2021
March

特集

桜めぐり

3

3月１日号

№1246

１ 特集

日田の桜スポットを紹介！

桜めぐり

日に日に暖かくなり、でもまだ時々肌寒い日もある３月。
こんな世の中でも、いつもと変わらず咲き誇る桜。
今回は、そんな色鮮やかな桜のあるスポットを紹介します。
地方創生推進課シティセールス係☎㉒８６２７（市役所６階）

3

広報ひた

2021. 3. 1

日田三隈高校前撮影

2021. 3. 1

広報ひた

2

園

月隈公

大原大しだれ桜

代官所
時代、
田
日
天領
外堀に
が残る
影
面
跡の
。
咲く桜
緒に見
策と一
散
町
豆田
スメ！
がオス
の
く
に行

大原八幡宮近くにある
幾百もの細い枝が垂れ
るしだれ桜。
樹齢約200年といわれ
ています。

大鶴地区の桜
大肥川沿いに広がる満
開の桜と菜の花。
ウォーキングしながら
見る景色は、心を和ま
せます。

鏡坂公園
河津桜
県道672号沿いの求町
にある濃いピンク色の
河津桜。
正面には慈悲観音がま
つられています。

いいち
日田蒸 こ
留所
敷地

内には
鮮やか
ンク色
なピ
の紅し
だれ桜
あり、
が
散策路
では満
の時期
開
に「桜
のトン
ル」を
ネ
演出し
ます。

掲載した桜スポットの場所は︑

2021. 3. 1

市ホームページ︵左記二次元

コード︶からご確認ください︒

広報ひた

その他の桜スポットも掲載して

いますので︑是非ご覧ください︒
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亀山公園

がる
に桜が広
公園一帯
ト！
見スポッ
人気の花
実し
設備も充
公園内の
ニッ
見やピク
ていて花
。
たりです
クにぴっ

市内を一望できる高台
にある鏡坂公園。
桜とともに素敵な風景
を見ることができる穴
場スポット！

石井里

山公園

市内を
桜
きる絶 と 共 に 一 望
で
景スポ
ット！
花見を
しなが
ら、春
穏やか
の
な
ます。 季 節 を 楽 し
め

中野川の

八重桜

日田駅
から数
分歩く
見られ
と
る八重
桜。ラ
トアッ
イ
プされ
た夜桜
幻想的
が
な景色
に広が
ます。
り

萩尾公園
約1,100本の桜が咲き
乱れる名所。
子供も遊べる遊具があ
り、市内外の多くの人
に親しまれています。
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災害に関するお知らせ
令和２年７月豪雨災害による
上下水道料金の減免

上下水道料金センター
☎ ８２２０︵市役所５階︶
経営管理課窓口係
☎ ８２２４︵市役所５階︶

苗木の無料配布を行います

※雨天の場合は体育館入口で行います︒

環境緑化運動の一環として︑身近に
緑を親しんでもらうため︑花木の苗
木を配布します︒
■とき
月 日㈭ 午前 時〜
■ところ 中城体育館裏敷地

︻予約制︼マイナンバーカード

お知らせ
申請・受取りができます

鳥や鹿︑馬等を
新たに飼育し始めた人へ
防疫対策のため令和２年２月以降か
ら現在までの間に家きん等を飼育し
ている人は︑種類や羽数︵頭数︶な
どを報告することが義務付けられて
います︒対象となる人は左記までご
連絡ください︒
きじ︑ほろほろ鳥︑七面鳥︑だちょ

※家きん等とは︑鶏︑あひる︑うずら︑
う︑羊︑猪︑水牛︑鹿のことで︑ペット

として飼育している場合も含みます︒

農業振興課内水面・畜産振興係
☎ ８２１１︵市役所３階︶

３月 日から
公共下水道供用開始区域拡大
刃連町の一部地域で︑新たに下水道
の利用ができるようになります︒区
域内に建物を所有している人は︑建
物から排出する汚水︵台所︑浴室等
で生じる排水︶を下水道に流し込むた

③第３次日田市環境基本計画（案）

市ホームページ、市役所３日以内窓口、各振興局・振興センター、各地区公民館（各振興局・

㉒８２４１
③…環境課企画推進係（市役所２階）☎㉒８３５７

㉒８２５０
①・②…地方創生推進課創生企画係（市役所６階）☎㉒８２２３

︻関係図面の縦覧︼
■とき
月 日㈪〜 日㈫
午前８時 分〜午後５時

ください︒

社︶にお

置をしていない人は︑早めに設置して

※供用開始区域内で︑まだ排水設備の設

申し込みください︒

排水設備指定工事店︵現在

い︒また︑排水設備工事は市で定めた

※工事は︑３年以内に着工してくださ

〒８７７-８６０１（住所記載不要）
66

皆さん の 意 見を募 集しています！ーパブリックコメントー
めの排水設備工事を行ってください︒

③…３月25日㈭
①・②…３月23日㈫
■募集期限

市役所３日以内窓口、各振興局・振興センター、下記担当課
■意見の提出先

②第２次日田市定住自立圏共生ビジョン（案）
①日田市国土強靭化地域計画（案）
■内容

住所・氏名を記入の上、市ホームページ、郵便、ファックス、持参のいずれかで提出
■意見の提出方法

■ところ
上下水道局施設工務課下水道係
上下水道局施設工務課下水道係
☎ ８１０２︵市役所５階︶

※土・日曜日を除く︒

30

10

振興センター管内を除く10か所）、下記担当課
30
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■閲覧場所
15

