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「新たな地域社会の創造」
に向けた着実な一歩

市政執行の基本方針
本市では国内での新型コロナウイルス感染症患
者が確認された直後から﹁新型コロナウイルス感
染症対策本部﹂を設置して感染症拡大防止に向け
た取組を開始し︑国や県の対応に遅れることなく

さらに︑これまで取り組んできた﹁持続可能なま
ちづくり﹂をはじめとする﹁ＳＤＧｓの取組﹂に加
え︑今年度が﹁新たな地域社会の創造﹂に向けた着
実な一歩となるよう市政運営を進めます︒

日田市を創生する取組
﹁若い世代が住み続けたいと思うふるさと日田

生活支援のための給付金の給付︑地域経済を支え
るための事業者の支援︑医療分野に対する支援︑
を創る﹂を基本目標に︑﹁市内での雇用の定着に向

川環境の改善を推進します。

けた取組﹂﹁子育てに関する環境や支援の充

修工事を実施します。

感染症の拡大防止のための環境整備などを実施し

条例」の制定とあわせて、河

ています︒今年度は新型コロナウイルス感染症の

「水郷ひた河川を美しくする

者の利便性の向上のため改

実﹂﹁移住・定住に向けた取組﹂﹁まちづくり活動

合体育館の長寿命化と利用

への支援﹂の４つの施策に取り組んでおり︑今年度

の構築を推進します。また、

拡大を契機とした社会の変革に対応するための取

浸透を含めた持続可能な社会

ンピック」への対応や、総

組を進めながら︑﹁市民協働﹂を基本として持続

2020オリンピック・パラリ

は喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症への

進めるとともに、ＳＤＧｓの

対応と令和２年７月豪雨災害からの復旧・復興の取

型社会の実現に向けた取組を

努めます。さらに「東京

可能なまちづくりを進める﹁第６次日田市総合計

徒の情報活用能力の育成に

画第２期基本計画﹂︑若者世代の社会減を抑制し

画」を基本として、循環共生

組と並行して︑日田市を創生する取組を推進しま

「第３次日田市環境基本計

な教育を推進し、児童・生

す︒

ＩＣＴ機器を活用した多様

地方の創生を目指す﹁第２期日田市まち・ひと・

継続します。

しごと創生総合戦略﹂に沿って各施策の展開に努

「日田市農業振興ビジョン」

地域高規格道路「中津日田
を改訂して持続的農業の振興

道路」等の整備促進に向け
に努めます。人材確保と育成

た国や県への働きかけや、

に向け、福岡市等への進学者

橋梁やトンネル等の安全確

等に向けたＵターンの促進に

保と施設の長寿命化に努め

努めるほか、「日田市ビジネ

ます。また、地域の実態や

スサポートセンター」による

利用状況を考慮した交通手

相談体制の充実と創業支援を

段の確保に努めます。

めるほか︑令和２年７月豪雨からの復旧・復興の

る防災サーバを活用して危機

整備に努めます。

管理体制を充実します。

③

④

取組を進めます︒

ど、移住定住しやすい環境の

復旧・復興の取組

関する通信手段を一元管理す

令和２年７月豪雨については発災直後から復旧

ポート体制」を充実させるな

復旧・復興には取組の継続と計画的な復旧事業の推

していきます。また、防災に

事業や被災者支援に取り組んできたところですが︑

後まで切れ目のない「移住サ

日田市復旧・復興推進計画﹂を策定し︑災害からの

としてワクチン接種を順次開始

進が必要です︒このため︑﹁令和２年７月豪雨災害

☎㉒８２２３（市役所６階）

安全で快適に暮らす

ます。また、移住前から移住

す︒計画はその期間を令和６年度までの５年間と

地方創生推進課創生企画係

新型コロナウイルス感染症対策

復旧・復興に向けた取組を迅速かつ着実に進めま

水と緑を宝にする
環境

への支援﹂﹁教育施設・社会教育施設等の復旧・

します。

画に関する啓発活動を継続し

し︑﹁被災者への支援﹂﹁農林水産業・商工業等

とした各種事業を着実に推進することに加

指すべき方向性と取組をお伝え

に向けた取組を推進します。

生活基盤

復興﹂﹁社会資本等の復旧・復興﹂の４項目を柱

年７月九州北部豪雨災害日田市

る﹄災害に強いまちづくり・人づくり﹂を目指し

え︑﹁災害と向き合いながら﹃次の災害に備え

また︑﹁平成

ます︒

ら︑事業の完遂に努める一方で河川復旧などの長

復旧・復興推進計画﹂が最終年度を迎えることか

携して引き続き対応を進めます︒なお︑ＪＲ日田

期的な取組に関する事業については︑国や県と連

ら︑運用開始に向けた取組を進めます︒

彦山線はＢＲＴで復旧することが決定したことか
次の災害に備える取組については︑令和２年７
月豪雨の際にも効果を発揮した﹁防災ラジオ﹂の
動につなげるための情報発信に努めます︒また︑

普及を一層進めるとともに︑住民の確実な避難行

ムの提供や防災アドバイザーの派遣︑資機材の整

自主防災組織の強化に向けて体験型防災プログラ

おける防災リーダーとして防災士が活動しやすい

備費用に対する助成などを継続するほか︑地域に

このような考えを基本として︑市政運営にあた

環境の整備を進めます︒

の着実な推進と︑﹁第６次日田市総合計画﹂に示す

り﹁日田市を創生する取組﹂﹁復旧・復興への取組﹂

ていきます︒

の方針から抜粋して、まちの目

体制の強化や障がい者の自立
よる伴走型支援、男女共同参

に向けた着実な一歩

６つのまちづくりの大綱に沿った各種施策を展開し

れました。令和３年度市政執行

やＮＰＯ等に対する専門家に
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啓介市長から施政方針が発表さ

