19 月 就学時健診 13：30～16：00 町民交流センター R3小学校入学児と保護者 学務課 開催 百石小、甲洋小学区

23 金 就学時健診 13：30～16：00 町民交流センター R3小学校入学児と保護者 学務課 開催 木ノ下小学区（第1回）

28 水 就学時健診 13：30～16：00 町民交流センター R3小学校入学児と保護者 学務課 開催 木ノ下小学区（第2回）

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年１０月６日　１７時現在



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

9 1 火 選挙管理委員会 １３：３０～１４：３０ 庁議室 委員 総務課 開催

15 火 安全衛生職場巡視 １４：００～１６：３０ みなくる館外3事業所 委員 総務課 開催

16 水 行政相談 １０：００～１２：００ 東公民館 町民 総務課 開催

25 金 行政経営推進委員会 14：00～16：00 庁議室 委員、課員 総務課 開催

9 1 火 毎月１日のパトロール活動 19:00～20:00 おいらせ交番 交通指導隊 まちづくり防災課 開催

6 日 町交通安全協会・指導隊合同会議 10:00～11:00 中央公民館 安協・指導隊 まちづくり防災課 開催

16 水 自治推進委員会 15:00～17:00 本庁舎２０１ 委員 まちづくり防災課 開催

30 水 交通死亡事故死ゼロを目指す日のＰＲ活動 18:30～19:30 おいらせ交番 まちづくり防災課 開催

消防団幹部会議 18:30～20:00 中央公民館 本団と幹部団員 まちづくり防災課 開催 期日未定

9 1 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

6 日 休日納税相談 ８：３０～１７：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

8 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 分庁舎 一般町民 税務課 実施

15 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

23 水 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 分庁舎 一般町民 税務課 実施

29 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

9 2 水 ひよこﾏﾏｻﾛﾝ 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 0～4か月児の希望者 保健こども課 開催

3 木 早朝健診 7：00～9：00受付 町民交流ｾﾝﾀｰ 健診申込者 保健こども課 開催

4 金 早朝健診 7：00～9：00受付 町民交流ｾﾝﾀｰ 健診申込者 保健こども課 開催

6 日 早朝健診 7：00～9：00受付 みなくる館 健診申込者 保健こども課 開催

7 月 早朝健診 7：00～9：01受付 みなくる館 健診申込者 保健こども課 開催

9 水 わくわく会 10：00～11：30 いきいき館 精神障がい者と家族 保健こども課 開催

10 木 母乳相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 希望者 保健こども課 開催

11 金 4か月健診 9：40～10：00受付 老人福祉ｾﾝﾀｰ 4～か月児 保健こども課 開催

14 月 傾聴ｻﾛﾝ 10：30～12：00 北公民館 希望者 保健こども課 開催

16 水 女性がん検診 北公民館 保健こども課 開催

17 木 女性がん検診 北公民館 保健こども課 開催

18 金 3歳児健診 12：30～12：45 老人福祉ｾﾝﾀｰ 3歳6か月児 保健こども課 開催

24 木 母乳相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 希望者 保健こども課 開催

25 金 １歳6か月児健診 12：30～13：00受付 老人福祉ｾﾝﾀｰ 1歳6か月児 保健こども課 開催

9 1 火 緑の募金活動（1日～30日） 町内全域 町民 農林水産課 実施

9 10 木 八戸都市圏交流プラザ「8base」
オープニングセレモニー 11：00～11：30 日比谷OKUROJI 関係者 商工観光課 開催

12 土 高校生レストラン 11：00～無くなり次第終了 百石高校 一般 商工観光課 規模縮小 レストラン形式を止め弁当販売、限定100食。

16 水 自由の女神像建立30周年記念事業業務委託プロポーザル（予定） 未定 分庁舎 事業者 商工観光課 開催

24 木 観光協会企画開発委員会(予定) 15：30～17：00 分庁舎 委員 商工観光課 開催

28 月 (未定)観光協会、ブランド協議会合同委員会 未定 東公民館 委員 商工観光課 開催

9 17 木 都市計画見直し素案説明会 16：00～20：00 古間木山集会場、北公民館 住民 地域整備課 開催

18 金 都市計画見直し素案説明会 16：00～20：00 中央公民館、東公民館 住民 地域整備課 開催

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年８月３１日　１７時現在



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

8 4 火 選挙管理委員会 13：30～14：30 庁議室 委員 総務課 開催

19 水 行政相談 10：00～12：00 北公民館 町民 総務課 開催

8 1 土 交通安パトロール 19：00～20：00 おいらせ交番前 交通指導隊 まちづくり防災課 開催

7 金 ハートピア助成金審査会 14：00～15：30 201会議室 ハートピア審査会委員 まちづくり防災課 開催

17 月 ハザードマップ説明会 18：30～19：30 東公民館 想定区域内役員等 まちづくり防災課 開催

19 水 ハザードマップ説明会 18：30～19：30 東公民館 想定区域内役員等 まちづくり防災課 開催

20 木 ハザードマップ説明会 18：30～19：30 中公公民館 想定区域内役員等 まちづくり防災課 開催

24 月 ハザードマップ説明会 18：30～19：30 中公公民館 想定区域内役員等 まちづくり防災課 開催

8 2 日 休日納税相談 8：30～17：00 本庁舎 一般町民 税務課 実施

4 火 夜間納税相談 17：00～20：00 本庁舎 一般町民 税務課 実施

11 火 夜間納税相談 17：00～20：00 分庁舎 一般町民 税務課 実施

18 火 夜間納税相談 17：00～20：00 本庁舎 一般町民 税務課 実施

25 火 夜間納税相談 17：00～20：00 分庁舎 一般町民 税務課 実施

8 7 金 町平和記念祭 ：～： 町民交流センター 町民課 中止

18 火 国保運営協議会 15：00～16：30 本庁舎 町民課 開催 感染拡大状況により中止もある旨、会長と確認済

20 木 自衛隊募集相談員委嘱状交付式 10：30～11：30 本庁舎 町民課 開催

8 1 土 ﾗｼﾞｵ体操inｲｵﾝﾓｰﾙ 9：40～10：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催 ｲｵﾝﾓｰﾙ主催（町は後援）

2 日 ﾗｼﾞｵ体操inｲｵﾝﾓｰﾙ 9：40～10：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催 ｲｵﾝﾓｰﾙ主催（町は後援）

3 月 わくわく会 10：00～11：30 いきいき館 精神障がい者と家族 保健こども課 開催予定

5 水 2～3か月相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 2.3か月児と親 保健こども課 開催予定

6 木 発達健診 予約制 東公民館 幼児と親 保健こども課 予約制で実施予定

6 木 母乳相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 希望者 保健こども課 開催予定

8 土 ﾗｼﾞｵ体操inｲｵﾝﾓｰﾙ 9：40～10：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催 ｲｵﾝﾓｰﾙ主催（町は後援）