３

■配布本数 １５０本程度︵先着順︶
林業振興課森林整備係
☎ ８２１２︵市役所３階︶

マイナンバーカードの申請や受取り
が左記の時間外・休日にできます︒
前日までに予約をしてください︒
■ 月の開庁日
・ 月 日㈭・ 日㈭
午後５時 分〜７時 分
・ 月 日㈰
午前８時 分〜午後５時
■ところ 市役所１階 市民課
※北側玄関をご利用ください︒

マイナンバーお問い合わせダイヤル
☎ ８３０３︵市役所１階︶

㉒

月 日㈬をもって︑減免申請の受
付を締め切ります︒
住宅等の清掃用に使用した場合
■内容 ７・８月分の使用料金を減免
金を計算します︒ただし︑比較できな

※前年同月の使用水量と比較して使用料
い場合は前２か月の平均水量をとり︑
使用料金を計算します︒

■申請方法 下記に備付けの上下水
道使用料金減免申請書に必要事項
を記入し︑り災証明書︵コピー
可︶を添付の上︑下記に申請
※被災証明書でも認められる場合があり
ます︒

準半壊等で住宅に住めない人が
一時的に市営住宅等に入居する場合
■内容 全額免除︵一時入居終了ま
で︑最長１年︶

有害鳥獣一斉捕獲の実施
猟友会有害鳥獣捕獲班による有害鳥
獣県内一斉捕獲及び九州シカ広域一
斉捕獲が次の期間で行われます︒山
に入る際には︑事故防止のため目立
つ服装をお願いします︒
■県内一斉捕獲日
月 日㈰
■九州シカ一斉捕獲期間
・ 月 日㈰〜 日㈰
■九州シカ一斉捕獲日
・ 月 日㈰・ 日㈰
林業振興課有害鳥獣対策係
☎ ８２１２︵市役所３階︶
21

※開閉栓手数料も無料です︒

■申請方法 下記に備付けの上下水
道使用料金減免申請書に必要事項
を記入し︑り災証明書︵コピー
可︶を添付の上︑下記に申請
全壊・大規模半壊・半壊・準半壊と
なった世帯の上下水道料金について
■内容 全額免除︵７月分のみ︶
■申請方法 下記に備付けの上下水
道使用料金減免申請書に必要事項
を記入し︑り災証明書︵コピー
可︶を添付の上︑下記に申請
振興局で受付ができます︒

※いずれも上下水道料金センター又は各

30

３

市では下記の計画（案）を公開していますので、ご意見をお寄せください。

し尿くみ取り名義人が
お亡くなりになった人へ

※口座振替の手続は﹁口座振替依頼書

し尿処理手数料は︑変更の手続がな
い限りは現在登録されているくみ取
り名義で請求が行われます︒名義人
がお亡くなりになったときは︑名義
変更等の手続をお願いします︒な
お︑新名義人にかかるし尿処理手 数
料を口座振替で希望される場合は︑
新たに申込手続をお願いします︒
︵市内金融機関︑市役所に備付け︶﹂
に記入︑押印し︑各金融機関に提出し
てください︒
※﹁口座振替依頼書﹂を提出してから口
座振替開始までに１〜２か月程度かか
ることがあります︒

環境課生活環境係
☎ ８２０８︵市役所２階︶
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イベント・募集
回日田市社会教育振興大会

・５人以上

みますのでご確認ください︒
■支給日
月 日㈭
異なります︒

※振り込みの時間は︑金融機関によって

こども未来課家庭支援係
☎ ８２９２︵市役所１階︶

在宅介護者の集い
在宅で認知症者を介護している人を
対象に意見交換などを行います︒
■とき
月 日㈭ 午後１時〜２時 分
■ところ
市役所７階 ７０１会議室
■申込方法 左記に電話で申込み
■申込期限
月 日㈫
長寿福祉課長寿福祉係
☎ ８２９９︵市役所１階︶
一般公開講座

こどもの医療・保健勉強会
﹁感染症予防︑アレルギー対策︑発
達障害児支援︑医療的ケア児支援等
が︑笑顔の子どもを育む地域を構築
する﹂をテーマに︑次のとおり講演
会が行われます︒
■とき
月 日㈭ 午後 時〜８時
■ところ 市役所７階 大会議室
■講師
大分大学客員教授
中津市立中津市民病院
副院長 是松聖悟．先生
※申込み不要でどなたでも無料で参加で
きます︒