子ども・子育てに関する相談

やりがいと魅力をつくる

⑥
学ぶ楽しさを増やす
教育･文化
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第１回日田市議会定例会で原田
住民自治組織の取組への支援

産業振興

住む安心を高める

「新たな地域社会の創造」
29

福祉
②
きずなを強める
市民協働
①

令和３年度 日田市施政方針

まちづくり の 大 綱 の 推 進

２・３ページでお伝えした

令和３年度施政方針に基づき︑

本年度も多くの事業を実施する

予定です︒その中でも主な取組

環境

水と緑を宝にする

美しいひたづくり推進事業 686万円
地域の環境保全を図るため、ポイ
捨て等防止監視員による巡回監視
や、モデル地区の指定による自主
的な美化活動の支援を行う。

地域資源リサイクルシステム施設
726万円
整備事業
資源の有効利用と既存施設の老朽
化対策として、３つの廃棄物等処
理施設を統合し、効率化するシス
テムの構築を目指す。

▲

復旧・復興の取組
被災者への支援

▲

速やかな復旧と災害への備え
9,266万円

被災地域のまちづくり活動等を支援し、被災者の住宅再
建に向けた支援などを行う。

農林水産業・商工業等への支援 6億4,013万円

▲

焼却施設等更新事業 2億1,889万円
清掃センターの施設更新へ向けた
用地取得を進めるとともに、用地
整備関係業務や生活環境影響調査
を行う。

▲

総合体育館施設整備事業 2億4,368万円
築29年を経過した日田市総合体
育館について、施設の長寿命化と
利用者の利便性の向上、災害時の
避難所としての安全性を確保する
ため、大規模改修を行う。

⑥
▲

ＩＣＴ教育環境整備事業 8,845万円
国のＧＩＧＡスクール構想に基づ
き、児童生徒１人１台整備したタブ
レット端末等の維持管理及び利活用
促進のための教職員研修を行う。

※赤字は新規事業︒

林業成長産業化地域創出モデル事業
1億24万円
森林資源の循環活用を進め、林業に
よる地域の活性化を図るため、調
査・分析や実証実験等を行うほか、
加工施設の整備に対する助成を行う。
中小企業者等事業継続支援事業1億8,800万円
新型コロナウイルス感染症の影響
によって売上高が大きく減少し、
厳しい経営を強いられている中小
企業者等の事業継続支援を行う。

まちづくりの大綱の

▲

学校給食運営事業 2億8,585万円
学校給食費の管理に係る保護者及
び教職員の負担軽減や利便性の向
上、会計の透明化を図るため、公
会計化及び口座振替を行う。

▲

▲

地域情報通信インフラ改良事業 9,379万円
高速・大容量通信への対応、長期
安定運用等を目的として、令和元
年度から３年度にかけてインター
ネットの通信方式を変更する。

教育・文化 学ぶ楽しさを増やす

▲

▲

2億63万円
城内住宅建替事業
老朽化が著しい城内団地の建替や
住環境整備のため、計画に基づき
大規模改修工事に着手し、令和４
年度の完成を目指す。

⑤

▲

▲

1億6,129万円
公共交通対策
民間バス路線の運行費補助やコ
ミュニティバスの運行を行うほ
か、通院などの移動手段を確保す
るため、乗合デマンドタクシーや
福祉バスなどの運行を行う。

肉用牛新規参入促進特別対策事業 1,453万円
肉用繁殖牛への新規参入や独立就
農を促すため、牛舎等の施設や繁
殖牛の導入に対する支援を行い、
新たな担い手の確保を図る。

▲

▲

生活基盤 安全で快適に暮らす

産業振興 やりがいと魅力をつくる

▲

小児救急医療支援事業 495万円
休日・夜間に小児救急患者を受け
入れられるよう、小児救急医療体
制の運営への助成を行う。
自主防災組織活性化事業 499万円
自主防災組織の活性化を図るた
め、防火防災活動等への助成や体
験型防災プログラムを実施する。

③

▲

子ども家庭総合支援拠点・子育て世
代包括支援センター事業 1,049万円
子育てに関する悩みや児童虐待など
の相談体制を一元化し、妊娠期から
子育て期の情報提供と支援業務を切
れ目なく行う。

個人番号カード交付事業 4,639万円
国のデジタル化やマイナンバーカー
ドの利活用拡大計画に伴い、タブ
レット申請補助や出張申請等を継続
して実施し、更なる取得促進を行う。

④

住む安心を高める

▲

▲

新しい公共推進事業 1,685万円
安心して暮らし続けることのでき
る地域づくりを進めるため、地域
を担う住民自治組織の設立と運営
を支援する。

福祉

▲

▲

843万円
ひた暮らしＰＲ事業
日田市の魅力と移住・定住に関す
るきめ細かな情報発信やオンライ
ンでの相談体制の強化、民間団体
との協働による移住者受入れ体制
の整備拡充を行う。

