
    

日 時：令和２年 11月 30 日（月） 11:00～ 

場 所：庁議室（市役所４階） 

 

■市長あいさつ 

 

 

 

 

■案件 

１．申請書等の押印省略（全庁的取組）（総務課）・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２．令和２年度日田市合同防災訓練（防災・危機管理課）・ ・・・・・・・・・・・・２ 

３．令和２年 日田市の出来事（地方創生推進課）・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

４．日田の恩返しキャンペーン（観光課）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

 

 

 

■おしらせ 

１．「羽田のひかり」イルミネーションを開催（まちづくり推進課）・・・・・・・・・５ 

２．第４回「高校生ひたジビエ レシピグランプリ」（林業振興課）・ ・・・・・・・・６ 

３．男子７人制ラグビー日本代表候補合宿（スポーツ振興課） ・・・・・・・・・・７ 

４．第 22回 天領日田ひなまつり健康マラソン大会（スポーツ振興課）・ ・・・・・・８ 

５．12 月の行事予定表（総務課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 

 

 

 

■事前質問 

１．天ヶ瀬温泉街の復興について（大分合同新聞社） 

 

 

 

 

 

【出席】 

市長、総務課長、防災・危機管理課長、地方創生推進課長、観光課長、まちづくり推進課長、

林業振興課長、スポーツ振興課長、商工労政課長、日田市観光協会事務局長、日田温泉・天ヶ

瀬温泉女将の会 

シティセールス係主幹（総括） 

 

【問合せ先】 

日田市 企画振興部 地方創生推進課 シティセールス係 

TEL 0973-22-8627  FAX 0973-22-8250 

  

日 田 市 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

令和２年 11 月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

申請書等の押印省略（全庁的取組） 

 

概要概要概要概要    

市では、市民サービスの充実・向上を図るため、本年 10 月２日から本庁舎１階窓

口での市民の申請・届け出等に伴う押印省略の取組を先行して実施してきました。 

今回は、この取組を全庁に拡大し、市民の更なる利便性向上に繋げていきます。 

内容内容内容内容    

現在、市民に押印を求めている申請書等を全庁的に洗い出し、押印省略の可能性に

ついて検討を行った結果、補助金等の会計関係書類を除き、433 種類（うち 89 種類

は本年 10月２日実施済分）の申請書等で押印省略を行います。なお、本年 10 月２日

段階で押印省略できなかった申請書等についても今回、再検討を行っています。 

○○○○実施日実施日実施日実施日：：：：令和令和令和令和２２２２年年年年 12121212 月月月月１１１１日日日日（（（（火火火火））））[89[89[89[89 種類種類種類種類のののの実施済分実施済分実施済分実施済分をををを除除除除くくくく]]]]    

○○○○基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方： 

① 申請者が署名（自署）した場合に押印省略できる（一部、記名でも可） 

② 法人等の場合は、原則として記名押印が必要 

③ 今回、押印省略の対象外とした申請書等は、以下のとおり 

  ・国の法令や県の条例等によって押印が義務付けられているもの 

  ・監督官庁からの通知や通達等による行政指導があるもの 

  ・契約、出納、補助金、財産等の会計関係書類 

○○○○押印省略押印省略押印省略押印省略のののの実施件数実施件数実施件数実施件数：                           （単位：種類） 

○○○○今後今後今後今後のののの取組取組取組取組（（（（予定予定予定予定））））    

今回押印省略の対象外とした申請書等を含め、今後、国・県から発出される予定

の通知やガイドライン等による方針に沿って、随時、押印省略を進めていきます。 

部名 省略実施 (うち実施済分) 農林振興部 20  - 

総  務  部 40  (7)  土木建築部 127  - 

企画振興部 13  - 教  育  庁 28  - 

市民環境部 41  (8)  上下水道局 33  - 

福祉保健部 117  (74)  その他外局 10  - 

商工観光部 4  - 合計合計合計合計((((全体全体全体全体 782782782782))))    433433433433        (89)(89)(89)(89)        

