
 

日 時：令和２年 10 月１日（木） 11:00～ 

場 所：庁議室（市役所４階） 

 

■市長あいさつ 

 

 

 

 

■案件 

１．グリーンスローモビリティの運行に関する実証実験（まちづくり推進課）・・・・・・１ 

２．新型コロナウイルス関連相談総合窓口からのお知らせ （健康保険課）・・・・・・・２ 

３．勤労者総合福祉センター（サンヒルズひた）リニューアルオープン（商工労政課）・・３ 

４．「Let’s Enjoy From 天ヶ瀬温泉！」（観光課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

 

 

 

■おしらせ 

１．第 24回 市民健康福祉まつり（社会福祉課） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

２．水郷日田の風景 ～古写真で振り返る人々の思い出の場所～（博物館） ・・・・・・６ 

３．10 月の行事予定表（総務課）・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・７ 

 

 

 

 

■事前質問 

１．豪雨復興（西日本新聞社） 

 ２．不祥事再発防止委員会（大分合同新聞社） 

 

 

 

 

 

 

【出席】 

市長、まちづくり推進課長、健康保険課長、商工労政課長、観光課長、社会福祉課長、 

博物館長、総務課長 

地方創生推進課長、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 
令和２年 10 月定例記者会見  ― News Release ― 



 



― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和２年 10 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

グリーンスローモビリティ（グリスロ）の 

運行に関する実証実験 

 

概要 

夜明地区及び大鶴地区において、新たな地域の公共交通としての可能性をもつ「グ

リーンスローモビリティ（略称：グリスロ）」の運行に関する実証実験を実施します。 

※グリーンスローモビリティとは？ 

電動で、時速 20 ㎞未満で公道を走る４人乗り以上のパブリックモビリティ。低速

のため近距離移動を得意としており、既存の公共交通機関を補完する新たな輸送

サービスとして、また地域の賑わい創出への活用などが期待されている。 

内容 

【目  的】 

グリスロの運行が、①日常生活において車を運転しない高齢者等の移動手段の

確保のため、振興センターや郵便局等への施設に行くまでの地域内交通としての

活用を可能とするのか、②バス停や駅までの二次交通としての活用を可能とする

のかについて、調査・検討を行うもの。 

 また、夜明・大鶴地区内の酒造会社、農産物加工所、保育園、介護施設等にも

利用していただき、グリスロの活用案について意見を伺い、公共交通以外の当該

地区における地域振興につながる活用について可能性を探るもの。 

【日  時】○夜明地区：令和２年 10月 12 日（月）～18日（日） 

      ○大鶴地区：令和２年 10月 19 日（月）～25日（日） 

【利用車両】グリーンスローモビリティ（７人乗）１台 

【運行エリア】○夜明地区：夜明上町（中楚、今山、高野、茶屋ノ瀬） 

     夜明中町（川崎、祝原、祝原新町） 

○大鶴地区：大鶴町（山口、中村、方司口、中島） 

大肥本町（名本）、大鶴本町（諸筋、東見寺、宮尾、釜戸） 

【運行ルート・ダイヤ】別紙のとおり 

【利用対象者】どなたでもご利用可 

【利用料金】無料 

【主  催】日田市 

添付資料   無  ・  有（チラシ等３枚）  

市民への周知 
 別紙のお知らせチラシを夜明地区、大鶴地区自治会住民に班回覧配布する。 

また、老人会や振興協議会の会合に出向き、周知する。  

注意事項   

問合せ  まちづくり推進課 公共交通・交流係 担当：財津  ☎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 10 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

新型コロナウイルス関連相談総合窓口からのお知らせ 

 

概要 特別定額給付金の申請・給付状況と感染対策について 

内容 

■特別定額給付金の申請・給付状況 

＜申請件数（９月 24 日現在）＞ 

 オンライン申請：  657 件 

 郵 送 申 請：26,743 件（内窓口受付 3,035 件） 

 申  請  率： 99.7％ 

＜給付状況（９月 24 日現在）＞ 

 給付済み世帯数：27,396 世帯 

 給付済み者数 ：64,361 人 

 支  給  率： 99.7％ 

※申請期限は 10 月 12 日（月）です。申請がまだお済みでない方は、手続きをお願

いいたします。 

 