②

を抜粋して紹介します︒

きずなを強める

※１万円未満の金額は︑四捨五

市民協働

入しています︒

①

被災した農地や林地のほか関連施設等の復旧などを行
う。

▲

教育施設・社会教育施設等の復旧・復興
10億9,679万円
社会資本等の復旧・復興

道路・河川等の復旧や橋梁の架け替えなどを行う。
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72

日田市の

予算

令和３年第１回市議会定例会に
提案した令和３年度当初予算の
概要をお知らせします。

13

42億9,983万円（11.3％）

貸付金（0.7％）
２億7,430万円
投資及び
出資金（1.0％）
３億9,023万円

42億8,970万円（11.3％）

土木費

32億4,837万円（8.5%）

衛生費

32億587万円（8.4%）

10億3,514万円（2.7%）

商工費

９億7,275万円（2.5%）

議会費

２億5,579万円（0.7%）

労働費

6,960万円（0.2％）

その他

5,394万円（0.1%）

物件費（16.0％）
60億7,599万円

投資
経費的

経

消防費

歳出

扶助費（21.5％）
82億176万円

財

国庫支出金（15.1％）
57億5,036万円

公債費（11.3％）
普通建設
42億9,983万円
事業費（12.0％）
45億8,035万円
災害復旧事業費（4.0％）
15億1,291万円

自主

市債（12.2％）
46億5,510万円

歳入

財源

15億1,291万円（4.0%）

義

その他（1.6％）
６億3,397万円

市税（19.0％）
72億2,246万円

依存

災害復旧費

維持補修費（0.9％）
３億4,564万円

県支出金（8.0％）
30億5,080万円

人件費（14.7％）
56億1,299万円

務的

18億7,367万円（4.9%）

地方消費税交付金（3.9％）
14億7,500万円

繰出金（9.1％）
34億5,433万円

補助費等（7.5％）
28億5,534万円

農林水産業費

地方譲与税（1.4％）
５億4,729万円

その他（1.3％）
５億1,750万円

その他

総務費

令和３年度

財政課財政係☎㉒８６３４
（市役所４階）

43億9,438万円（11.5%）

費

公債費

令和３年度一般会計当初予算は
３８１億２１１７万円となり︑前
年度と比較して５億４４２０万円
増加しました︒その大きな要因と
して︑公共土木施設や農林業用施
設などの災害復旧事業費が 億４
２１１万円増加しました︒

27

13

教育費

歳入

129億922万円（33.9％）

一般会計の歳入は︑市で賄う自
主財源が ・９％︑国や県からの
交付金などの依存財源が ・１％
となっています︒
市税については︑新型コロナウ
イルス感染症の影響による減額を
見込む一方で︑ふるさと納税の水
郷ひた応援基金をはじめとする基
金の活用や市債の増額によって︑
財源の確保を行っています︒

民生費

歳出

﹁目的別﹂と﹁性質別﹂のグラ
フは︑共に一般会計の歳出を表し
たものです︒
豪雨災害からの復旧・復興︑新
型コロナウイルス感染症対策とし
ての事業継続支援︑地方創生への
取組みに必要な経費などを確保し
ました︒
性質別で前年度の当初予算と比
較すると︑災害復旧事業費が 億
４２１１万円の増額︑物件費が２
億７１６７万円の増額となる一方
で︑普通建設事業費が７億３６７
４万円の減額︑補助費等が１億２
４５５万円の減額などとなってい
ます︒

目的別

【令和３年度一般会計当初予算案】

381億 2,117 万円
繰入金（2.7％）
10億2,137万円

諸収入（2.2％）
８億4,462万円
使用料及び手数料（1.7％）
６億4,976万円
繰越金（0.5％）
２億円

源

その他（1.8％）
６億7,044万円
地方交付税（29.9％）
114億円

性質別
用 語 説 明

収益的支出

13億4,929万円

73億7,199万円

資本的収入

１億7,877万円

診療所事業

１億4,001万円

資本的支出

５億5,178万円

給水施設事業

１億1,489万円

介護保険

住宅新築資金等貸付事業
情報センター事業
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192万円
５億3,701万円

下水道事業会計

予算額

収益的収入

20億2,799万円

収益的支出

20億280万円

資本的収入

８億4,266万円

資本的支出

13億139万円

て行う様々な支援に必要
な経費
公債費

事業を行うために借りた
お金（市債）の返済（元
金・利子）などの経費

普通建設事業費

学校や施設、道路の新・
増設などに要する経費

拠出に必要な経費
災害復旧費

土砂崩れなど、災害が起
きたところの原状復帰の
ための経費

繰出金

一般会計が特別会計など
に負担するお金

市町村が等しく事業を遂

行できるよう、国から交
付されるお金
地方譲与税

国が徴収した自動車重量

税等から市に配分され、
交付されるお金
分担金及び負担金

▼

▼

地方交付税

▼

▼

補助金の交付や負担金の

ばこ税などの税金

市町村が行う特定の事業

に対して国又は県から交
付されるお金
市債

▼

９億1,379万円

高齢者や児童などに対し

補助費等

市民税、固定資産税、た

国・県支出金

市の借入金で、償還が

１年を超えて行われるもの
繰入金

▼

14億1,296万円

どに要する経費

▼

収益的収入

旅費、施設の維持管理な

市税

基金として積み立ててい
たお金を取り崩して収入
とするお金

▼

予算額

▼

水道事業会計

▼

予算額
83億9,993万円

後期高齢者医療

7

員の報酬など
扶助費

▼

国民健康保険

職員や特別職の給与、議

▼

道事業会計があります。

▼

▼

特別会計は、特定の事業を行うために一般会計と区別して設けられています。日田市には７つの特別会計と水道・下水
特別会計

人件費

【歳入】
物件費

▼

【歳出】

【令和３年度特別会計・企業会計当初予算案】

地方公共団体等の事業で

利益を受ける人に負担し
てもらうお金
2021. 4. 1
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ＬＩＮＥで簡単！便利な