添付資料添付資料添付資料添付資料      無  ・  有（ ７枚 ）  

市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知     市ホームページ、SNS 

注意事項注意事項注意事項注意事項     申請書等の中には、引き続き、本人確認を求めるものがあります。 

問合問合問合問合せせせせ    

 総務課 行政係 担当：青木  ☎ 0973-22-8201（直通） 

          行政係（３日以内窓口） 担当：松原  ☎ 0973-22-8233（直通） 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

令和２年 11 月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

令和２年度日田市合同防災訓練 

 

概概概概    要要要要    

大規模災害の発生に備え、防災関係機関・団体、地域住民が一体となった訓練を実

施して、行政、防災関係機関等の災害対応能力向上と緊密な連携強化を図るととも

に、地域住民の防災意識の高揚と地域防災力の向上を図るもの。 

内内内内    容容容容    

【【【【日日日日    時時時時】】】】    

令和２年 12 月６日（日） 8:30 ～ 13:00 

【【【【場場場場    所所所所】】】】    

日田市役所、河津建設資材センター、高瀬小学校（体育館・グラウンド） 

【【【【参加機関参加機関参加機関参加機関・・・・団体団体団体団体】】】】（順不同） 

大分県日田警察署、日田玖珠広域消防組合消防本部・日田消防署、陸上自衛隊

玖珠駐屯地、日田市消防団、高瀬振興協議会、大分県建設業協会日田支部、済

生会日田病院（DMAT）、（株）NOBEL、昭和学園高等学校、日田防災アドバイザ

ー連絡協議会、大分県、日田市 

【【【【参加予定者数参加予定者数参加予定者数参加予定者数】】】】    

約 300 人 

【【【【訓練想定訓練想定訓練想定訓練想定】】】】    

令和２年 12 月６日午前７時 30 分、崩平山－万年山地溝北縁断層帯地震が発

生し、最大震度６強を記録した。本地震により日田市中心部においては住家火

災が多発し、山間部では大規模な山腹崩壊等の情報も入っている。被害状況の

詳細は不明である。市は、早急に災害対策本部を設置し、防災関係機関と連携

しつつ災害対応中の状況である。 

【【【【訓練項目訓練項目訓練項目訓練項目】】】】    

災害対策本部の開設と会議、人命救助活動、避難所の開設・受入、炊き出し、

ドローンによる情報収集 

添付資料添付資料添付資料添付資料      無  ・  有（ １枚）  

市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知     11 月１日、高瀬地区の自治会のみ回覧 

注意事項注意事項注意事項注意事項     駐車場は高瀬小学校職員駐車場です。（高瀬公民館は使用禁止） 

問合問合問合問合せせせせ     防災・危機管理課 防災・危機管理係 担当：平川、佐々木  ☎0973-22-8363 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

令和２年 11 月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

令和２年 日田市の出来事 

 

概要概要概要概要    令和２年中に日田市で起きた大きな出来事を選定しました。 

内容内容内容内容    

「令和２年 日田市の出来事」 

 

１．新型コロナウイルス感染症 （２月～） 

２．令和２年７月豪雨災害 （７月～） 

３．小野小学校再開 （１月） 

４．「まちの交流拠点」として“STAY+CAFE ENTO”が開業 （３月） 

５．県外からの移住者数４年連続県下ナンバー１！ （３月） 

６．JR 日田彦山線 BRT で復旧決定 （７月） 

７．獣肉処理施設管理組合が「国産ジビエ認証制度」の認証を取得 （９月） 

８．日田山国道路着工式 （10 月） 

９．「新清掃センター建設予定地」決定 （10 月） 

10．「進撃の巨人」銅像除幕式 （11 月） 

11．日田市 市制 80周年 （12 月） 

 

※広報 1月 1日号に同タイトルで掲載します。 

添付資料添付資料添付資料添付資料      無  ・  有（ １枚）  

市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知     広報 1月 1日号、市ホームページ 

注意事項注意事項注意事項注意事項      － 

問合問合問合問合せせせせ     地方創生推進課 シティセールス係 担当：古城・伊藤  ☎0973-22-8627 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

令和２年 11 月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

日田の恩返しキャンペーン 

 