9 日 ﾗｼﾞｵ体操inｲｵﾝﾓｰﾙ 9：40～10：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催 ｲｵﾝﾓｰﾙ主催（町は後援）

11 火 ﾓｰﾙｳｫｰｸ 10：00～11：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催予定 ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿﾘﾃｨと共催

15 土 ﾗｼﾞｵ体操inｲｵﾝﾓｰﾙ 9：40～10：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催 ｲｵﾝﾓｰﾙ主催（町は後援）

16 日 ﾗｼﾞｵ体操inｲｵﾝﾓｰﾙ 9：40～10：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催 ｲｵﾝﾓｰﾙ主催（町は後援）

19 水 10～11か月歯科健診 12：30～14：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 乳児と親 保健こども課 開催予定

20 木 母乳相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 希望者 保健こども課 開催予定

21 金 3歳児健診 12：30～12：45 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催予定

26 水 5～6か月相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 乳児と親 保健こども課 開催予定

28 金 1歳半健診 12：30～14：00受付 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催予定

8 6 木 農業用使用済プラスチック回収 9：00～15：00 ＪＡ下田支店 農業従事者 農林水産課 実施

7 金 農業用使用済プラスチック回収 9：00～15：00 ＪＡ下田支店 農業従事者 農林水産課 実施

20 木 農業用使用済プラスチック回収 9：00～15：00 ＪＡももいし支店 農業従事者 農林水産課 実施

21 金 農業用使用済プラスチック回収 9：00～15：00 ＪＡももいし支店 農業従事者 農林水産課 実施

8 5 水 観光協会、ブランド協議会合同委員会 10：00～12：00 東公民館 委員、事務局 商工観光課 開催

9 日 高校生レストラン　プレオープン 11：00～13：00 百石高校 生徒、関係者 商工観光課 規模縮小

28 金 プレミアム付商品券発売 10：00～15：00 町民交流センター 町民等 商工観光課 開催

29 土 プレミアム付商品券発売 10：00～15：00 町民交流センター 町民等 商工観光課 開催

30 日 プレミアム付商品券発売 10：00～15：00 町民交流センター 町民等 商工観光課 開催

8 29 土 将棋まつり ：～： イオン 社会教育・体育課 中止

30 日 将棋まつり ：～： みなくる館 社会教育・体育課 中止

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年７月３１日　１２時現在



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

7 7 火 選挙管理委員会 13：30～14：00 庁議室 委員、課員 総務課 開催

12 日 職員採用試験 ８：００～１７：００201,202 受験者、課員 総務課 開催

15 水 行政相談 １０：００～１２：００中央公民館 相談員 総務課 開催

7 5 日 安協合同会議 10：00～11：00 中央公民館 安協・同指導隊 まちづくり防災課 開催

8 水 消防団本団・幹部会議 18：30～20：00 中央公民館 まちづくり防災課 開催

9 木 三田保育園交通安全教室 10：00～11：00 三田保育園 園児 まちづくり防災課 開催

16 木 まちづくり推進委員会総会 18：00～18：30 本庁舎 まちづくり防災課 開催

21 火 交通安全ＰＲ活動 18：30～19：00 おいらせ交番前 安協 まちづくり防災課 開催

22 水 自治推進委員会 13：30～15：00 本庁舎 自治推進委員 まちづくり防災課 開催

7 5 日 休日納税相談 ８：３０～１７：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

7 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

14 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 分庁舎 一般町民 税務課 実施

21 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

28 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 分庁舎 一般町民 税務課 実施

7 10 金 人権相談日 13：00～16：00 東公民館 町民課 開催

7 1 水 2～3か月相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 2.3か月児と親 保健こども課 開催予定

2 木 特定教育・保育施設長会議 13：30～15：00 本庁舎201会議室 町内認定こども園施設長 保健こども課 開催予定

6 月 わくわく会 10：00～11：30 いきいき館 精神障がい者と家族 保健こども課 開催予定

9 木 母乳相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 希望者 保健こども課 開催予定

10 金 1歳半健診 12：30～14：00受付老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催予定

14 火 ﾓｰﾙｳｫｰｸ 10：00～11：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催予定 ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿﾘﾃｨと共催

17 金 3歳児健診 12：30～12：45 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催予定

23 木 ﾗｼﾞｵ体操inｲｵﾝ 9：30～10：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催予定 ｲｵﾝﾓｰﾙ主催（町は後援）

24 金 ﾗｼﾞｵ体操inｲｵﾝ 9：30～10：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催予定 ｲｵﾝﾓｰﾙ主催（町は後援）

25 土 ﾗｼﾞｵ体操inｲｵﾝ 9：30～10：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催予定 ｲｵﾝﾓｰﾙ主催（町は後援）

26 日 ﾗｼﾞｵ体操inｲｵﾝ 9：30～10：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催予定 ｲｵﾝﾓｰﾙ主催（町は後援）

30 木 母乳相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 希望者 保健こども課 開催予定

7 1 水 水田現地確認(14日まで) 8：30～16：30 町内全域 農林水産課 実施

8 水 水稲現地指導会 13：30～16：15 町内水田(6ヶ所) 農家 農林水産課 開催

17 金 畜産クラスター協議会設立総会 14：00～16：00 東公民館 会員 農林水産課 開催

7 16 木 観光協会、ブランド協議会合同会議10：00～11：00 東公民館 両団体役員、事務局 商工観光課 開催

21 火 観光協会企画開発委員会 15：30～16：30 分庁舎401 同委員、事務局 商工観光課 開催

14 火 ﾓｰﾙｳｫｰｸ 10：00～11：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催予定 ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿﾘﾃｨと共催

17 金 3歳児健診 12：30～12：45 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催予定

23 木 ﾗｼﾞｵ体操inｲｵﾝ 9：30～10：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催予定 ｲｵﾝﾓｰﾙ主催（町は後援）

24 金 ﾗｼﾞｵ体操inｲｵﾝ 9：30～10：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催予定 ｲｵﾝﾓｰﾙ主催（町は後援）

25 土 ﾗｼﾞｵ体操inｲｵﾝ 9：30～10：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催予定 ｲｵﾝﾓｰﾙ主催（町は後援）

26 日 ﾗｼﾞｵ体操inｲｵﾝ 9：30～10：00 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田 一般町民 保健こども課 開催予定 ｲｵﾝﾓｰﾙ主催（町は後援）