※登録申請書提出時に面接を行います︒
記にお問い合わせください︒

※詳細は市ホームページを確認︑又は左

情報統計課情報･統計係
☎ ８２６０︵市役所６階︶

建設発生土の
受入れができる場所を募集
災害復旧工事などの公共工事で発生
する建設発生土の受入れができる土
地を探しています︒土地の埋立て等
で︑土砂の受入れを希望する人は︑
下記までご連絡ください︒なお︑現
場条件や時期・関係法令等によって
ご希望に添えない場合もあります︒
■受入先の主な要件
・日田市内であること
・土砂の受入料金が無料であること
・原則︑大型ダンプトラック︵ ト

大分県済生会日田病院総務課
☎ １１００
健康保険課保健医療係
☎ ３０００︵ウェルピア内︶

手話奉仕員養成講座
聴覚障がい者の生活や福祉制度など
について理解を深め︑コミュニケー
ションの一つとなる手話を習得し︑
聴覚障がい者の社会参加を促進する
ことを目的とする講座を開催しま
す︒高校生以上が対象です︒
■開催期間
４月６日㈫〜令和４年３月 日㈫
までの毎週火曜日︵全 回︶
午後６時 分〜８時 分
■修了条件
全 回のうち 回以上出席した人
■ところ
ウェルピア３階 会議室
■受講料 無料
※テキスト代７１００円が必要︒

■募集数
人︵先着順︶
■申込期限
月 日㈫
日田市社会福祉協議会
☎ ７０２６

プール利用回数券の
代用について
現在︑ウェルピアのプールは新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため
休止中で再開未定となっています
が︑３月１日から再開までの間︑
プール利用回数券でトレーニング室
の利用ができるようになりました︒

ン車︶での搬入ができる場所
・法律︑関係条例︵土砂条例等︶
上︑埋立︵盛土︶等を行うことが
できる土地であること
都市整備課都市計画係
☎ ８２１７︵市役所５階︶

タウン情報
第 回住まいの無料相談会
住まいの建具︑屋根等の傷みについ
て職人が無料で相談に応じます︒
□とき・ところ
月 日㈰
午前９時 分〜正午
桂林公民館
※事前予約必要︒

日田職人会︵原田︶
☎０９０︲７９８２︲８２２２
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㉔

㉔

障害者法定雇用率の
引上げについて

・５人以上↓

令和３年３月１日から障害者の法定
雇用率が引上げになります︒
％↓ ％
■民間企業
■対象となる事業主
従業員
日田にお問い合わせください︒

※詳細は大分労働局︑又はハローワーク

大分労働局職業安定部職業対策課
☎０９７︲５３５︲２０９０
ハローワーク日田☎ ８６０９
商工労政課雇用・労働環境係
☎ ８２３９︵市役所３階︶

企画展の図録を販売します
市制 周年を記念して開催した企画
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﹂の図録を
一般販売します︒
■発売日
月 日㈫〜
■販売場所
博物館事務室︵アオーゼ３階︶
■価格 １０００円
必要︶︒詳細は左記にお問い合わせく

※郵送での販売も対応します︵別途送料
ださい︒

博物館
☎ ５３９４︵アオーゼ３階︶

健康・福祉
月は児童扶養手当の支給月

・２月分の児童扶養手当を振り込

㉒

確定申告でお困りのときは
﹁ふたば﹂にご相談ください
確定申告に関する疑問は︑国税庁
ホームページ税務相談チャットボッ
トの﹁税務職員ふたば﹂にご相談く
ださい︒問合せ内容をメニューから
選択するか︑文字を入力すると︑人
口知能︵ＡＩ︶を活用して自動で回
答します︒
又は下記二次元コードをご

※詳細は国税庁ホームページ
覧ください︒

日田税務署
☎ ２１３６︵自動音声案内︶
税務課税制窓口係
☎ ８３９７︵市役所１階︶

日田県税事務所からお知らせ

※詳細は日田県税事務所にお問い合わせ

大分県では︑身体に障がいのある人
の幅広い社会参加をより一層支援し
ていくため︑障がい者手帳を持って
いる人の自動車税の減免判定方法を
一部見直します︒
令和３年３月１日から︑同一障がい
区分︵下肢不自由など︶︑等級で２
つの障がいが重複する人は︑一定の
要件を満たす場合︑自動車税︵環境
性能割・種別割︶及び軽自動車税環
境性能割が減免されます︒
ください︒

大分県日田県税事務所
☎ ４１７５
税務課税制窓口係
☎ ８３９７︵市役所１階︶

※詳細は左記にお問い合わせください︒

社会福祉課福祉総務係
☎ ８２０３︵市役所１階︶
ウェルピア２階事務所
☎ １２９４

第
新型コロナウイルス感染症の影響で
規模を縮小し︑記念講演は中止し表
彰式典のみ行います︒なお︑来場者は
被表彰者及び随行者のみとします︒
社会教育課生涯学習推進係
☎ ６８６８︵アオーゼ内︶