■感染拡大防止のためのお願い 

現在、九州管内において新型コロナウイルス感染者数は減少傾向がみられ、大

分県についても９月９日以降発生していない状況ですが、市民の皆様には油断す

ることなく引き続き入念な手洗いや咳エチケット、マスクの着用をはじめ３密の

回避など新しい生活様式の徹底をお願いします。合わせて、感染者やご家族、医

療従事者などに対し、不確実な情報に基づいた不当な扱いや誹謗・中傷などする

ことのないようお願いします。 

添付資料   無  ・  有 

市民への周知  市ホームページ 

注意事項  

問合せ 新型コロナウイルス関連相談総合窓口 担当：井上 ☎0973-22-8243（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 10 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

勤労者総合福祉センター（サンヒルズひた） 

リニューアルオープン 

 

概要 

令和２年４月から施設の大規模改修工事のため休館していましたが、10 月１日に

リニューアルオープンします。 

大規模改修工事では、会議室の内装、照明機器、トイレ等の改修を行い、清潔で

快適に利用できるようになったほか、トレーニング室を拡充し利用頻度の高い機器

の増設を行いました。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行ったうえで開館しますので、

ご利用にあたっては下記注意点へのご協力をお願いします。 

内容 

 

【日 時】10月 1日（木） 

【場 所】日田市勤労者総合福祉センター（サンヒルズひた） 

     日田市田島３丁目 69 番 

【利用にあたっての注意点】 

・来館前に体調を確認していただき、熱（37.5℃以上）がある場合や、咳、倦怠感、

だるさを感じる場合などは、来館を控えてください。 

・来館時はマスク着用でお越しいただき、入館時は手指の消毒をお願いします。 

・館内においても、原則としてマスクを着用してください。 

・団体や個人を問わず、利用の際は名簿（住所・氏名・連絡先・体温）の提出をお

願いします。 

・マスクを外すエリアでの会話は控えてください。 

・館内各所に消毒液を設置しています。手洗い、消毒をこまめに実施してください。 

・施設の備品を利用したときは道具の消毒をお願いします。 

・更衣室、シャワー等は少人数での利用をお願いします。 

・トレーニング室が混雑する場合は使用を制限する場合があります。 

添付資料   無  ・  有 

市民への周知  広報ひた９月 15日号 

注意事項 
 リニューアルに伴い、駐車場の入口を大原公園側に変更しています。旧進入口は

利用できません。 

問合せ  商工労政課 雇用・労働環境係 担当：江田・原田  ☎0973-22-8239 
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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 10 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

「Let’s Enjoy From 天ヶ瀬温泉！」 

 

概要 

豪雨災害からの復興、新型コロナウイルス感染症の早期終息を願い、天ヶ瀬温泉

から元気と希望を届ける「Let’s Enjoy From 天ヶ瀬温泉」を実施します。 

期間中の 15 日間、Let’s Enjoy From 天ヶ瀬温泉！花火を打ち上げます。また期

間中、天ヶ瀬温泉に宿泊した子どもを対象に「子どもクーポン」をプレゼントする

企画、ゆず湯キャンペーン、クリスマスイルミネーションなどを開催します。 

内容 

■Let’s Enjoy From 天ヶ瀬温泉！花火 

【開催期間】15 日間 

・10 月 17 日（土）、24日（土）、31日（土） 

・11 月７日（土）、14日（土）、21 日（土）、22日（日）、28日（土） 

・12 月５日（土）、12日（土）、19 日（土）、24日（木）、25日（金）、 

26 日（土）、27 日（日） 

【開催場所】天ヶ瀬温泉街 

【打上時間】20:30 頃（５分間程度） 

 

■宿泊者対象・天ヶ瀬温泉「子どもクーポン」 

【実施期間】令和２年 10月 17 日（土）～２月 28日（日） 

【内  容】小学生以下のお子様１人につき 3,000 円相当のクーポン１枚プレゼント 

＊先着 250 名 

＊施設利用又は宿泊割引、天ヶ瀬温泉パスポート＋花火プレゼント 

【利用施設】８施設 

瀬音・湯音 浮羽／浮羽別館 新紫陽／みるき～すぱサンビレッヂ／ 

山荘天水／福屋旅館／貸別荘柊／旅館渓仙閣／温泉ホテル LINGO 

 