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年７月３１日　１２時現在



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年７月３１日　１２時現在

30 木 母乳相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 希望者 保健こども課 開催予定



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

6 1 月 選挙管理委員会 13：30～14：00 庁議室 委員、課員 総務課 開催

10 水 安全衛生委員会 15：30～16：30 庁議室 委員、課員 総務課 開催

17 水 行政相談 10：00～12：00 東公民館 相談員 総務課 開催

6 10 水 交通安全教室 10:00～10:30 おおぞら保育園 園児 まちづくり防災課 開催

16 火 本部会議 09:00～10:00 本庁庁議室 まちづくり防災課 開催

22 月 交通安全母の会　監査・三役会 18:20～19:00 本庁２０１会議室 監査・三役 まちづくり防災課 開催

6 2 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

7 日 休日納税相談 ８：３０～１７：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

9 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 分庁舎 一般町民 税務課 実施

16 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

23 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 分庁舎 一般町民 税務課 実施

30 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

6 1 月 人権相談 9：00～15：00 北公民館 町民課 開催

11 木 人権教室 ：～： 甲洋小学校 5年生 町民課 中止

16 火 人権教室 ：～： 木ノ下小学校 5年生 町民課 中止

22 月 人権教室 ：～： 木内々小学校 5年生 町民課 開催

6 3 水 2～3か月相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催 対象者へ個別通知

5 金 わくわく会 10：00～11：30 いきいき館 精神障がい者 保健こども課 開催

11 木 発達健診 予約制 東公民館 幼児と親 保健こども課 予約制で実施予定

11 木 母乳相談 予約制 希望者 保健こども課 予約制で実施予定 事前予約必要

12 金 １歳半健診 12：30～14：00受付老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催予定 対象者へ個別通知

17 水 5～6か月相談 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催予定 対象者へ個別通知

18 木 傾聴ボラあゆみの会役員会 13：30～14：30 中央公民館 保健こども課 開催

19 金 ３歳児健診 12：30～12：45受付老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催予定 対象者へ個別通知

24 水 10～11か月歯科健診 予約制 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 開催予定 対象者へ個別通知

25 木 母乳相談 予約制 希望者 保健こども課 予約制で実施予定 事前予約必要

6 1 月 入浴 12：00～15：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 時間短縮

1 月 南地区介護予防教室 9：30～11：30 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

1 月 入浴 9：00～13：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 回数・時間短縮

2 火 百石地区介護予防教室 9：30～11：30 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

3 水 入浴 9：00～13：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 回数・時間短縮

3 水 北地区介護予防教室 9：30～11：30 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

4 木 百石地区介護予防教室 9：30～11：31 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

4 木 入浴 9：00～15：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 時間短縮

5 金 入浴 9：00～13：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 回数・時間短縮

8 月 入浴 12：00～15：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 時間短縮

8 月 南地区介護予防教室 9：30～11：30 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

8 月 入浴 9：00～13：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 回数・時間短縮

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年６月１２日　１７時現在



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年６月１２日　１７時現在

8 月 在介部会 13：30～15：30 本庁舎 介護事業所スタッフ等 介護福祉課 開催

9 火 百石地区介護予防教室 9：30～11：30 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

10 水 入浴 9：00～13：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 回数・時間短縮

10 水 北地区介護予防教室 9：30～11：30 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

11 木 百石地区介護予防教室 9：30～11：30 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

11 木 入浴 9：00～15：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 時間短縮

12 金 入浴 9：30～11：30 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 回数・時間短縮

15 月 入浴 12：00～15：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 時間短縮

15 月 南地区介護予防教室 9：30～11：30 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

15 月 入浴 9：00～13：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 回数・時間短縮

16 火 百石地区介護予防教室 9：30～11：30 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

17 水 入浴 9：00～13：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 回数・時間短縮

17 水 北地区介護予防教室 9：30～11：30 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

18 木 百石地区介護予防教室 9：30～11：31 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

18 木 入浴 9：00～15：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 時間短縮

19 金 入浴 9：00～13：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 回数・時間短縮

22 月 入浴 12：00～15：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 時間短縮

22 月 南地区介護予防教室 9：30～11：30 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

22 月 入浴 9：00～13：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 回数・時間短縮

23 火 百石地区介護予防教室 9：30～11：30 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

24 水 入浴 9：00～13：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 回数・時間短縮

24 水 北地区介護予防教室 9：30～11：30 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

24 水 民生委員児童委員月例会 13：30～14：30 みなくる館 委員等 介護福祉課 開催

25 木 百石地区介護予防教室 9：30～11：30 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

25 木 入浴 9：00～15：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 回数・時間短縮

26 金 入浴 9：00～13：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 回数・時間短縮

26 金 介護保険運営協議会 13：30～14：30 本庁舎 委員等 介護福祉課 開催

29 月 入浴 12：00～15：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 時間短縮

29 月 南地区介護予防教室 9：30～11：30 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

29 月 入浴 9：00～13：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 回数・時間短縮

30 火 百石地区介護予防教室 9：30～11：30 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催 ２班編成短時間少人数

6 12 金 地域農業再生協議会総会 14：00～15：00 みなくる館 会員 農林水産課 開催

6 3 水 観光協会理事会等各種会議 13：30～17：00 東公民館 理事 商工観光課 開催

マコモ作業（６月中旬～下旬） ：～： 商工観光課 中止

6 28 日 いちょうマラソン大会 ：～： 社会教育・体育課 中止



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

5 12 火 選挙管理委員会 ：～： 総務課 開催

5 21 木 入札会 9：00～10：00 中央公民館 入札指名業者 財政管財課 中止 業者を招集せず、入札書は郵送による事前提出に変更

5 1 金 交番街頭活動 19：00～20：00 交番 交通指導隊 まちづくり防災課 開催

8 金 あゆみ保育園　交通安全教室 10：00～11：00 まちづくり防災課 開催

10 日 青色防犯パトロール ：～： まちづくり防災課 中止

12 火 下田こども園　交通安全教室 10：00～11：00 まちづくり防災課 開催

13 水 防犯指導隊役員会 18：30～19：30 まちづくり防災課 開催

14 木 下田小　交通安全教室 09：00～12：00 まちづくり防災課 開催

15 金 青色防犯パトロール ：～： まちづくり防災課 中止

18 月 まちづくり推進委員会役員会 18：30～19：30 まちづくり防災課 開催

20 水 安協三役会 18：30～19：30 まちづくり防災課 開催

21 木 青色防犯パトロール ：～： まちづくり防災課 中止

27 水 防犯協会役員会 18：30～19：30 まちづくり防災課 開催

28 木 ハートピア助成金審査会 14：00～16：00 まちづくり防災課 開催

5 3 日 休日納税相談 ８：３０～１７：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

7 木 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

12 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 分庁舎 一般町民 税務課 実施

19 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 本庁舎 一般町民 税務課 実施

26 火 夜間納税相談 １７：００～２０：００ 分庁舎 一般町民 税務課 実施

5 8 金 人権相談 13：00～16：00 中央公民館 町民 町民課 開催

18 月 国保運営協議会 15：00～16：30 本庁舎201会議室 委員、職員 町民課 中止 書面手続実施

5 15 金 3歳児健診 12：30～15：30 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 延期

20 水 青森県保健協力員総会 ：～： 青森市 保健協力員 保健こども課 中止のため不参加

22 金 1歳6か月児健診 12：30～15：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 延期

25 月 要保護児童対策地域協議会実務者会議 10：00～11：30 本庁舎201会議室 関係機関 保健こども課 開催

27 水 2～3か月相談 10：00～12：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 乳児と親 保健こども課 中止