概要概要概要概要    

 新型コロナウイルス感染症拡大に続く豪雨災害で減少した観光客の誘客促進を目

的に「日田の恩返しキャンペーン」を開催します。 

全国からの温かいご支援、復興に向けてたくさんの皆様から応援をいただきまし

た。皆様からいただいた、ご支援や応援に対して「日田の恩返しキャンペーン」を通

して、日田に訪れた方、宿泊した方に、日田に泊まって・遊んで・楽しんでいただく

恩返し企画です。 

内容内容内容内容    

【【【【キャンペーンタイトルキャンペーンタイトルキャンペーンタイトルキャンペーンタイトル】】】】    

日田日田日田日田のののの恩返恩返恩返恩返しキャンペーンしキャンペーンしキャンペーンしキャンペーン    

    

【【【【企画内容企画内容企画内容企画内容】】】】    

① Go To トラベル連動企画［2020 年 12 月１日～2021 年１月 31日］ 

・市内加盟旅館ホテル等に宿泊した方に先着で日田の特産品をプレゼント 

② Go To トラベルアフター企画［2021 年２月１日～３月 14日］ 

・OTA サイトを活用して市内宿泊施設を予約した方を対象に、先着で宿泊割引クー

ポンをプレゼント 

・宿泊した方に先着でランチクーポンをプレゼント 

③ Go To トラベル連動・Go To トラベルアフター企画    

・観光協会主催の体験プランが毎月先着・半額で利用できるクーポンをプレゼント 

・観光協会インスタグラム「おいでひた」をフォローし、「#日田の恩返し」を付けて投稿した

方から抽選でペア宿泊券やペア食事券をプレゼントする「#日田の恩返し・インスタグラ

ムキャンペーン」を開催 

    

    

【【【【感染対策感染対策感染対策感染対策】】】】 

  登録施設は日田の「あんしん旅」７つの宣言を順守しています。    

添付資料添付資料添付資料添付資料     無  ・  有（ １枚） 

市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知    観光協会ホームページ・SNS、観光課 facebook 

注意事項注意事項注意事項注意事項     － 

問合問合問合問合せせせせ    

 一般社団法人日田市観光協会 黒木  ☎0973-22-2036 

 観光課観光 振興係 都﨑、三笘   ☎0973-22-8210 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

令和 2年 11 月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

「羽田のひかり」イルミネーションを開催 

 

概要概要概要概要    

今年も羽田多目的交流館で「羽田のひかり」イルミネーションを開催します。イル

ミネーションの開催に併せて、食事提供グループ「せんだん」の食事の販売も行いま

す。 

内容内容内容内容    

◎「羽田のひかり」イルミネーション 

【点灯期間】令和２年 12月５日（土）～令和３年１月 10 日（日） 

【点灯時間】17:00～22:00 

【場  所】羽田多目的交流館（日田市大字羽田 2463－1） 

 

◎食事提供グループ「せんだん」の晩ごはん販売 

【実 施 日】令和２年 12月５日（土）、12 日（土）、13日（日）、19 日（土）、 

20 日（日） 

【時  間】17:00～20:00 

※親子丼、カレー、だんご汁等を 500 円で販売します。 

 

詳細についてのお問合せ先は以下の通りです。 

《問合せ先》 

羽田多目的交流館運営協議会 

住所：日田市大字羽田 2463－1 

電話：0973-24-8421 

 

添付資料添付資料添付資料添付資料      無  ・  有（ １枚） 

市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知     広報 12月 15 日号（予定）  

注意事項注意事項注意事項注意事項     ― 

問合問合問合問合せせせせ     まちづくり推進課 地域活動支援係 担当：後藤  ☎0973-22-8356 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

令和２年 11 月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第４回「高校生ひたジビエ レシピグランプリ」 

 