2 LINE

あなたに合わせた役立つ

機能！

情報をお届け

日田市公式ＬＩＮＥ「ひたふる」でできること
１

HP/LINE
Renewal
リニューアル
地方創生推進課シティセールス係☎㉒８６２７（市役所６階）

欲しい情報だけ受け取れる

イベント・キャンペーン、募集、子育て・教育など
の生活に密着した情報の中から、選択した情報だけ
を受け取ることができます。

ホームページとLINEが

市公式

ほかにも…

ごみ収集日を事前に通知
ごみの日通知設定を行うと、ごみの日を事前に通
知します！

メイン画面から
受信設定をタップ

４月１日から市公式ホームページとＬＩＮＥがリニューアルしました！
そこで、何が新しくなり、分かりやすくなったかを皆さんにお伝えします。是非、便利になったホームページと
ＬＩＮＥを活用し、市からの情報をいち早くＧＥＴしてください。

1 ホームページ

新しく変わったところ

表示がこのように変わります！

ナビゲーション

ごみの日通知設定
はここをタップ

❶

❷

２

市内で見つけた損傷はＬＩＮＥですぐ報告

３

災害時モード

市が避難を呼びかけた際は、メイン画面が災害時モー
ドに切り替わります。

❸
パソコン・タブレット

スマートフォン

❶検索、市役所までのアクセ
ス、日本語から多言語に変
換ができる
❷カテゴリ分類された表示
❸情報発信ツールである市公
式SNSをクリックすると、
それぞれ見ることができる

□シンプルで分かりやすく！
ア イコンで表示することで
直感的に分かるものに

▲

市内で見つけた河川・公園の損傷をＬＩＮＥを使っ
て、すぐ市に報告できます！

ナ ビゲーションがどのペー
ジにも表示されます

▲

お住まいの地区を入力後、欲しい
情報にチェックを入れて送信して
ください。

□必要な情報を探しやすく！

❶ メニューの損傷報告をタップ
❷ 報告する内容を選択
❸ 損傷箇所を撮影してＬＩＮＥで報告

受信設定から「お住まいの地区」
を登録してください！お住まいの
地区の避難情報をお届けします。

詳しい操作方法等詳細は、市ホーム
ページ（右記二次元コード）をご確
認ください♪

まずは友だち登録！

市ホームページには
市から皆さんに伝えたい情報が
随時更新されています！
「広報ひた」では載せることができない
詳細な情報も見ることができます！
リニューアルしたホームページを
たくさんご活用ください！

１ 「二次元コード」で登録
友だち追加→二次元コードを選択し、カメ
ラで右記二次元コードを読み取る。

２ 受信設定を！
新しく友だち追加した人も、すでに日田市を
友だち登録している人も受信設定を行ってく
ださい♪

9
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友だち登録してね

◀左記二次元コードから市公式ホーム
ページをご覧ください。

コロナ情報や大事な情報は
ここに表示されます。緊急
の場合は□よりも上に表示
され、目立つようになりま
した。
□スマートフォンでも探しやすく！

▲この３つの機能が必ず表示
されます
メニューには上で説明した
カテゴリ分類が表示されま
す。検索もすぐでき、今ま
でより使いやすさがＵＰし
ました。

※「日田市公式ＬＩＮＥひたふる」では、個人情報を取り扱っ
ていないため、個人情報が流出することはありません。
2021. 4. 1
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新型コロナウイルスワクチン接種情報③
新型コロナウイルスワクチンの効果とは？

新型コロナウイルスワクチンは、発症予防効果などが見込まれ、結果として新型コロナウイルス感染症の感染拡大を
抑え込むことが期待されています。ワクチン接種は、あなた自身を守るだけでなく、大切な家族や社会全体を守ること
にもつながるため、市民の皆さんに受けていただくようお願いしています。
※接種は強制ではなく、予防接種の安全性や有効性を理解した上で希望する人に受けていただきます。

再建築価格 × 経年減点補正 ＝ 理論評価額
Ｈ30基準
変動
Ｒ３基準

20,000,000 × 0.8769 ＝ 17,538,000
↓1.07倍

↓0.0369減少
（約0.96倍）

21,400,000 × 0.8400 ＝ 17,976,000

！

発症を防ぐ効果が
認められています

今回承認された新型コロナワクチン（ファイザー社製）は２回の接種
によって、95％の有効性で発熱やせきなどの症状が出ること（発
症）を防ぐ効果が認められています。

医療機関の負担を減
らすための重要な手
段になります

日本では新型コロナウイルス感染症によって、令和３年１月末までに
６千人以上が亡くなり、３万人以上が入院しています。こうした状況
の中、多くの人に接種を受けていただくことで健康を損なうリスクを
減らし、それによって医療機関の負担を減らすことが期待されていま
す。

どんなワクチンでも
副反応が起こる可能
性があります

一般的にワクチン接種後は、ワクチンが免疫をつけるための反応を起
こすため、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反応」が生じる可
能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は極めて
まれではあるものの、ゼロではありません。

今回承認されたワクチンの国内治験では、２回のワクチン
接種後に右記の症状が認められています。
※これらの症状の大部分は、接種後、数日以内に回復しています。

疲労・倦怠感
約60％
出典：ファイザー社ホームページ

ワクチンに含まれる成分に対する急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーの発生頻度は、アメリカで20万人に
１人程度と報告されています。日田市での接種は、ワクチン接種後15〜30分経過を見て、万が一アナフィラキシーが
起こってもすぐに対応できるよう、日田市医師会等と連携し、医薬品の準備や救急体制を整えていきます。
※最新の国内の接種情報や副反応の報告は、市ホームページからアクセスできます。

基本的な感染対策を
続けましょう

ワクチンを接種しても、他人への感染をどの程度予防できるかはまだ
わかっていません。このため、引き続きマスク着用・手洗い・３密回
避といった基本的な感染対策へのご協力をよろしくお願いします。

24時間対応の相談窓
口を開設しています

【大分県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口】
電話番号：☎０９７‐５０６‐２８５０
受付時間：24時間対応（年中無休）