統計調査 登録調査員を募集

務に従事できる人を募集します︒
■主な仕事
①調査説明会への出席
②担当調査区の範囲と調査対象の確認
③調査票の配布と記入依頼︵記入の
仕方の説明︶
④記入された調査票の回収
⑤回収した調査票の検査・整理
⑥調査票などの調査関係書類の提出
■登録要件 次の全てに該当する人
・責任をもって統計調査事務を遂行
できる人
・秘密の保護を遵守できる人
・税務︑警察︑選挙に直接関係ない人
・反社会的勢力の一員若しくは反社
会的勢力と密接な関係を有しない人
・ 歳以上の人
■申込方法
下記に電話で申込み
︵後日︑登録申請書を送付︶
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人権啓発センター
☎㉒８０１７（市役所別館１階）

統計調査員として︑国の統計調査業
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毎年３月21日は、「国際人種差別撤廃デー」
です。これは1960年３月21日、南アフリカの
シャープビルで人種隔離政策（アパルトヘイ
ト）に反対するデモ行進に対して警官隊が発砲
し、多数の人が死亡した事件（シャープビル虐
殺事件）が起き、国連が人種差別に取り組む契
機となったことから、人種差別撤廃のための記
念日とされたものです。
日本で「人種差別」というとピンとこない人
もいるかもしれませんが、2016（Ｈ28）年に施
行された「本邦外出身者に対する不当な差別的
言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
（ヘイトスピーチ解消法）」の附則には「我が
国においては、近年、本邦の域外にある国又は
地域の出身であることを理由として、適法に居
住するその出身者又はその子孫を、我が国の地
域社会から排除することを煽動する不当な差別
的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多
大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会
に深刻な亀裂を生じさせている」と記載されて
おり、日本でも国籍や人種による差別が起きて
いることが分かります。
また、上記の法律の第三条（基本理念）に
は「国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的
言動の解消の必要性に対する理解を深めるとと
もに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動
のない社会の実現に寄与するよう努めなければ
ならない」と書かれています。このように、外
国人に対する差別は私たち一人ひとりが取り組
むべき課題の一つなのです。
現在、新型コロナウイルス感染症の世界的な
感染拡大の影響によって、日本にやってくる人
たちは減っていますが、日本で生活している外
国人たちに対して「外国人」というだけでお店
や宿泊施設などの利用を断ったり、差別的な言
動を取ったりするという事象が起きています。
例え国籍や人種が違っていても、日本で暮ら
しているのであれば、私たちの社会を共に支え
る仲間です。この大きな困難を乗り越えるため
に、人間同士で争うのではなく、助け合う必要
があるのではないでしょうか。
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30
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１

こころちゃん

㉒
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共に支えあう仲間
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まちの話題
日田

前津江

伝統を受け継ぐ炭

１月25日、出野地区（田代）で炭焼きが行われ
た。かつてこの地区は炭焼きが盛んだったが、今残っ
ている窯は一つ。この日は、有志数人が集まり炭焼
きを体験した。生木はとても重いため狭い入口から
入れ、中で立てかけるという作業は一苦労。火入れ
のあとは中の様子を見ることはできないため、全て
煙突から出てくる煙を見て判断していた。

前津江町が真っ白に

活動の成果を発表！

地域の防災に貢献！消防団一般表彰

久しぶりの再会！

珍しい牛柄のウナギを展示中！

オンライン移住相談会

１月８日、５年ぶりに大雪警報が発令され、真っ
白な雪景色となった。ここ数年、うっすらと雪が積
もることはあったがここまで積もるのは久しぶりの
こと。この日は、除雪車が朝と昼に動いていたが、
それでも雪が積もる大雪となった。所々で雪だるま
を作ったり、雪で遊んだり、久しぶりの雪を楽しむ
光景があった。

１月25日、令和２年度地域おこし協力隊員の活動
報告が行われ、任期満了した協力隊員がこれまでの
取組みや活動の成果を発表した。「地域の皆さんに
育てていただき、感謝でいっぱいです」と語った協
力隊員の皆さん。活動を通して成長できたと話す姿
に、市長は「これからも日田に住む者同士、地域を
一緒に盛り上げていきましょう！」と応えた。

１月21日、市役所で消防団一般表彰が行われた。
表彰されたのは、令和２年７月豪雨で地域住民の適
切な避難に貢献した赤岩自治会杉河内班代表の平野
一義氏と咸宜公民館の火災の際、適切な初期消火で
延焼を防いだ淡窓１丁目の濱田尚樹氏。市長は「地
域のために尽力していただき、本当にありがとうご
ざいます」と２人に謝辞を述べた。

中津江

ドローンによる救援物資配送

１月27日、災害時にドローンで救援物資を届ける
公開訓練が実施された。ドローンには、生活に必要
な物資を詰めた緊急セットや衛星電話が固定され、
中津江振興局から集落まで飛行輸送された。徒歩で
約50分を要する行程も３分ほどで到達し、救援者の
二次被害を防いだり、早期の救援につながることか
ら、参加した住民からも期待が寄せられている。
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１月21日、なかつえ保育園で合同保育が行われ
た。訪れたのは上津江町のすぎっ子こども園の園児
11人。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で
例年より少ない２回目の開催となった。普段は６人
で過ごしている中津江の園児たちは、久しぶりに訪
れた友達とともに、楽しくダンスをしたり、園庭で
元気に走り回るなど、にぎやかな一日を過ごした。