28 木 はくちょう家族会 11：00～12：00 東公民館 精神障がい者をもつ家族 保健こども課 開催

5 7 木 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

11 月 介護予防教室 9：30～12：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

11 月 在介部会 13：30～15：30 本庁舎201会議室 介護事業所スタッフ等 介護福祉課 開催

12 火 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

13 水 介護予防教室 9：30～12：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

13 水 ケアマネジャー部会 13：30～15：00 本庁舎201会議室 町内ケアマネジャー 介護福祉課 中止

14 木 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

18 月 介護予防教室 9：30～12：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

19 火 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

20 水 介護予防教室 9：30～12：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

21 木 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年５月７日　１０時現在



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年５月７日　１０時現在

25 月 介護予防教室 9：30～12：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催検討中

26 火 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催検討中

26 火 民生委員児童委員月例会 13：30～14：30 北公民館 委員等 介護福祉課 開催検討中

27 水 介護予防教室 9：30～12：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催検討中

28 木 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 開催検討中

5 1 金 緑の募金（5/1～5/31） ：～： 町内 町民 農林水産課 延期 ９月を予定

26 火 地域再生協議会幹事会 14：00～15：00 分庁舎 会員 農林水産課 開催

5 1 金 春まつり（4/29～5/6） ：～： いちょう公園、下田公園 一般 商工観光課 中止 提灯、灯篭の設置なし

観光協会理事会（日程未定） ：～： 分庁舎 理事 商工観光課 開催

5 9 土 スポ少野球大会 ：～： 下田公園野球場 町内スポ少野球 社会教育・体育課

10 日 スポ少野球大会 ：～： 下田公園野球場 町内スポ少野球 社会教育・体育課

10 日 グラウンド・ゴルフ体験教室 13：30～ いちょう公園体育館　裏側芝生 一般町民 社会教育・体育課 中止

14 木 グラウンド・ゴルフ体験教室 13：30～ 下田公園　イベントホール 一般町民 社会教育・体育課 中止

24 日 郡総合スポーツ大会（陸上） ：～： 東北町 社会教育・体育課

30 土 郡総合スポーツ大会 ：～： 主会場：野辺地町 社会教育・体育課

31 日 郡総合スポーツ大会 ：～： 主会場：野辺地町 社会教育・体育課



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

4 27 月 東京2020オリンピック聖火リレー住民説明会 18：00～20：00 東公民館 一般町民・関係者 政策推進課 延期 時期未定

4 23 木 入札会 9：00～10：00 中央公民館 入札指名業者 財政管財課 中止

4 8 水 朝の街頭指導 7：15～7：45 各小学校交差点 交通安全協会
指導隊 まちづくり防災課 開催

9 木 朝の街頭指導 7：15～7：45 各小学校交差点 交通安全協会
指導隊 まちづくり防災課 開催

10 金 朝の街頭指導 7：15～7：45 各小学校交差点 交通安全協会
指導隊 まちづくり防災課 開催

10 金 百石小学校交通安全教室 10：10～11：40 百石小学校 交通安全協会
指導隊・小学校 まちづくり防災課 規模縮小 例年：小3～6年→今年：小3のみ

10 金 交通事故死ゼロを目指す日のPR活動 18：00～19：00 交番・イオン 交通安全協会
指導隊・母の会 まちづくり防災課 開催

12 日 春の火災予防パレード・消防団員春季訓練 8：30～12：00 町内・しもだサーモンパーク 消防団員 まちづくり防災課 中止 各消防団のパトロールのみ

13 月 朝の街頭指導 7：15～7：45 各小学校交差点 交通安全協会
指導隊 まちづくり防災課 開催

13 金 木内々小学校交通安全教室 10：20～11：55 木内々小学校 交通安全協会
指導隊・小学校 まちづくり防災課 開催

15 水 第1回町内会長連絡会議 13：30～15：00 みなくる館 3役、課長、町内会長 まちづくり防災課 中止 資料送付に変更

15 水 令和2年度連合町内会総会 15：00～16：00 みなくる館 町内会長 まちづくり防災課 中止 書面決議

15 水 自主防災組織全体研修会 16：00～17：30 みなくる館 自主防災会、未組織町内会 まちづくり防災課 中止 資料送付に変更

16 木 まちづくり推進委員会監査 18：00～18：30 中央公民館 まちづくり推進委員会委員長及び監事 まちづくり防災課 開催

16 木 まちづくり推進委員会第1回役員会 18：30～19：30 中央公民館 まちづくり推進委員会役員 まちづくり防災課 開催 開催場所変更

17 金 一川目保育園交通安全教室 10：00～10：30 一川目保育園 交通安全協会
指導隊・保育園 まちづくり防災課 中止

17 金 自治推進委員会委嘱式及び第1回委員会 15：30～17：00 本庁舎第2委員会室 自治推進委員会委員 まちづくり防災課 延期 時期未定（５月初旬）

24 金 消防団幹部・消防署員合同歓送迎会 18：30～20：00 カワヨグリーン牧場 消防団幹部・消防署員 まちづくり防災課 中止

24 金 下田小学校交通安全教室 9：00～11：50 下田小学校 交通安全協会
指導隊・小学校 まちづくり防災課 開催

27 月 しもだ幼稚園交通安全教室 10：00～11：00 しもだ幼稚園 交通安全協会
指導隊・幼稚園 まちづくり防災課 開催

29 水 防犯指導隊春まつりパトロール 10：00～12：00 下田公園・いちょう公園 防犯指導隊 まちづくり防災課 中止

4 5 日 休日納税相談 8：30～17：00 本庁舎 一般町民 税務課 実施

7 火 夜間納税相談 17：00～20：00 本庁舎 一般町民 税務課 実施

14 火 夜間納税相談 17：00～20：00 分庁舎 一般町民 税務課 実施

4 21 火 夜間納税相談 17：00～20：00 本庁舎 一般町民 税務課 実施

28 火 夜間納税相談 17：00～20：00 分庁舎 一般町民 税務課 実施

4 1 水 役場窓口の受付時間延長（～4/3まで） 17：00～19：00 役場本庁舎 町民 町民課 開催 呼び出しベル器使用し密集防止予定。

19 日 奥入瀬川ｸﾘｰﾝ運動 6：00～7：00 奥入瀬川河川敷 町民 町民課 中止

21 火 町人権擁護委員会総会 10：00～12：00 役場本庁舎 人権委員、職員 町民課 中止

21 火 国保税滞納認定審査会 13：30～14：30 役場本庁舎202会議室 職員 町民課 開催

4 15 水 2～3か月相談 10：00～12：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 乳児と親 保健こども課 中止

17 金 3歳児健診 12：30～15：30 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 延期

21 火 保健協力員総会 10：00～12：00 交流ｾﾝﾀｰ 協力員 保健こども課 延期

22 水 5～6か月相談 10：00～12：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 乳児と親 保健こども課 中止