概概概概    要要要要    

市内の高校生にオリジナリティーあふれるジビエ料理を創作してもらい、既成概

念にとらわれない新しい味や食べ方等を創出し、「ひたジビエ」の美味しさを多くの

人に PR するオリジナルジビエ料理の大会「第４回高校生ひたジビエ レシピグラン

プリ」を開催します。 

内内内内    容容容容    

第４回高校生ひたジビエ レシピグランプリ 

【日 時】令和２年 12月 19 日（土） 9:00 ～ 料理開始 

11:00 ～ 審査開始、試食・片づけ 

13:00 ～ 結果発表、表彰式、解散 

【会 場】昭和学園高等学校 調理実習室 

【参加チーム】４チーム 17 名（すべて昭和学園高等学校） 

れおニダ教、ティームチョッパーず、コルセット星、うりぼーの森。 

※本大会はコロナウイルス感染症予防対策として、参加者を昭和学園高校の生徒に

限定しています。 

【主 催】日田市ジビエ推進協議会、日田市 

内容・今後のスケジュール 

・高校生４チーム 17 名の参加申込があり、11 月 11 日に開催した料理講習会にて

「ひたジビエ」の味や基本的なジビエ料理の作り方等を学んでいただいた 

・各チームでオリジナル「ひたジビエのイノシシミンチを使った料理」を創作して

レシピ等を作成し、事前に提出していただく 

・大会当日は、各チーム 10 人分のオリジナルジビエ料理を調理し、１人前を持参

した器に盛りつけて提出。審査は提出されたレシピ等とあわせて行い、グラン

プリ、準グランプリ、給食グランプリを決定する 

・参加チームのレシピはホームページで公開し、可能な限り小中学校の給食メニ

ューに活用する予定 

※ジビエとは、狩猟で得た天然の野生鳥獣の食肉を意味するフランス語。 

※「ひたジビエ」とは、日田市獣肉処理施設において食品衛生法に基づいた衛生管理

のもと加工処理されたイノシシ肉･シカ肉のこと。 

※日田市獣肉処理施設は、平成 30 年に農林水産省が制定した「国産ジビエ認証制度」

(より安全なジビエを提供できる施設)の認証を、全国で 15 番目となる令和２年９

月に取得した。 

添付資添付資添付資添付資料料料料      無  ・  有（ ４枚）  

市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知     市ホームページ 

注意事項注意事項注意事項注意事項     － 

問合問合問合問合せせせせ    

日田市ジビエ推進協議会事務局 

（林業振興課 有害鳥獣対策係）担当：高倉・田村  ☎0973-22-8212 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

令和２年 11 月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

男子７人制ラグビー日本代表候補合宿の実施 

 

概要概要概要概要    男子７人制ラグビー日本代表候補が日田市で強化合宿を行います。 

内容内容内容内容    

【経 過】 

(公財)日本ラグビーフットボール協会では、男子７人制ラグビー日本代表候補選

手の東京オリンピック強化合宿を全国各地で行っています。その中で、日田市を新

たな合宿候補地として、施設やホテル等の練習環境を視察・検討した結果、合宿実施

の打診がありました。 

 市としても、オリンピックへの気運醸成はもとより、本市の競技スポーツの振興、

宿泊による経済効果、市の認知度向上等が期待されることから、日本代表候補の合

宿受入れを決定したものです。 

 

【日程等】 

■キャンプ期間：令和２年 12月 15 日（火）～ 12 月 23 日（水） 

■練習会場：日田市陸上競技場（雨天時：総合体育館等） 

【一般には非公開・メディア公開は特定日限定】 

 

【参加人数】合計 40 名（予定） 

■男子７人制ラグビー日本代表候補選手、コーチ、スタッフ  

 

※詳細については 12 月 12 日（土）にプレスリリース予定です。 

 

【その他】 

問合せについては日田市スポーツ振興課にお願いします。 

 

添付資料添付資料添付資料添付資料      無  ・  有（  枚） 

市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知     － 

注意事項注意事項注意事項注意事項     － 

問合問合問合問合せせせせ     スポーツ振興課 スポーツ振興係 担当：江藤  ☎0973-22-8442 
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— ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた — 

令和２年 11 月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 22 回天領日田ひなまつり健康マラソン大会 

 

概要概要概要概要    

第 22 回天領日田ひなまつり健康マラソン大会を開催します。 

多くの日田市民のご協力とご声援をいただいている本大会は、今年度で第 22 回大

会を迎え、日田市最大のスポーツイベントとなっています。 

市制 80 周年記念と令和２年７月豪雨の復興支援を合わせた今大会は、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止として定員を 1,000 人、コースをハーフ・10 ㎞の２種目にす