昨年10月から、珍しい色のウナギを博物館で展
示している。このウナギは白地に黒い斑点があり、
まるで牛のような模様をしていることから「ホルス
タインウナギ」とも呼ばれている。日田漁業協同組
合が養殖していた約３万匹の中に一匹だけいたもの
で、非常に珍しい。来館者は、「丑年に牛柄のウナ
ギは縁起が良い」と喜んでいた。

２月11日、日田市オンライン移住相談会が開催
された。個別相談者だけでなくフリーの参加者も先
輩移住者の体験談を聞くことができ、ひた暮らしに
ついてイメージを膨らませることができた。これま
で対面であった移住相談も今ではオンライン相談が
主流。移住希望者が自宅からリラックスして相談で
きる体制を整えている。
2021. 3. 1
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まちの話題
上津江

大山

みんな元気になわとびタイム

リメイクであずま袋を作ろう！

１月22日、上津江公民館で「あずま袋を作ろ
う！」講座が開催され、13人が参加した。あずま
袋は一枚の布を簡単に縫い合わせて袋状にしたもの
で、畳んで持ち運ぶことができ、昔から使われてき
た。今回は、参加者が風呂敷や端切れ、帯などを持
ち寄って、手縫いでリメイク。参加者は、思い思い
のあずま袋を楽しみながら作っていた。

大山小学校では体力づくりの一環として毎週水曜
日の午前８時15分から30分まで「なわとびタイム」
が行われている。これは全校児童が体育館に集ま
り、学年別に分かれて大縄で８の字跳びを３分間に
何回跳べたかを競うもの。
まずは競技前に学年別の目標回数を発表し、準備
運動として「３分間の８の字ダッシュ」という８の
字に連なりながら走る運動を行う。本番前には大縄
跳びで４分間の練習を行い、本番は大縄に引っかか
らないように、全員が真剣な表情で８の字跳びを
行っていた。最後は跳んだ回数を発表し、１月20
日は３年生が195回、６年生が347回跳び目標回数
を達成。他の学年からは大きな歓声が上がってい
た。朝から体を動かすことができるなわとびを児童
たちは生き生きとした表情で元気に跳んでいた。

一年の無病息災を願って

１月10日に上野田自治会主催による鬼火焚きが行
われた。雪景色の朝、神事が行われ、今年の年男・
年女が竹で作ったやぐらに点火した。参加者は正月
飾りを燃やしたり、焼いたもちを食べたりして、今
年一年の無病息災を祈願した。１月３日に都留地区
住民有志によって行われた鬼火焚きでも、ぜんざい
やもちを食べ、新年の恒例行事を楽しんでいた。

天瀬

雪化粧した桜滝

１月８日、強い寒気が上空に流れこんだ影響で雪
が降り積もった。桜滝では、寒さが生み出す自然美
を見ることができ、水しぶきで濡れている滝の周り
は凍って、無数の氷柱が下がっていた。桜滝は、春
にはおだやかな光の風景、夏には新緑の風景、秋に
は紅葉の風景と四季折々の姿を見せ、私たちを楽し
ませてくれる。

15

広報ひた

2021. 3. 1

復興へ向けて！応援プロレス

12月27日、Ｂ＆Ｇ天瀬海洋センターで復興を願
い「天瀬を元気に！応援プロレス」が行われた。大
分を拠点に活動するプロレスリングＦＴＯのメン
バーがシングルマッチやタッグマッチなどで熱戦を
展開。空中戦や場外乱闘もあり、観客席から大きな
拍手が送られた。熱戦を見守った住民は「力強い試
合で元気をもらいました」と笑顔で話していた。

神々しい光に包まれて

冬至近くの日、大山ダムでは幻想的な光景を目に
することができる。午後３時を過ぎた頃、高さ94ｍ
のダム堤体の常用洪水吐から太陽光が通り抜け、ま
るでダイヤモンドのような眩しい光を放ち出す。光
は時間とともにダムに遮られ、５分ほどで元の薄暗
さに戻る。わずかな時間にだけ現れる太陽のスポッ
トライトに来場者は目を奪われていた。

鬼火焚き、赤く大きな炎に祈願

１月９日、中川原の榎瀬河川広場で「鬼火焚き」
が行われた。今年は新型コロナウイルス感染症対策
のため規模を縮小し、中川原地区の青壮年会のみで
開催。午後６時から竹で組まれたやぐらに点火し、
門松や正月飾りなどを燃やした。竹の弾ける音が響
く中、燃え上がる炎を見つめながら参加者たちは今
年一年の無病息災を祈願した。
2021. 3. 1
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Hita