24 金 1歳6か月児健診 12：30～15：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 幼児と親 保健こども課 延期

28 火 食生活推進員会総会 10：00～12：00 野ぎく 会員 保健こども課 中止

30 木 発達健診 9：00～17：00 東公民館 予約者 保健こども課 開催

4 11 土 入館式 13：30～15：30 木内々児童センター 児童、保護者 木内々児童センターひまわり館 中止

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年４月１７日　１２時現在



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年４月１７日　１２時現在

4 11 土 入館式 10：00～12：00 木ノ下児童センター 児童、保護者 木ノ下児童センターみらい館 中止

4 6 月 介護予防教室 9：30～12：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

7 火 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

8 水 介護予防教室 9：30～12：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

9 木 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

13 月 介護予防教室 9：30～12：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

13 月 在介部会 13：30～15：30 本庁舎第2委員会室 介護事業所スタッフ等 介護福祉課 開催

14 火 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

15 水 介護予防教室 9：30～12：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

15 水 ケアマネジャー部会 13：30～15：00 いきいき館 町内ケアマネジャー 介護福祉課 開催

16 木 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

16 木 民生委員・児童委員協議会役員会13：30～15：00 本庁舎201会議室 委員等 介護福祉課 開催

20 月 介護予防教室 9：30～12：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

21 火 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

22 水 介護予防教室 9：30～12：00 北公民館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

22 水 赤十字奉仕団監査会/委員会 9：00～12：00 本庁舎201会議室 赤十字奉仕団委員 介護福祉課 開催

23 木 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

27 月 介護予防教室 9：30～12：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

28 火 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 介護福祉課 中止

28 火 民生委員・児童委員協議会月例会 15：00～17：00 中央公民館 委員等 介護福祉課 中止

4 3 金 畜産振興協議会総会 18：00～19：00 分庁舎 会員 農林水産課 開催

6 月 営農指導連絡協議会総会 10：00～11：00 分庁舎 会員 農林水産課 開催

4 3 金 観光協会監査会 14：00～15：00 分庁舎 監事 商工観光課 開催

8 水
ブランド推進協議会監査会、役
員会

18：30～20：00 分庁舎
分庁舎 監事
役員 商工観光課 開催
団地協は例年ジョイハウスで会食していた
が、今回は十分な席間隔を確保し弁当とす
る。

8 水
百石工業団地企業連絡協議会
役員会

12：00～13：00 分庁舎
分庁舎 監事
役員 商工観光課 規模縮小
団地協は例年ジョイハウスで会食していた
が、今回は十分な席間隔を確保し弁当とす
る。

10 金 観光協会総会 18：00～19：00 東公民館 協会員 商工観光課 規模縮小 懇親会なしとし弁当配布

21 火 公園環境整備作業 9：00～12：00 いちょう公園、下田公園 観光協会員、ボランティア、シルバー 商工観光課 中止 提灯、灯篭の設置なし

22 水 ブランド推進協議会総会 18：30～19：30 カワヨレストラン 会員 商工観光課 中止 参集せず書面決議による開催に変更

29 水 春まつり（～5/6） ：～： いちょう公園、下田公園 一般 商工観光課 中止 提灯、灯篭の設置なし

4 7 火 入学式 ：～： 町内８小中学校 学務課 規模縮小 来賓無し

9 木 教頭会 14:30～16:00 みなくる館 教頭ほか 学務課 開催

10 金 校長会 9:00～11:00 みなくる館 校長ほか 学務課 開催 校長等歓迎会は中止

14 火 奨学生選考委員会 10:00～12:00 分庁402会議室 委員ほか 学務課 開催

23 木 教育委員会定例会 15:00～17:00 分庁401会議室 教育委員ほか 学務課 開催

4 8 水 スポーツ少年団総会 18：30～19：30 みなくる館 スポ少指導者・保護者 社会教育・体育課 開催（規模縮小）

9 木 体育協会総会 18：30～19：30 東公民館 協会員 社会教育・体育課 開催（規模縮小）

11 土 子ども会定例総会 ：～： 社会教育・体育課 中止 書面決議



月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況 令和２年４月１７日　１２時現在

18 土 阿光坊古墳群保存会総会 15：00～16：00 社会教育・体育課 中止 書面決議

18 土 文化協会総会 17：00～18：00 社会教育・体育課 中止 書面決議

23 木 町民会議三役会 10：00～11：30 分庁舎201 役員 社会教育・体育課 開催



令和２年４月３日　１７時現在

月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 参加者予定数 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

3 19 木 職員研修会・政策研究会発表会 13:30～16:45 東公民館 町議会議員、町職員、総合戦略会議委員等 40名　 政策推進課 中止 令和2年度中に実施

3 26 木 入札会 9：00～10：00 中央公民館 入札指名業者 40名　 財政管財課 開催

3 19 木 防犯指導隊役員会 18:00～19:00 本庁舎２階会議室 指導隊員 10名 まちづくり防災課 延期 ４月以降に実施

29 日 交通安全　春の会議 10:00～11:00 中央公民館 安協と指導隊 20名　 まちづくり防災課 開催

未 消防団幹部会議 18:30～20:00 未定 本団と幹部団員 40名 まちづくり防災課 開催 ３月中に開催予定

3 16 月 申告受付 8：15～16：00 本庁舎２階会議室 一般町民 120名　 税務課 開催

3 30 月 役場窓口の受付時間延長（～4/3まで） 17：00～19：00 役場本庁舎 町民 20名　 町民課 開催

3 16 月 介護予防教室 9：30～12：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 40名　 介護福祉課 中止

16 月 在介部会 13：30～15：30 本庁舎　第2委員会室 介護事業所スタッフ等 10名　 介護福祉課 開催

17 火 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 20名　 介護福祉課 中止

18 水 介護予防教室 9：30～12：00 北公民館 一般町民（高齢者） 30名　 介護福祉課 中止

18 水 障がい者自立支援協議会 13：30～15：00 本庁舎 庁議室 委員等 13名　 介護福祉課 延期 次年度開催

19 木 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 35名　 介護福祉課 中止

23 月 介護予防教室 9：30～12：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 40名　 介護福祉課 中止