（連絡事項） 

開催期間中、「ゆず湯キャンペーン」、「天ヶ瀬温泉クリスマスイルミネーション」

などを実施します。 

添付資料  無  ・  有 （チラシ１枚） 

市民への周知 観光協会ホームページ・SNS、観光課 facebook 

注意事項 悪天候によって、中止する場合があります。 

問合せ 

 一般社団法人日田市観光協会 黒木   ☎0973-22-2036 

 一般社団法人日田市観光協会天ヶ瀬支部 ☎0973-57-2166 

 天ヶ瀬温泉旅館組合 阿部       ☎0973-57-3466 
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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 10 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 24 回 市民健康福祉まつり 

 

概要 

「健康」と「福祉」をテーマとした第 24 回市民健康福祉まつりを、日田市民文化

会館「パトリア日田」を会場として 10月 11 日（日）に開催します。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当日は表彰式典のみを行いま

す。 

内容 

 

■第 24 回市民健康福祉まつり 

【日 時】10月 11 日（日） 10:00～11:30（予定） 

【場 所】パトリア日田 大ホール 

【主 催】市民健康福祉まつり実行委員会 

【目 的】「市民が健やかに生き生きと暮らせる安心のまち“ひた”」の実現を目指

し、「福祉」と「健康」をテーマにしてまつりを行うもの 

【内 容】表彰式典 

 

※今年度はイベントを中止し、表彰式典のみ行います。来場者は受賞者と随行者の

みとします。 

 

添付資料   無  ・  有 （パンフレット１冊） 

市民への周知  広報ひた 10月 1日号、市ホームページ 

注意事項  パトリア日田駐車場をご利用ください。 

問合せ  社会福祉課 福祉総務係 担当：田島  ☎0973-22-8203 
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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 10 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

-市制 80 周年記念企画展- 

「水郷日田の風景 ～古写真で振り返る人々の思い出の場所～」 

 

概要 市制 80 周年を記念して、企画展を開催します。 

内容 

大正～昭和にかけて、日田は道路・橋・鉄道などの交通網の整備に伴い、川や山

など独特の自然地形が織りなす風景やその中で育まれた筏流しや小鹿田焼をはじめ

とする特有の生活文化が全国的に注目され、一大観光地としての発展を遂げてきま

した。 

街には旅館や料亭などが次々にでき、市民の娯楽施設として劇場や映画館も開館

し、市内の各通りに面する商店街は多くの市民や観光客が訪れ賑わうようになりま

した。 

今回、市制 80周年を記念し、日田市の発展の様子を市民から提供していただいた

古地図や古写真をもとに振り返る企画展を開催します。 

市民の思い出の場所として学校や公園、三隈川での川遊び、日田温泉や天ヶ瀬温

泉、観光祭、日田祇園祭、放生会などの昔の風景写真なども展示します。さらに昔

と今をテーマに、当時の様子と今を写真で比較することで移り変わった街の様子を

伝えます。 

 

■開催期間 

【日 時】令和２年 10月 24 日(土)～12 月 27 日(日) 

【場 所】アオーゼ３階 博物館企画展示室 

【主 催】日田市立博物館 

【休館日】月曜日 ※月曜が祝日の場合はその翌日。 

【入場料】無料 

 

添付資料   無  ・  有 （チラシ１枚） 

市民への周知  広報ひた 10月 1日号 

注意事項  － 

問合せ  日田市立博物館 学芸係 担当：行時  ☎0973-22-5394 
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NO.1