接種スケジュール（予定）
接種券
（クーポン券）発送

高齢者施設入所者
接種（特養・老健）

高齢者接種
（65歳以上）

一般接種
（65歳未満）

↑発送準備中（４月１日時点）

▲詳細はこちら

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）
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月額は令和２年度年税額の
12分の１（１か月）相当額

令和３年度の国民健康保険税額から仮算定で決定した税額（４〜６月分）を差し引いて
各期に分割した額

※100円未満は切捨て。

※各納期に生じた100円未満の端数は、その端数の合計を本算定後の最初の納期の税額に合算します。

15
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災害に関するお知らせ
・過去に県警等から電話機を貸与さ
れたことがない人
・同一世帯に属する人が︑市税を滞
納していないこと
■補助対象 特殊詐欺等防止機能付
き電話機及び機器
※対象機器か確認する必要があるため︑
購入前に必ず左記にご連絡ください︒

■補助額
対象経費の３分の２︵上限１万円︶
市民課生活安全係
☎ ８２０４︵市役所１階︶

雨水の有効活用で
エコな暮らしと減災を！

税︵及び地方消費税︶の申告期限・
納付期限を延長します︒
■申告・納付期限 ４月 日㈭
さい︒

※詳細は日田税務署にお問い合わせくだ

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︶

︻予約制︼マイナンバーカード

申請・受取りができます

※北側玄関をご利用ください︒

マイナンバーカードの申請や受取り
が左記の時間外にできます︒前日ま
でに予約をしてください︒
■とき
月 日㈭・ 日㈬
午後５時 分〜７時 分
■ところ 市役所１階 市民課

付は行いませんのでご注意ください︒

※マイナンバー以外の各種証明書等の交

マイナンバーお問い合わせダイヤル
☎ ８３０３︵市役所１階︶

清掃センター日曜開設日

※大山町の最終処分場は開設しません︒

清掃センターは︑毎月第３日曜日に
も開設しています︒
■日曜開設日
月 日︑ 月 日︑ 月 日︑
月 日︑ 月 日︑ 月 日︑
月 日︑ 月 日︑ 月 日︑
令和４年 月 日︑令和４年 月
日︑令和４年 月 日

■「林業振興課基盤整備係」を新設
林業振興課基盤整備係☎㉒８３６２（市役所３階）

分〜午後４時

■「企業立地推進室」を廃止し
「商工労政課企業立地・雇用労働係」に統合
商工労政課☎㉒８２３９（市役所３階）

■受付時間
午前 時

■「総務部情報統計課」を
「企画振興部情報統計課」に変更
■「情報統計課デジタル推進係」を新設
企画振興部情報統計課☎㉒８２６０（市役所６階）

※ ８月︑ 月︑３月の開設日は第３日曜日

て分別・搬入をお願いします︒

※﹁家庭ごみの分け方・出し方﹂に沿っ

※正午〜午後１時までは昼休み︒

30

０１１１

ではありませんのでご注意ください︒

清掃センター☎

こども未来課子育て支援係
☎ ８３１７︵市役所１階︶

ださい︒

下記二次元コードをご覧く

※詳細は市ホームページ又は

連絡ください︒

す︒登録いただける場合は︑左記にご

※登録店舗の募集は︑随時行っていま

■対象店舗 ダイレックス日田中央
店︑ドラッグストアモリ︵田島
店・日田店・日田駅前店・日田友
田店・日ノ隈店︶︑ドラッグセガ
ミ日田店
■利用方法 購入金額に対するクー
ポンを店舗に渡してください︒１
回の利用で複数枚使えますが︑お
釣りは出ません︒端数は現金でお
支払いください︒

と表示されているものは対象外です︒

※種類別名称﹁牛乳︑加工乳︑乳飲料﹂

４月から﹁おおいた子育てほっと
クーポン﹂でおむつ・ミルクが購入
できるようになりました︒

おむつ・ミルクの購入が追加

おおいた子育てほっとクーポン

健康・福祉

㉓

被災家屋等の解体に伴う
費用を助成します
令和２年７月豪雨で被災した家屋等
を生活環境保全上︑解体する必要が
ある場合︑解体︑運搬︑処分に要す
る費用の一部を市が助成します︒
■補助対象
り災証明で﹁全壊・大規模半壊・
半壊﹂と判定された住家・非住家
■補助費用 解体費︑運搬費︑処分費
※解体・撤去の内容によっては対象外と

日㈫

なる場合があります︒

８月

※申請期限までに解体を完了

■申請期限
する必要があります︒
※詳細は市ホームページ︵右記二次元
コード︶をご覧になるか︑左記にお問
い合わせください︒

環境課生活環境係
☎ ８２０８︵市役所２階︶

お知らせ

雨水貯留槽︑雨水浸透ます︑雨水浸
透管を設置する人に設置費用の一部
を補助します︒貯めた雨水は︑庭木
への散水や打ち水︑災害時の非常用
水などに利用できます︒多発する集
中豪雨に対し︑雨水の流出を抑える
ために取り組んでみませんか︒
■対象 日田市公共下水道事業計画
区域内の宅地又は雑種地
■申請方法 申請書に必要事項を記
載の上︑添付資料を添えて左記に
提出又は送付
※予算に限りがあります︒必ず事前にお
問い合わせください︒

上下水道局施設工務課下水道係
☎ ８１０２︵市役所５階︶

税務署からのお知らせ
申告所得税︵及び復興特別所得
税︶︑贈与税及び個人事業者の消費

■「地方創生推進課創生推進係」を廃止し
「地方創生推進課創生企画係」に統合
地方創生推進課☎㉒８２２３（市役所６階）
８

●市役所の組織が変わります
26 19 20

２

12

15

30

12 ９ ６
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特殊詐欺防止機能付き
電話機の設置費用補助
特殊詐欺等防止機能付き電話機及び
機器を設置する人を対象に︑購入費
用の一部を補助します︒
■補助要件
・市内に住所を有し︑かつ居住して
いる人
・満 歳以上の人のみで構成される
世帯に属する人