るなど各種対策に取り組みます。 

内容内容内容内容    

【開催日】令和３年３月 14 日（日） 

【会 場】日田市陸上競技場（スタート／フィニッシュ） 

【主 催】天領日田ひなまつり健康マラソン大会実行委員会 

80 周年記念 

ゲストランナー：千葉真子氏 （パリ世界陸上マラソン銅メダル） 

復興支援 

①復興支援ランナー：中本健太郎氏（安川電機）（ロンドン五輪マラソン６位） 

②参加料と宿泊料金をセットにした宿泊付エントリーパック 

※料金については、各宿泊施設で異なります。 

【申込期間】 

■宿泊付エントリーパック 令和２年 12 月１日（火）～10日（木） 

■窓口          令和２年 12 月１日（火）～10日（木） 

■インターネット     令和２年 12 月 15 日（火）～28 日（月） 

【参加料】一般 3,500 円、高校生 2,500 円（定員 1,000 人で締切） 

    ※いずれも傷害保険料を含む 

    ※申込み後の返金はしない 

●詳細は別紙資料および大会公式サイトをご覧ください。 

 

添付資料添付資料添付資料添付資料      無  ・  有（ ２枚）  

市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知    

 広報 11月 15 日号、12月 1 日ポスター配布（自治会）、市ホームページ及び 

大会公式サイト 11月 25 日 

注意事項注意事項注意事項注意事項     当日の交通規制に関する詳細な情報は、３月１日配布のチラシで周知 

問合問合問合問合せせせせ     スポーツ振興課 スポーツ振興係 担当：尾熊  ☎0973-22-8442 

 

大会公式大会公式大会公式大会公式サイトサイトサイトサイト    
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NO.1NO.1NO.1NO.1

日 曜 総務部総務部総務部総務部 企画振興部企画振興部企画振興部企画振興部 市民環境部市民環境部市民環境部市民環境部 福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部 商工観光部商工観光部商工観光部商工観光部

1 火

・市議会定例会開会 ・人権・同和問題啓発研修　第

2回統一研修：主催 総務課

（12月1日、2日～7階大会議

室）※主催：総務課

・令和3年度認定こども園・保

育園等利用申請受付開始（1

日～28日 201会議室及び各振

興局）

・日田の恩返しキャンペーンス

タート（12月1日～3月14日）

・コロナに負けるな！プレミア

ム付商品券　電子商品券「ひ

たpay」申込開始

2 水

・一般質問通告締切（12:00） ・総合計画審議会（10:30～4階

庁議室）

3 木

・日田地区年末・年始特別警

戒パトロール隊（若杉部隊）発

隊式（10:00～日田警察署）

・新型コロナウイルスに関する

人権啓発講演会TV収録

（11:45～アオーゼ多目的ホー

ル）

・マイナンバーカード時間外受

取等窓口開設（3、10、19、24

日～1階市民課）

・天瀬町人権講演会（19:00～

天瀬公民館）

4 金

・人権啓発パネル展　4日～16

日アオーゼ エントランスホー

ル）

5 土

・大分で正社員になろう！くら

しとおしごと体感オンラインツ

アー（14:00～豆田町）

6 日

・令和2年度日田市合同防災

訓練（8:30～本庁、河津建設

資材センター、高瀬小学校ほ

7 月

8 火

9 水

・おおいた冬の事故ゼロ運動

（9日～18日）

10 木

・議案質疑通告締切（13:00）

11 金

12 土

13 日

・高瀬分団消防ポンプ自動車

入魂式（10:00～高瀬小学校）

14 月

15 火

16 水

17 木

18 金

19 土

20 日

・夜明分団消防ポンプ自動車

入魂式（10:00～夜明交流セン

ター）

・第9回おおいた暮らし塾in福

岡（13:00～福岡市）

21 月

・市議会定例会閉会

22 火

・第4回日田市男女共同参画

審議会（14:00～4階庁議室）

23 水

24 木

25 金

・仕事納め式（17:00頃）

26 土

27 日

28 月

・消防団年末夜警巡視（19:00

～市内一円）

29 火

・市税収納窓口開設(29、30日)