Life

Hita

Kan

kyo

Life

Hita

kyo

Life

のことを指します︒そして︑外来

kyo

Life

▲オオキンケイギク
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ペットを飼う前に⁝

日本では明治以降︑人の移動や物流

が活発になり︑多くの動植物がペッ

トや展示用︑食用などの目的で輸入

されています︒

近年は︑犬や猫以外にも鳥類やは虫

類など様々な生物がペットとして飼

われるようになりました︒どんな生

物でもペットとして飼う際は︑最後

まで責任をもって面倒をみることが

大切です︒飼い始める前に︑育て始

める前に︑きちんと管理ができるか

考えてみましょう︒

気をつけること

広報ひた

リ等が確認されています︒

▲アレチウリ

環境省提供

▲アライグマ

詳細は環境省ホームページ
※
又は下記二次元コードをご

覧ください︒

▲オオクチバス

どのくらい大きくなるか

大きくなって飼いきれなくなって

しまうことがあります︒

どう猛ではないか

大きくなると性質が荒くなる生物

がいます︒
Life

Kan

環境課水・環境係☎㉒８３５７（市役所２階）

どんな問題が起きているの？

■生態系への影響

在来種の捕食︑餌の奪い合いや生

生物の中でも生態系や人の生命︑

農林水産業へ被害を及ぼすもの

kyo

Hita

VOL.10

2021. 3. 1

Kan

ひた環境ライフ

Kan

知っていますか？

日本では︑生態系等への被害を防

どのくらい生きるのか

Hita

育環境を奪う等︑在来の生物との

Life

は﹁特定外来生物﹂として指定さ

kyo

止し︑生物多様性の確保︑人の生

Kan

生物の種類によって寿命が異なり

Hita

間で競争が起こります︒

ます︒飼う前に確認しましょう︒

Life

れています︒特定外来生物は︑飼

■人体への影響

kyo

命・身体の保護︑農林水産業の健

育・栽培︑保管︑輸入等が規制さ

Kan

全な発展に寄与することを目的と

して﹁特定外来生物による生態系

2021. 3. 1

毒を持っているものにかまれた

広報ひた

れます︒
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等 に 係る 被 害 の 防 止 に 関 す る 法

社会福祉課障害福祉係☎㉒８２９０（市役所１階）

Hita

り︑刺されたりする危険がありま

全国統一の音になっています。
音響信号機が設置される場所の基準としては、視覚
障がいがある人などの利用頻度が高い、盲学校やリハ
ビリテーションセンター、役所などの公共施設のある
地域に優先的に設置しています。
自分には関係の無いことでも、ある人たちにとって
は大事な物がたくさんあります。点字ブロック、多目
的トイレ、高さの低い自動販売機など、何気ない日常
の中にも、いろいろな人が安心して暮らしやすい環境
が日田市でもつくられています。障がいの有無に関わ
らず、誰もが暮らしやすいまちづくりを一緒に考えて
いきましょう。

■日本に存在する外来生物

みなさんは、信号をわたるときに、信号機から音が
流れていることに気付いていますか？
「ピヨ、ピヨ、ピヨ」「カッコー、カッコー」の
音、又は「とうりゃんせ」「故郷の空」の音楽が流れ
ています。そう言われればと思う人も多いでしょう。
こうした信号機のことを「音響信号機」といい、全
国に20,301基設置されているそうです。日田市には
28か所設置しています。
音響信号機は、視覚に障がいがある人をより安全に
誘導するために、交差点の両側に設置しており、横断
する方向によって、音の種類を変えています。また、
信号機の種類としては、擬音式とメロディ式があり、

律 ︵外来生物法︶﹂が制定されて

「ピヨ、ピヨ、ピヨ」「カッコー、カッコー」聞こえていますか？〜音響信号機〜

す︒

心の架け橋

います︒

障がいへの理解

■農林水産業への影響

・熱などの風邪症状がある場合は来館をご遠慮ください。
・手指の消毒、マスクの着用、咳エチケットで飛沫感染
防止にご配慮ください。

不測の事態に負けない副収入（キャッ
シュエンジン）を作って、サラリーマ
ンを卒業するには？サラリーマン生活
に不安を覚え、５億円の資産を構築して卒サラした著者
が、必要なお金やビジネスに対する知識やマインド、具
体的なアクションプランを伝授する。

日本の野外に生息する外来生物の

来館者の皆さんへお願い

数は現在分かっているだけでも約

ポップ（平成31年度）

卒サラの教科書
木村拓也／作 秀和システム

畑を荒らしたり漁業の対象となる

すめの本を紹介する

新刊情報

２０００種と言われています︒市

◀受講生が作成したおす

外来生物法によると︑外来生物と

こども司書講座の様子

生物を捕食したりするものもいま

が変更になる場合があります。

□とき
３月13日㈯
午後３時〜
３月27日㈯
午前11時〜
□ところ
児童コーナー

内ではアライグマやオオクチバ

※新型コロナウイルス感染症の状況によって、講座の開催内容

おいでよ！
おはなし会

は人間の活動によって他の地域か

※詳細は図書館内に掲示している募集要項をご覧ください。

開館時間やサービスの内容は状況によって
変更になる場合があります。詳細は、右記
二次元コードから確認、又は図書館にお問
い合わせください。

す︒

図書館の仕事や本について楽しく学んでみませんか？
■期
間 ５月〜11月まで
■講座回数 ５回（予定）
■対
象 小学校４〜６年生 ※４月からの学年。
■募集人員 ８人（先着順）
■受付期間 ３月23日㈫〜４月９日㈮
■申込方法 窓口又はファックス（ ㉖３２１０）で
申込み