日 曜 総務部 企画振興部 市民環境部 福祉保健部 商工観光部

1 木
・定例記者会見（11:00～4階庁
議室）

2 金

3 土
4 日
5 月

6 火

7 水

・全国瞬時警報システム伝達
試験（11:00～市内一斉）
・防災士スキルアップ研修
（19:00～7階大会議室）

8 木

・マイナンバーカード時間外受
取等窓口開設（17:00～1階市
民課）

9 金
・日田市移住者交流会（19:00
～寳屋）

10 土
・日田市消防団 消防慰霊祭
（10:00～大原神社下　消防慰
霊碑前）

11 日
・第24回市民健康福祉まつり
（10:00～パトリア大ホール※
表彰式典のみ）

12 月
・グリーンスローモビリティの
運行に関する実証実験（12～
18日 夜明地区 ）

13 火

14 水

15 木

令和２年１０月行事予定表

16 金
・第15回大分県地域福祉推進
大会（10:00～別府ビーコンプ
ラザ※表彰式典のみ）

17 土
・第7回おおいた暮らし塾in福
岡（13:00～福岡市）

・Let's Enjoy From 天ヶ瀬温
泉！（10/17～R3/2/28 天ヶ瀬
温泉8施設）

18 日

19 月
・グリーンスローモビリティの
運行に関する実証実験（19～
25日 大鶴地区）

20 火

21 水

22 木

23 金

24 土

25 日
・マイナンバーカード休日窓口
開設（9:00～1階市民課）

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

31 土31 土
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NO.2

日 曜 農林振興部 土木建築部 教育委員会 上下水道局
議会・選管・監査・農委・
消防・会計・振興局管内

1 木

2 金
・第10回選挙管理委員会
（10:00～701会議室）【選管】

3 土
4 日
5 月

6 火
・日田市森林整備推進連絡協
議会（10：00～7階大会議室）

・大分県市議会議長会議員研
修会（14:00～大分市）【議会】

7 水

・日田もりビジョン推進検討委
員会（10：00～4階庁議室）

・国土交通省筑後川河川事務
所 要望活動（10:00～久留米
市）

・定例行政相談（9：00～天瀬
振興局）【天瀬】
・学校跡地検討委員会（19:00
～旧上津江小学校跡地）【上
津江】

8 木

・「中津江むらづくり役場」との
連携会議（13:30～中津江振興
局）【中津江】
・農業委員会定例総会（13:30
～7階大会議室）【農委】

9 金

10 土
・令和2年度大分県農林水産
祭（10～11日 別府公園）

11 日
・前津江町人権講演会（10:00
～前津江小学校体育館）【前
津江】

12 月

13 火

・九州治水期成同盟連合会
要望活動（14:00～福岡市）
・公共土木施設災害査定（第8
次査定:13～16日）

・防災講習会（19:00～上津江
振興局2階会議室）【上津江】

14 水
・浄化センター施設見学:いつ
ま小学校（13:00～）

・人権講演会（19:00～上津江
振興局2階会議室）【上津江】

15 木
・全国道路利用者会議（10:00
～福岡市）

・咸宜大学開講式:第1講
（10:00～パトリア日田小ホー
ル）

・自治会長・振興協議会役員
会（9:00～上津江振興局2階会
議室）

令和２年１０月行事予定表

16 金
・ 浄化センター施設見学:石井
小学校（10:00～）

17 土

18 日

19 月
・決算審査特別委員会（全体
会、総務環境分科会）【議会】

20 火
・決算審査特別委員会（総務
環境分科会）【議会】

21 水
・第56回大分県美術展写真巡
回展（21～25日 AOSE美術展
示ギャラリー）

・決算審査特別委員会（教育
福祉分科会）【議会】

22 木

・咸宜園教育研究センター秋
季企画展（10/22～R3/1/12
咸宜園教育研究センター）
・定例教育委員会（15:00～別
館３階大会議室）
・咸宜園教育研究センター公
開講座:後期 第１講（19:00～
AOSE多目的ホール）

・決算審査特別委員会（産業
建設分科会）【議会】

23 金
・人権問題ファシリテーター育
成講座:第1回（18:30～AOSE
多目的ホール）

・決算審査特別委員会（各分
科会　同時開催）【議会】

24 土

25 日

26 月
・九州治水期成同盟連合会
要望活動（26～27日 東京都）

・第56回大分県美術展日洋彫
工巡回展（10/26～11/1AOSE
多目的ホール）

27 火

・公共土木施設災害査定（第
10次査定:27～30日）

・日田市教育委員会　学校訪
問①（9:10～小学校6校）
・第74回秋の読書週間（10/27
～11/8淡窓図書館)

・ 浄化センター施設見学:三芳
小学校（13:00～）

28 水
・中津日田間地域高規格道路
促進期成会 要望活動（28～
29日 東京都）

29 木
・人権問題連続講座:第1回
（19:00～咸宜公民館）

30 金
・ 浄化センター施設見学:日隈
小学校（9:15～）

・無料相談会:大分県司法書士
青年の会（13:00～）【天瀬】

31 土31 土
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