28
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■「こども未来課子育て政策係」を新設
■「こども未来課家庭支援係」を廃止し
「こども家庭相談室こども家庭相談係」を新設
こども未来課子育て政策係
☎㉒８３１７（市役所１階）
こども家庭相談室こども家庭相談係
☎㉒８２９２（市役所１階）
㉒

㉓

㉒

４

㉒

10 ７ ４
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㉒

㉒
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国民年金保険料が変わります
国民年金保険料は︑納め忘れがある
と将来受け取る年金が少なくなった
り︑年金を受けとれなくなったりす
る場合があります︒納付には︑便利
な口座振替やクレジットカード納
付︑お得な前納制度もありますの
で︑是非ご利用ください︒
■４月からの国民年金保険料
１万６６１０円︵月額︶
日本年金機構日田年金事務所
☎ ６１７４
健康保険課国保・年金係
☎ ８２７１︵市役所１階︶

成人の風しんワクチン接種
に対し助成金を支給
■対象者 次の要件を全て満たす人
①接種日時点で 歳以上 歳未満の
人で︑市に住民登録をしている人
②接種前に風しん抗体価検査を受け
た人
③令和３年４月１日〜令和４年３月
日までに接種した人
※ 昭和 年４月２日から昭和 年４月１日
の間に生まれた男性は︑追加的対策の風
しん抗体検査 を 受 け る 必 要 が あ り ま す ︒

■助成回数 １人につき１回のみ
■助成金額
①麻しん風しん混合ワクチン接種
上限５千円
②風しん単独ワクチン接種
上限３千円
※実際に支払った額と右記を比較し︑低
い金額を助成します︒申請書︑抗体価

咸宜園・廣瀬淡窓等の
研究活動を奨励します
研究奨励事業の募集を行います︒
■研究課題
①廣瀬淡窓︑咸宜園︑咸宜園門下生
及び私塾・学校などをテーマとす
る歴史・文化について︑幅広い分
野での個人の研究活動
②の1
①の課題を含む市内在住・出身者
による日田市域の近世から近代に
かけての歴史・文化を中心とした
個人の研究活動
②の２
咸宜園門下生子孫による咸宜園に
関する研究活動
■対象者︵応募資格︶
日本在住の研究者︵大学院生を含

検査の結果表の写し︑領収書の写しを
左記に提出してください︒

■申請期限 令和４年３月 日㈭
健康保険課保健医療係
☎ 8370︵市役所３階︶

介護資格取得予定の人を応援
次の研修を受講した人に対し︑受講
料の一部を助成しています︒
①介護職員初任者研修
②介護職員実務者研修
■対象者
・日田市内に住民票を有する人
・市税の滞納のない人
■対象となる経費
受講料︵テキスト代含む︶
■助成金額
①対象となる経費の６割以内
②対象となる経費の８割以内
■申請期限
①研修修了日から起算して６か月以
内︵一次助成︶
② 研修修了日の属する月の翌々月末まで
※詳細は左記にお問い合わせください︒

長寿福祉課介護保険係
☎ ８２６４︵市役所１階︶

②︵前期︶６月 日から３か月
︵後期︶ 月 日から３か月
原則毎週月・水・金曜の全 回
午後６時 分〜９時 分
特別養護老人ホーム日田園
︻介護職員実務者研修︼
③ ６月９日〜８月 日の期間中８日間
午前９時〜午後４時
特別養護老人ホーム日田園
■受講料
① ８万４１２４円︵テキスト代含む︶
② ６万６８７１円︵テキスト代含む︶
③無資格者９万円︵テキスト代別︶

②

人

③

人

※所持資格によって異なります︒

■募集数
① 人

①日田地域福祉事業所虹の家
☎ ５０１１
② 日田園介護職員初任者研修事業係
☎ ３５３５
③ 中津総合ケアセンターいずみの園
☎０９７９︲２３︲１６１６
長寿福祉課介護保険係
☎㉒８２６４︵市役所１階︶

※詳細は左記にお問い合わせください︒

ます︒

※各申込書は左記①〜③に備え付けてい
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介護職員初任者・介護職員
実務者の研修受講者募集
市内で活動するボランティアグルー
プや福祉団体等の活動を支援するた
めに助成金の公募を行います︒
■助成内容
令和４年度の活動に要する物品な
ど直接的な経費

地域助成事業

定し︑公証する技能の国家検定試験
が行われます︒
■申込期間
月 日㈪〜 日㈮
■申込方法
左記に備付けの申込用 紙を大分県
職業能力開発協会に申込

日田市共同募金委員会

介護資格取得のため研修を行います︒
■とき・ところ
︻介護職員初任者研修︼
① ５月 日〜７月 日の期間中 日間
午前９時〜午後４時
日田地域福祉事業所虹の家

日㈮

※郵送の場合は当日消印有効︒

門下生の子孫
■募集期限 ４月

■選考方法
咸宜園教育研究センター内に設置
する審査会で選考
※選考結果は６月下旬頃に本人宛に文書
で通知します︒

■採用予定件数
研究課題①・② 各１件程度
■研究奨励費
①1件 万円以内
②1件 万円以内
※詳細は市ホームページをご覧ください︒

咸宜園教育研究センター
☎ ０２６８︵水曜日休館︶

前期技能検定試験
働く人たちの技能を一定の基準で検

業能力開発協会にお問い合わせください︒

※ 職種︑試験実施日等については︑大分県職

大分県職業能力開発協会
☎０９７︲５４２︲３６５１
商工労政課企業立地・雇用労働係
☎ ８２３９︵市役所３階︶

タウン情報
お年寄りが住みやすい環境を
お届けします
□対象
旧日田市在住の 歳以上の高齢者

■助成対象
市内で活動する福祉分野のボラン
ティアグループ︑団体︑ＮＰＯ法
人 等
■助成金額 １件 上限 万円
■申請方法
申請書に必要事項を記入の上︑左
記に提出
■申請期限 ５月 日㈪
※詳細は左記にお問い合わせください︒