ス︑オオキンケイギク︑アレチウ

令和３年度こども司書講座受講生募集

ら持ち込まれた国外由来の外来種

大好き図書館！

kyo

﹁外来生物﹂と﹁特定外来生物﹂

開館時間：午前10時〜午後７時（日曜日・祝日は午後６ 時 ま で ）

■外来生物法

淡窓図書館☎㉒ ２４９７

■外来生物とは

図書館に行こう

Kan

Hi

子育てを応援します！
児童館・支援施設３月の主な催し
※★ 印は事前に予約が必要です。児童館の利用には、年１回
登録申請書（押印必要）を提出してください。松原児童館
（☎ ２９２２）は、毎週土曜日のみ開館しています。

中央児童館

☎㉗ ６４０６

☎

乳 …乳幼児対象

８９２２

●お話し会
乳 11日㈭ 10:30〜
小 17日㈬ 15:30〜
●春の壁面作り
小 20日㈷ 10:30〜
乳 25日㈭ 10:30〜
乳 リズム遊び
31日㈬ 10:30〜

９日㈫ 11:00〜
乳 ★わくわく制作
（はらぺこあおむし制作）
11日㈭・12日㈮ 10:30〜
乳 ★音あそび（療育事業）
19日㈮ 11:00〜
小 ★チャレンジキッズ
20日㈷ 11:00〜
☎

小 …小学生対象

天瀬児童館

乳 ★リズムの日

大山児童館

新型コロナウイルス感染症の影響で内容が変更
する場合があります。詳細は市ホームページ
（右記二次元コード）から確認してください。

２９０１

まえつえ子育て支援施設

小 ミサンガ作り

５月に誕生日を迎える３歳までの日田市に住所があるお子さんが対象です。
４月１日までにお申し込みください。（抽選の結果は、当選者のみに連絡します）
※以前、掲載されたお子さんは対象外です。
□ はがき
住所・お子さんの氏名と生年月日・保護者名・昼間の連絡先を記入の上、郵送
□ ホームページ
市ホームページ（電子申請システムのページ）から申込み
□ 携帯電話 右記の二次元コードから申込み
※申込みの際は、写真を送付する必要はありません。

☎

２４０９

き ほ

ことね

小関季歩ちゃん

安養寺琴音ちゃん
（１歳・清岸寺町）

（１歳・港町）

ゆうあ

ひのくま子育て支援センター

☎㉒ ７５６５

★わらべうたベビーマッサージ
＆ファーストパパママクラブ
10日㈬ 13:30〜
★プレママクラブ
17日㈬ 13:30〜15:00
★お誕生会
19日㈮ 11:00〜
★親子エクササイズ
24日㈬ 13:30〜
日田市の人口
（令和３年１月31日現在）
■人口

63,933人
（前月比−37人）
・男 30,319人
・女 33,614人
■世帯数
27,466世帯

Happy
Birthday

３

月生まれ

〒877-8601（住所記載不要）地方創生推進課シティセールス係☎㉒８６２７（市役所６階）

●絵本の読み聞かせ
９日㈫ 10:00〜12:00
●わいわいルーム
12日㈮ 10:00〜12:00
●制作あそび
23日㈫ 10:00〜12:00

６日㈯ 10:00〜
●春の壁面作り
乳 10日㈬ 10:30〜
小 20日㈷ 10:30〜
乳 おしゃべり広場
17日㈬ 10:30〜

元気な日田っ子集まれ！

丸の内子育て支援センター

☎㉓１８９０

た お

武内優空ちゃん

諌山大鳳ちゃん

（１歳・上手町）

（１歳・財津町）

てんよう

中島天暢ちゃん
（１歳・玉川町）

いってつ

投野壱哲ちゃん
（２歳・吹上町）

み う

梅山心結ちゃん

（１歳・日高町）

ゆうと

佐竹佑斗ちゃん

（２歳・上城内町）

ともはる

宮﨑智暖ちゃん
（１歳・玉川町）

に な

坂本仁菜ちゃん

（３歳・日ノ出町）

●フレンズデイ（土曜開放日）
13日㈯ 10:30〜12:00
●よちよちルーム
（ママの心と体の健康）
15日㈪ 10:00〜11:00
●ぴよぴよ・ままんルーム（赤ちゃんの安全について）
23日㈫ 10:00〜
※限定10世帯。

