
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