23 月 100歳体操交流会 13：00～15：30 東公民館　2階ホール 一般町民（高齢者） 30名　 介護福祉課 中止

25 水 介護予防教室 9：30～12：00 北公民館 一般町民（高齢者） 30名　 介護福祉課 中止

25 水 民生委員・児童委員協議会月例会 13：30～15：00 中央公民館 委員等 50名　 介護福祉課 中止

25 水 民生委員・児童委員協議会役員会 15：00～16：00 中央公民館 委員等 8名　 介護福祉課 延期 状況に応じ、次年度に延期

26 木 生活支援体制整備協議会 13：30～15：00 本庁舎201会議室 委員等 19名　 介護福祉課 延期 次年度開催

3 16 月 おいらせ町地域農業再生協議会　幹事会 10：00～11：00 分庁舎401 役員 20名　 農林水産課 開催

19 木 百石町漁業同組合小型部会総会 ：～： 組合員 30名　 農林水産課 開催・中止・延期・規模縮小 開催予定（時間・場所未定）

23 月 おいらせ町地域農業再生協議会　臨時総会 10：00～11：00 分庁舎401 役員 20名　 農林水産課 開催

24 火 おいらせ町農業振興地域整備促進協議会 15：00～17：00 分庁舎 協議会委員 14名　 農林水産課 開催

26 木 人・農地プラン検討会 15：00～17：00 分庁舎 検討会委員 15名　 農林水産課 開催

3 21 土 日米合同鮭の稚魚放流 10：00～11：00 サーモンパーク 一般対象 名　 商工観光課 中止

3 18 水 都市計画審議会 10：00～12：00 本庁舎　庁議室 委員、職員 20　名　 地域整備課 開催

3 19 木 卒業式（木内々小、甲洋小） ：～： 各校 全校児童・保護者 名　 学務課 開催

20 金 卒業式（下田小） ：～： 下田小学校 全校児童・保護者 名　 学務課 開催

24 火 卒業式（木ノ下小、百石小） ：～： 各校 全校児童・保護者 名　 学務課 開催

25 水 教頭会 14：30～ みなくる館 教育長・8小中学校教頭 12名　 学務課 開催

3 26 木 幼児のための読み聞かせ 10：30～11：30 図書館 町民 名　 社会教育・体育課 中止

28 土 児童向けおはなし会 14：00～15：00 図書館 町民 名　 社会教育・体育課 中止

3 16 月 食生活改善推進員会理事会 9：30～12：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 会員 5名　 環境保健課 規模縮小 役員のみで開催（15名→5名）

18 水 9～10か月児健康相談 9：15：～13：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 一般町民 親子50組（110名） 環境保健課 中止

27 金 2歳6か月児健診 12：15～15：30 老人福祉ｾﾝﾀｰ 一般町民 親子31組（80名）　 環境保健課 中止

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況



令和２年３月３日１７時現在

月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 参加者予定数 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定）

3 1 日 町表彰授与式 ：～： みなくる館 約６０名 総務課 規模縮小 祝賀会の中止（参加者へ弁当配付で対応）

3 26 木 入札会 9：00～10：00 中央公民館 入札指名業者 40名　 財政管財課 開催

3 5 木 交通安全教室 10:00～11:00 深沢保育園（園内） 園児 30名　 まちづくり防災課 開催

19 木 防犯指導隊役員会 18:00～19:00 本庁舎２階会議室 指導隊員 10名 まちづくり防災課 開催

29 日 交通安全　春の会議 10:00～11:00 中央公民館 安協と指導隊 20名　 まちづくり防災課 開催

未 消防団幹部会議 18:30～20:00 未定 本団と幹部団員 40名 まちづくり防災課 開催

3 1 日 日曜申告受付 8：15～16：00 本庁舎２階会議室 一般町民 180名　 税務課 開催

2 月 申告受付 8：15～16：00 本庁舎２階会議室 一般町民 120名　 税務課 開催

3 火 申告受付 8：15～16：00 本庁舎２階会議室 一般町民 120名　 税務課 開催

4 水 申告受付 8：15～16：00 本庁舎２階会議室 一般町民 120名　 税務課 開催

5 木 申告受付 8：15～16：00 本庁舎２階会議室 一般町民 120名　 税務課 開催

6 金 申告受付 8：15～16：00 本庁舎２階会議室 一般町民 120名　 税務課 開催

9 月 申告受付 8：15～16：00 本庁舎２階会議室 一般町民 120名　 税務課 開催

10 火 申告受付 8：15～16：00 本庁舎２階会議室 一般町民 120名　 税務課 開催

11 水 申告受付 8：15～16：00 本庁舎２階会議室 一般町民 120名　 税務課 開催

12 木 申告受付 8：15～16：00 本庁舎２階会議室 一般町民 120名　 税務課 開催

13 金 申告受付 8：15～16：00 本庁舎２階会議室 一般町民 120名　 税務課 開催

16 月 申告受付 8：15～16：00 本庁舎２階会議室 一般町民 120名　 税務課 開催

3 3 火 子ども・子育て会議 10：00～11：00 庁議室 委員 15名　 町民課 開催

4 水 児童館連絡会議 10:00～12：00 木内々児童センター 職員 12名　 町民課 開催

6 金 人権相談 13：00～16：00 東公民館 町民 5名　 町民課 開催

30 月 役場窓口の受付時間延長（～4/3まで） 17：00～19：00 役場本庁舎 町民 20名　 町民課 開催

3 4 水 児童館連絡会議 10:00～12：00 木内々児童センター 職員 12名　 木内々児童センターひまわり館 開催

5 木 母親クラブ監査会 17：00～17：30 木内々児童センター 保護者 3名　 木内々児童センターひまわり館 開催

6 金 指定管理保護者説明会 17：00～17：30 木内々児童センター 保護者、職員、指定管理者 20名　 木内々児童センターひまわり館 開催

7 土 茶道クラブ 9：30～11：30 木内々児童センター 児童、お茶先生 10名　 木内々児童センターひまわり館 中止

11 水 大黒舞リハーサル 16：00～16：30 木内々児童センター 児童、指導者 40名　 木内々児童センターひまわり館 開催

14 土 母親クラブ総会、サンクスフォーユー 10：00～13：30 木内々児童センター 児童、保護者 50名　 木内々児童センターひまわり館 規模縮小

19 木 紙芝居ランド 10：00～10：30 木内々児童センター 児童 40名　 木内々児童センターひまわり館 開催

25 水 職員会議 9：30～12：00 木内々児童センター 職員 9名　 木内々児童センターひまわり館 開催

27 金 学校休業日（春休み～4/6） 8：00～18：30 木内々児童センター 児童 50名　 木内々児童センターひまわり館 開催

31 火 ハーティーパーティー６年生を送る会 8：00～17：00 木内々児童センター 児童 40名　 木内々児童センターひまわり館 規模縮小

2 29 土 おひなさま会 14：00～15：30 木ノ下児童センター 児童 60名　 木ノ下児童センターみらい館 規模縮小

3 3 火 母親クラブ監査会 18：00～19：00 木ノ下児童センター 保護者 8名　 木ノ下児童センターみらい館 開催

4 水 児童館連絡会議 10:00～12：00 木ノ下児童センター 職員 12名　 木ノ下児童センターみらい館 開催

13 金 母親クラブ総会 18：00～19：00 木ノ下児童センター 保護者 40名　 木ノ下児童センターみらい館 開催

14 土 １日入館式 10：00～12：00 木ノ下児童センター 児童、保護者 150名　 木ノ下児童センターみらい館 開催

23 月 職員会議 10：00～12：00 木ノ下児童センター 職員 17名　 木ノ下児童センターみらい館 開催

新型コロナウイルス感染症対策によるイベント開催状況



27 金 学校休業日（春休み～4/6） 8：00～18：30 木ノ下児童センター 児童 110名　 木ノ下児童センターみらい館 開催

28 土 みらい館感謝祭 13：30～15：00 木ノ下児童センター 児童、保護者 80名　 木ノ下児童センターみらい館 規模縮小

31 火 ６年生送る会 8：00～17：00 木ノ下児童センター 児童 80名　 木ノ下児童センターみらい館 規模縮小

2 29 土 健康講座 13：00～15：30 イオンモール 一般町民 約100名　 環境保健課 中止

3 2 月 ヨガ教室 14：00～15：00 東公民館 一般町民 20名　 環境保健課 中止

4 水 2～3か月児健康相談 10：00～12：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 一般町民 親子11組（30名） 環境保健課 中止