※０歳と母親、妊婦が対象です。

チャイルドプラザ

まさき

河津将希ちゃん

けい

（３歳・天瀬町女子畑）

土田 慧ちゃん

（３歳・田島１丁目）

みちや

安養寺理也ちゃん
（３歳・清岸寺町）

☎㉕５３００

★カレンダー作り
８日㈪・９日㈫ 10:00〜11:00
★エアロビ
17日㈬ 10:00〜11:00
★ベビーマッサージ
18日㈭ 10:00〜11:00
●お誕生会
25日㈭ 10:00〜11:00
※誕生者は９:45までに来てく

■日田市子育て支援アプリ「ひたんこナビ」■
妊娠中から子育ての記録、地域の情報まで家
族皆さんでの子育てをサポート！
お子さまに合わせた予防接種スケジュールを
自動で作成し、接種日が近づくとプッシュ通
知でお知らせします。
登録は無料です。是非、ご活用ください。

二次元コードからダウンロード！

ださい。
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65歳以上の人の接種
接種券配布
65歳以上

※高齢者施設等の入所者・従事者については、別途お知らせします。

新型コロナウイルスワクチン接種推進班☎㉒８２４３・㉒８２８１（市役所３階）

二次元コードをご覧ください。

商工労政課商業・消費生活係☎㉒８２３９（市役所３階）
☎（0973）23−3111

大分県日田市田島２丁目６番１号

プレミアム付商品 券 の 使 用 期 限 を 延 長 します！
〒877−8601

などでお知らせします。

市 長 コ ラ ム

坂の上の雲を探して

https://www.city.hita.oita.jp/

新型コロナウイルス感染症の発生から︑２度目
の春を迎えます︒未だ感染症の終息は望めず長期
化する現状に︑経済的︑健康的︑精神的にも多く
の困難を招いています︒
そのような中︑長く待ち望んでいた﹁新型コロ
ナウイルスワクチン接種﹂事業が始まろうとして
います︒日田市においても︑国の動向・状況を注
視 し な が ら ︑一日も早く実施できるように準備に
取り掛かっています︒今しばらくお待ちください︒
さて︑この﹁新型コロナウイルスワクチン接種﹂
は︑各医療機関での﹁個別接種﹂と﹁集団接種﹂
の２通りの接種機会を設けます︒個別接種とは︑
かかりつけの医療機関などにおいての接種で︑皆
さんが日頃お世話になっている医療機関の先生方
にお願いができるものです︒信頼を持って安心し
て接種ができるのではないかと期待しています︒
一方︑集団接種は︑土・日曜日にも開所し︑接
種機会の確保を目的としています︒双方とも︑日
田市医師会の先生方のご理解・ご協力のもと実施
され︑改めて感謝する次第です︒
こうして︑一日も早い﹁新型コロナウイルス感
染症﹂の閉塞した社会からの脱却を目指し︑医師
会をはじめ多くの皆様方と協力して取り組んでい
きます︒
そこで︑市民の皆さんにもご理解いただきたい
ことがあります︒この﹁新型コロナウイルスワク
チン接種﹂は︑原則予約制としています︒これ
は︑ワクチンによっては特殊な環境︵マイナス
度︶で保存されており︑取り扱いには様々な時間
的制限があるからです︒
今後︑様々な機会において﹁新型コロナウイル
スワクチン接種﹂に関する情報を発信していきま
す︒１年がかりではありましたが︑このワクチン
接種が︑疲弊した社会からの脱却に向けた第一歩
となるよう︑日田市民全員で取り組んでいきま
しょう︒

日田市ホームページ

印刷／尾花印刷有限会社

広報ひたは、資源保護のため植物油インキを使用しています。

76

75

▲詳細はこちら
※接種開始日や接種会場・予約方法等の詳細は、「広報ひた３月15日号」や市ホームページ

編集／地方創生推進課シティセールス係

発行／日田市

※詳細は市ホームページ又は右記

※紙の商品券には使用期限が「３月31日」と記載さ
れていますが、そのまま５月まで使用できます。

４月20日㈫⇒６ 月18 日㈮
換金期間

使用期限：３月31日㈬⇒５ 月31 日㈪まで

【店舗の人へ】
商品券使用期間の延長に伴い、使用された
商品券の換金期間も延長します。
昨今の新型コロナウイルス感染症の流行状況を
鑑み、紙・電子ともにプレミアム付商品券の使用
期限を延長します。

65歳未満の人の接種
接種券配布
65歳未満

接種には、
接種券到着後に
予約が必要です
４月以降〜
３月下旬〜

▼

受託医療機関やアオーゼ（日田市複合文化施設）等

※65歳以上の人に３月下旬から順次、接種券（クーポン券）を送付し、４月以降接種を開始していく予定です。

※65歳未満の人の接種券送付や接種時期は、それまでの接種状況やワクチンの供給量等を踏まえ、決まり次第ご案内します。

1246

接種会場（予定）

無料
新型コロナウイルスワクチンの予防接種は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、
重症化を抑え、まん延防止を図ることが期待されるものです。

広報ひた

新型コロナウイルスワクチン接種情報①

接種スケジュール（予定）