日田市共同募金委員会事務局
︵日田市社会福祉協議会内︶
☎ ７０２６

募集・試験
令和３年度咸宜大学受講生
咸宜大学とは︑日常生活を清く正し
く過ごすといった﹁日々是好日﹂の
理念の下︑高齢者の生涯学習とし
て︑毎月１回の全体講座︵健康・歴
史・音楽等︶やクラブ活動︵合唱・
俳句・短歌・俳画・吟詠・歌謡・パ
ソコン・健康︶等を開催しています︒
■受講資格
市内在住の 歳以上の人
■受講期間
５月〜令和４年３月
■入学金
年間２５００円
■申込先
左記に入学金を添えて申込み
※講座の内容や詳細は左記にお問い合わ
せください︒

社会教育課生涯学習推進係
☎ ６８６８︵アオーゼ内︶

で単身者及び高齢者のみの世帯の
人
□工事内容
軽微な改善︑修理︑介護保険対象
工事︑その他
□申込期限 ４月 日㈮
※申込受付後︑対象者に連絡します︒

高齢者住宅環境整備研究会事務局
☎０8０︲8421︲６032
一緒に器楽を楽しみませんか
一緒に器楽をやってくれる社会人メ
ンバーを募集します︒
□とき
毎週木曜日
午後７時 分〜９時 分
□ところ アオーゼ 音楽室
ひた器楽サークル︵伊藤︶
☎０９０︲３３８２︲６７６１
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毎年４月27日は「哲学の日」です。紀元前399
年 のこの日、古代ギリシアの 哲 学 者ソクラテス
が時の権力者から死刑宣告を受けて、刑の執行
として獄中で毒を飲まされて亡くなったことに
由来するとされています。ソクラテスは倫理学
（道徳哲学）の祖であるといわれています。倫
理学とは「人はどう生きるべきなのか」、「正
しい行いとはどういったものか」といった疑問
について研究する哲学の分野の一つです。
そんなソクラテスの哲学を表すものに「無知
の知（不知の知）」という言葉があります。こ
れは「知らないということを自覚する」という
意味で、ソクラテスが当時、知恵者とされてい
た人たちと対話する中で「知らないことを知っ
ていると思い込んでいる人々よりは、知らない
ことを知らないと自覚している方が、知恵の上
で少しばかり優っている」と気づいた体験から
来たものです。
これは、様々な人権問題について考える際も
参考とすることができるのではないでしょう
か。例えば「性的少数者」という言葉は知って
いても、自分の周囲にいないと思い込んでいる
と、ふとした瞬間に何気ない言動が当事者を傷
つけてしまうかもしれません。また、障がいの
ある人と接する際にも「車いすを使っている人
にはこの対応」、「視覚障害のある人にはこの
対応」といったように、マニュアル的に接して
しまうと適切な配慮ができない場合もあるので
す。
このように「解ったつもり」、「マニュアル
通り」の対応をするのではなく、「この人が
今、本当にしてほしいことは何だろう」と考え
対応した方が、より適切な配慮ができるのでは
ないでしょうか。
「哲学」と聞くと難しく聞こえてしまいます
が、日頃の人権に対する自分の理解がうわべだ
けのものになっていないか、見つめ直す機会に
してみるのはいかがでしょうか。
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む︶︑市内在住・出身者及び咸宜園
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まちの話題
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日田

天瀬

天瀬町の誇りを忘れない

２月11日から14日の間、天瀬町のホテル成天閣
で、地元住民から寄せられた写真を展示したあまが
せ写真公募展「みらいアルバム」が開催された。活
気のあった天瀬町の誇りを胸に復興を推進しよう
と、天ヶ瀬温泉未来創造協議会が主催したもので、
懐かしい里山の風景や川辺の風景、天ヶ瀬温泉街の
町並みなどの写真、約500枚の作品が展示された。

磁力を帯びた岩を発見！

天瀬町湯山の顕徳坊尊で、磁力を帯びた岩が見つ
かった。以前、磁力を帯びた岩の話を聞いたことが
あった住民が、顕徳坊尊の岩に方位磁石をかざした
ところ針が反応して磁力があることを確認した。地
元は新たなパワースポット誕生に期待をしている。
顕徳坊尊は、標高500メートルほどの高台に位置
し、毎年４月には顕徳坊尊祭りが開催されている。

オーダーメイド移住宿泊体験

２月14日、移住希望者の要望に応じたオーダーメ
イド移住宿泊体験が行われた。農業をゼロから学び
たいという石垣市からの若者世帯の要望に合わせ、
農事組合法人などから説明を受けたあと、農地付き
の空き家バンク物件を見学。地域の人や先輩移住者
と交流して移住前から人のつながりを作り、移住後
もなじみやすい環境づくりを心掛けている。

時代や世代を超えて − アートを楽しむ

市制80周年を記念し、「岩澤重夫と現代美術の世
界〜郷土がつなぐ未来のカンバス」と題した特別企
画展が、１月17日から２月14日までアオーゼで開催
された。会場には、岩澤画伯の日本画や日田三隈高
校美術部員の油彩画などのほか、映像などを用いた
現代美術作品が展示され、訪れた人たちは多彩な作
風の作品に熱心に見入っていた。