6 金 1歳6か月児健康診査 12：15～15：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 一般町民 親子20組（60名） 環境保健課 延期

9 月 傾聴ボランティア定例会 12：00～15：00 野ぎく 会員 15名　 環境保健課 延期 時期未定

11 水 イオン健康測定会 10：00～16：00 イオンモール 一般町民 100名　 環境保健課 中止

12 木 精神障害者の集い 10：00～12：00 いきいき館 会員 20名　 環境保健課 中止

13 金 3歳児健康診査 12：15～16：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 一般町民 親子23組（80人）　 環境保健課 延期

16 月 食生活改善推進員会理事会 9：30～12：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 会員 10名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

18 水 9～10か月児健康相談 9：15：～13：00 老人福祉ｾﾝﾀｰ 一般町民 親子50組（110名） 環境保健課 中止

27 金 2歳6か月児健診 12：15～15：30 老人福祉ｾﾝﾀｰ 一般町民 親子31組（80名）　 環境保健課 中止

3 2 月 介護予防教室 9：30～12：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 40名　 介護福祉課 中止

2 月 3月2日～　お風呂 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 40名　 介護福祉課 休止

2 月 3月2日～　お風呂 福祉プラザ 一般町民（高齢者・障害者） 50名　 介護福祉課 休止

2 月 3月2日～　ほがらか教室 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 20名　 介護福祉課 中止

2 月 3月2日～　パソコン教室 福祉プラザ 一般町民（高齢者） 10名　 介護福祉課 中止

3 火 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 20名　 介護福祉課 中止

4 水 介護予防教室 9：30～12：00 北公民館 一般町民（高齢者） 30名　 介護福祉課 中止

5 木 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 35名　 介護福祉課 中止

6 金 認知症施策検討委員会 13：00～14：00 分庁舎402会議室 委員等 18名　 介護福祉課 延期 次年度開催

9 月 介護予防教室 9：30～12：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 40名　 介護福祉課 中止

11 水 介護予防教室 9：30～12：00 北公民館 一般町民（高齢者） 30名　 介護福祉課 中止

11 水 地域支援者研修会 13：00～15：00 みなくる館 地域支援者 50名　 介護福祉課 延期 次年度開催

11 水 ケアマネジャー部会 13：30～15：00 いきいき館 町内ケアマネジャー 20名　 介護福祉課 中止

12 木 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 35名　 介護福祉課 中止

13 金 介護保険運営協議会 13：00～15：00 本庁舎 庁議室 委員等 21名　 介護福祉課 開催

16 月 介護予防教室 9：30～12：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 40名　 介護福祉課 中止