・国保税納税相談会(29、30日)

30 水

31 木

令和２年１２月行事予定表令和２年１２月行事予定表令和２年１２月行事予定表令和２年１２月行事予定表
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NO.2NO.2NO.2NO.2

日 曜 農林振興部農林振興部農林振興部農林振興部 土木建築部土木建築部土木建築部土木建築部 教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会 上下水道局上下水道局上下水道局上下水道局

議会・選管・監査・農委・議会・選管・監査・農委・議会・選管・監査・農委・議会・選管・監査・農委・

消防・会計・振興局管内消防・会計・振興局管内消防・会計・振興局管内消防・会計・振興局管内

1 火

・第4回定例会開会【議会】

・第12回選挙管理委員会

（10:30～7階701会議室）【選

管】

2 水

・学校給食への食材（ヤマメ）

提供（東有田中、三隈中、大

明中）

・定例行政相談（9:00～天瀬公

民館2階小会議室）【天瀬】

・天瀬振興協議会災害対策部

会（18:00～天瀬公民館2階会

議室）【天瀬】

3 木

・咸宜園教育研究センター公

開講座（後期）第4講（19:00～

パトリア日田小ホール）

・天瀬町人権講演会（19:00～

天瀬公民館3階大会議室）【天

瀬】

4 金

・学校給食への食材（ヤマメ）

提供（北部中、南部中、戸山

中）

・日田市複合文化施設AOSE

人権講演会(19:00～AOSE多

目的ホール）

・人権なんでも相談（10:00～

天瀬公民館2階小会議室）【天

瀬】

5 土

・日田市連合育友会教育振興

大会（9:00～大山文化セン

ター）

・間地めがね橋ライトアップ開

始（12月5日～1月10日）【中津

江】

6 日

・日田祇園山鉾保存修理委員

会文化庁調査官現地指導

（10:00～日田祇園山鉾会館）

7 月

・林道災害査定（7～11日）

・学校給食への食材（ヤマメ）

提供（東部中）

・人権連続講座（19：00～咸宜

公民館）

8 火

・公共土木施設災害査定:第16

次査定（8～11日）

・一般質問（8～10日）【議会】

・農業委員会定例総会（13:30

～7階大会議室）【農委】

9 水

・森林の仕事ガイダンス（13：

25～日田林工高）

・北友田地区堤防整備に関す

る説明会（19:00～北友田三丁

目集会所）

10 木

・「中津江むらづくり役場」との

連携会議（13:30～中津江公民

館）【中津江】

11 金

・ファシリテーター育成講座

（18:30～AOSE多目的ホール）

・浄化センター施設見学：咸宜

小学校（9:00～）

12 土

13 日

14 月

・議案質疑【議会】

15 火

・男子7人制ラグビー日本代表

候補合宿（15～23日　日田市

陸上競技場）

・振興協議会委員会（19:00～）

【上津江】

・委員会（15～17日）【議会】

16 水

17 木

・咸宜園教育研究センター公

開講座（後期）第5講（19:00～

パトリア日田ギャラリー）

18 金

19 土

・高校生「ひたジビエ レシピグ

ランプリ」（9：00～昭和学園

20 日

21 月

・第4回定例会閉会【議会】

22 火

・日田もりビジョン庁内意見交

換会（10:00～7階中会議室）

・公共土木施設災害査定:第18

次査定（22～25日）

23 水

・日田市五馬財産区議会第2

回定例会（16:00～天瀬公民館

2階会議室）【天瀬】

24 木

・定例教育委員会（予定）

（15:00～別館3階大会議室）

・第2回広域消防組合議会定

例会【議会】

25 金

26 土

27 日

・天瀬を元気に！応援プロレス

13：00～（B&G天瀬海洋セン

ター体育館）【天瀬】

28 月

29 火

30 水

31 木

令和２年１２月行事予定表令和２年１２月行事予定表令和２年１２月行事予定表令和２年１２月行事予定表
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