16 月 在介部会 13：30～15：30 本庁舎　第2委員会室 介護事業所スタッフ等 10名　 介護福祉課 開催

17 火 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 20名　 介護福祉課 中止

18 水 介護予防教室 9：30～12：00 北公民館 一般町民（高齢者） 30名　 介護福祉課 中止

18 水 障がい者自立支援協議会 13：30～15：00 本庁舎 庁議室 委員等 13名　 介護福祉課 延期 次年度開催

19 木 介護予防教室 9：30～12：00 のびのび館 一般町民（高齢者） 35名　 介護福祉課 中止

23 月 介護予防教室 9：30～12：00 老人福祉センター 一般町民（高齢者） 40名　 介護福祉課 中止

23 月 100歳体操交流会 13：00～15：30 東公民館　2階ホール 一般町民（高齢者） 30名　 介護福祉課 開催 状況に応じ、次年度に延期

25 水 介護予防教室 9：30～12：00 北公民館 一般町民（高齢者） 30名　 介護福祉課 中止

25 水 民生委員・児童委員協議会月例会 13：30～15：00 中央公民館 委員等 50名　 介護福祉課 開催 状況に応じ、中止

25 水 民生委員・児童委員協議会役員会 15：00～16：00 中央公民館 委員等 8名　 介護福祉課 開催 状況に応じ、次年度に延期



26 木 生活支援体制整備協議会 13：30～15：00 本庁舎201会議室 委員等 19名　 介護福祉課 開催 状況に応じ、次年度に延期

3 15 日 令和元年度第７１回百石町漁業協同組合通常総会 10：00～11：00 一川目コミュニティホール 組合員 50名　 農林水産課 開催

16 月 おいらせ町地域農業再生協議会　幹事会 10：00～11：00 分庁舎401 役員 20名　 農林水産課 開催

19 木 百石町漁業同組合小型部会総会 ：～： 組合員 30名　 農林水産課 開催・中止・延期・規模縮小

23 月 おいらせ町地域農業再生協議会　臨時総会 10：00～11：00 分庁舎401 役員 20名　 農林水産課 開催

24 火 おいらせ町農業振興地域整備促進協議会 15：00～17：00 分庁舎 協議会委員 14名　 農林水産課 開催

26 木 人・農地プラン検討会 15：00～17：00 分庁舎 検討会委員 15名　 農林水産課 開催

3 1 日 おいらせホッキ小屋 12：00～13：30 アグリの里おいらせ 一般対象 名　 商工観光課 中止

8 日 おいらせホッキ小屋 12：00～13：30 アグリの里おいらせ ツアー対象 名　 商工観光課 中止

21 土 日米合同鮭の稚魚放流 10：00～11：00 サーモンパーク 一般対象 名　 商工観光課 中止

3 18 水 都市計画審議会 10：00～12：00 本庁舎　庁議室 委員、職員 20　名　 地域整備課 開催

3 7 土 教育委員会表彰式 10：30～12：00 交流センター小ホール 町民 200名　 社会教育・体育課 中止 賞状・

8 日 古墳館３周年 9：00～16：00 古墳館 一般 50名　 社会教育・体育課 開催

14 土 読書スタンプラリー表彰式 10：30～11：30 図書館 一般 80名　 社会教育・体育課 中止 賞状・副賞は後日配布

3 3 火 臨時校長会 10：00～ 分庁401会議室 教育長・8小中学校長 12名　 学務課 緊急開催

7 土 町教委表彰式 ：～： 交流センター 小中高生・大人 約150名　 学務・社体課 中止 賞状・副賞の配布作業

13 金 卒業式（３中学校） ：～： 各校 全校生徒・保護者 名　 学務課 開催

19 木 卒業式（木内々小、甲洋小） ：～： 各校 全校児童・保護者 名　 学務課 開催

20 金 卒業式（下田小） ：～： 下田小学校 全校児童・保護者 名　 学務課 開催

24 火 卒業式（木ノ下小、百石小） ：～： 各校 全校児童・保護者 名　 学務課 開催

25 水 教頭会 14：30～ みなくる館 教育長・8小中学校教頭 12名　 学務課 開催

3 3 火 第３回産業民生常任委員会 10：00～12：00 第２委員会室 委員・関係課職員 15名　 議会事務局 開催

5 木 第１回定例会 10：00～12：00 議場 議員・関係者 40名　 議会事務局 開催

9 月 第１回定例会 10：00～16：00 議場 議員・関係者 40名　 議会事務局 開催

10 火 第１回定例会 10：00～16：00 議場 議員・関係者 40名　 議会事務局 開催

11 水 第１回定例会（予算特別委員会） 10：00～16：00 議場 議員・関係者 40名　 議会事務局 開催

12 木 第１回定例会 10：00～16：00 議場 議員・関係者 40名　 議会事務局 開催

12 木 定例会終了後の懇親会 18：30～21：00 Hグランヒルつたや 議員・関係者 40名　 議会事務局 開催・中止・延期・規模縮小



備考

園児25人、指導隊5人

３月中に開催予定

飲食なし

弁当あり

飲食なし

飲食なし



弁当あり

飲食なし

飲食なし

防災無線により中止呼びかけ

事務局：社会福祉協議会

事務局：社会福祉協議会



開催予定（時間・場所未定）

桜の枝配布　入館無料　おいらくん

卒業式・入学式等の対応検討

招集日として告示済み

会期延長の場合は議会運営委員会で要協議

議会運営委員会で協議



回答： 環境保健課

月 日 曜日 名称 時間 場所 対象者 参加者予定数 担当課名 担当課方針 中止・延期による代替措置（予定） 備考

2 29 土 健康講座 13：00～15：30 イオンモール 一般町民 100名　 環境保健課 中止 防災無線により中止呼びかけ

3 1 日 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

2 月 ヨガ教室 14：00～15：00 東公民館 一般町民 20名　 環境保健課 中止

3 火 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

4 水 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

5 木 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

6 金 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

7 土 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

8 日 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

9 月 傾聴ボランティア定例会 12：00～15：00 のぎく 会員 15名　 環境保健課 延期 時期未定

10 火 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

11 水 イオン健康測定会 10：00～16：00 イオンモール 一般町民 100名　 環境保健課 中止

12 木 精神障害者の集い 10：00～12：00 いきいき館 会員 20名　 環境保健課 中止

13 金 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

14 土 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

15 日 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

16 月 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

17 火 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

18 水 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

19 木 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

20 金 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

21 土 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

22 日 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

23 月 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

24 火 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

25 水 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

26 木 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

27 金 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

28 土 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

29 日 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

30 月 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

31 火 ：～： 名　 環境保健課 開催・中止・延期・規模縮小

※広報掲載分も含めてご記入ください。行・列が足りない場合は追加してください。

※イベントは外部の方（主に町民の方）が参加するものに限ります。庁舎内の会議等は今回は対象外とします。

担当課名を入れてくださ



日 曜日 名　　称 時間 場所 担当
町長
出席

ｶﾚ
ﾝﾀﾞｰ

1 ㊐ おいらせ町表彰授与式 11:30-13:30 みなくる館 総務 町 ×

おいらせホッキ小屋（一般対象） 12:00-13:30 アグリの里おいらせ 商工 ― ×

休日納税相談 8:30-17:00 本庁舎税務課 税務 ― ○

2 ㊊ 選挙管理委員会 13:30-     役場本庁舎 総務 ― ×

3 ㊋ 夜間納税相談 17:00-20:00 本庁舎税務課 税務 ― ○

4 ㊌

5 ㊍ 令和2年第1回町議会定例会（～12日） 10:00-     役場本庁舎 総務 町 ○

6 ㊎ 人権相談 13:00-16:00 東公民館 町民 ― ○

7 ㊏ 教育委員会表彰授与式 10:30-12:00 町民交流センター 社体 町 ×

白鳥と野鳥フォトコンテスト表彰式 10:00-12:00 白鳥の家 商工 ― ×

8 ㊐ おいらせホッキ小屋（ツアー対象） 12:00-13:30 アグリの里おいらせ 商工 ― ×

9 ㊊

10 ㊋ 夜間納税相談 17:00-20:00 分庁舎町民課分室 税務 ― ○

11 ㊌

12 ㊍

13 ㊎

14 ㊏

15 ㊐

16 ㊊

17 ㊋ 夜間納税相談 17:00-20:00 本庁舎税務課 税務 ― ○

18 ㊌ 都市計画審議会 10:00-12:00 本庁舎庁議室 地整 町 ×

19 ㊍

20 ㊎

21 ㊏ 日米合同鮭の稚魚放流会 10:00-11:00 しもだサーモンパーク 商工 町 ×

22 ㊐

23 ㊊

24 ㊋ 夜間納税相談 17:00-20:00 分庁舎町民課分室 税務 ― ○

25 ㊌ 行政相談 10:00-12:00 北公民館 総務 ― ○

暮らしの相談会　※弁護士相談 10:00-12:00 北公民館 総務 ― ○

26 ㊍

27 ㊎

28 ㊏

29 ㊐

30 ㊊ 役場窓口の受付時間延長（～4/3㊎まで） 17:00-19:00 役場本庁舎 町民 ― ○

※町民課の一部窓口のみ延長

31 ㊋ 夜間納税相談 17:00-20:00 本庁舎税務課 税務 ― ○

中旬 おいらせ町地域農業再生協議会臨時総会 未定 分庁舎 農水 町 ×

下旬 おいらせ町人・農地プラン検討会 未定 分庁舎 農水 ― ×

下旬 第2回農業振興地域整備促進協議会 未定 分庁舎 農水 ― ×

行事予定表

令和２年

3
月

【項目略称】
「町」…町長出席

カレンダー欄…デー

リー東北地域カレン

ダー掲載の有無

【担当欄略称】
「税務」

→税務課

☎56-4704

「町民」

→町民課

☎56-2246

「地整」

→地域整備課

☎56-4702（建設）

☎56-4819（下水）

「総務」

→総務課

☎56-2166

「ま防」

→まちづくり防災課

☎56-2131

「政策」

→政策推進課

☎56-4273

「財政」

→財政管財課

☎56-4278

「環境」

→環境保健課

☎56-4218

「介護」

→介護福祉課

☎56-4705

「社体」

→社会教育

・体育課

☎56-4276

「学務」

→学務課

☎56-4258

「商工」

→商工観光課

☎56-4703

「農水」

→農林水産課

☎56-4279

「議会」

→議会事務局

☎56-2112