前津江

©諫山創／講談社

新たなる旅立ちにエール

３月５日、前津江中学校の卒業式が行われ今年は
２人が卒業した。卒業式後、地元有志が運営する憩
いの杜「やませみ」が、シカ飯のおにぎりなど地元
の食材を使って、卒業生をもてなした。やませみの
スタッフは「前津江で育ったことを誇りに思い、高
校生になっても頑張ってほしい」と卒業生の新たな
旅立ちにエールを贈った。
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良質な炭 完成！

２月８日、出野地区（田代）で焼きあがった炭
を、有志が集まり取り出しを行った。炭は地球環境
を守る優れたアイテムとしても注目されている。窯
の中は薄暗く、すすが舞い、まるでサウナのような
熱で、炭を出す人は汗だくで作業を行った。出来上
がった炭同士がぶつかると甲高い音が響き、良質な
樫の木の炭が出来ていることが確認できた。

完成！日田駅前にリヴァイ兵士長

３月６日、日田駅前広場に『進撃の巨人』のリ
ヴァイ兵士長の銅像が完成し、除幕式が行われた。
この銅像のデザインは、『進撃の巨人』作者で大山
町出身の諫山創先生のご協力のもと、オリジナルの
描き下ろしデザインとなっている。完成したリヴァ
イ兵士長の銅像は、日田に訪れる人たちを日田駅前
で出迎えてくれる。

新型コロナワクチン接種シミュレーション

２月20日、新型コロナウイルスワクチン接種のシ
ミュレーションがアオーゼで行われた。日田市医師
会と市の共催で、約110人が参加。会場では被接種
者が、受付→予診→接種→接種済証交付→経過観察
の順で進み、最後が２回目の予約という流れで行わ
れた。今後は、このシミュレーションを生かして、
円滑な接種が行えるよう準備を進めていく。
2021. 4. 1
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まちの話題
中津江

大山

「先生」は地域の先輩！

平和と繁栄を願って

大山小・中学校小グラウンドでオリーブ植樹実行
委員会による植樹が行われた。大山町では平成25年
から大山小学校の６年生がイスラエルの小学生と文
通事業を行っている。今回は、国際交流に関心を
持ってもらおうと、イスラエル大使館から２本のオ
リーブの苗木が贈られた。「平和の木」「繁栄の木」
と命名され、イスラエルとの友好のシンボルとなった。

２月10日、津江中学校の２年生７人が郷土料理作
りに挑戦した。この日のメニューは、とっきん寿司
とけんちん汁。指導したのは中津江の食生活研究グ
ゆうさいかい
ループ「友菜会」の皆さんで、10年以上前からこの
調理実習に協力している。生徒たちは「小さく切る
と食べやすいよ」「上手、上手！」などと声を掛け
てもらいながら、材料の切り方から味付けまで丁寧
に教わった。
津江中学校では「地域とともにつくる学校」の運
営に取り組んでいる。今回も、地域の多様な人材に
協力してもらいながら、生徒たちの成長を育む授業
となった。生徒からは「とてもおいしかった」「ま
た作ってみたい」などと楽しそうな声があがってい
た。

こんなに大きくなりました！

２月13日、おおやまこども園で生活発表会が開催
された。今年は新型コロナウイルス感染症対策のた
め、保護者が密にならないよう、年齢別に３部構成
に分けて行われた。園児たちはお気に入りの衣装に
身を包み、劇やダンスなど本番に向けて練習してき
た成果を精一杯出し切っていた。園児たちの成長し
た姿に、保護者からは大きな拍手が送られた。

上津江

互いの技を競い合う！

２月27日、広川運動広場で「第15回上津江体育協
会長杯ゲートボール大会」が開催された。約20人が
４チームに分かれて６試合を行い、メンバーが協力
し合って作戦を考えながらチームプレーを楽しんで
いた。普段は町内２か所の練習場で週１回程度の練
習を行っている。久しぶりの集まりに笑顔あふれる
大会となった。
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地元の災害リスクを再確認

２月24日、住民自治組織「活き生きかみつえ」主
催で「日田市体験型防災プログラム事業」講演会が
つるなりよしひさ
上津江体育館で開催された。大分大学の鶴成悦久准
教授からドローンで撮影した令和２年７月豪雨災害
の現場映像とハザードマップをもとに、災害リスク
や避難行動について説明を行った。参加者が早めの避
難の重要性を再認識することができた。

山里に春到来

桃の節句を祝う催しとして、鯛生金山で雛人形の
展示が３月21日まで行われた。展示されたのは、市
内の杖立地区などから提供された複数の大きな雛段
飾りで、訪れた観光客を出迎えていた。鯛生金山で
は、この他にも地元産の山菜等を使った料理の提供
をはじめ、オリジナルの土産物を準備するなど、本
格的な春の観光シーズンを迎えている。

中津江の「宝物」を再発見

中津江むらづくり役場では、観光や産業の振興に
取り組む「つくる部会」の皆さんが、地元の貴重な
資源を再発見する活動を行っている。２月７日は丸
蔵自治会を訪れ、的ほがし祭と餅搗祭で有名な宮園
津江神社などを探訪。ドローンによる空撮も行い、
今後は村内全域の情報をインターネットで紹介する
など地域づくりに生かしていく。
2021. 4. 1
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図書館に行こう

淡窓図書館 ☎㉒ ２４９７

開館時間：午前10時〜午後７時（日曜日・祝日は午後６ 時 ま で ）

大好き図書館！
いっしょによもう、いっぱいよもう

第63回こどもの読書週間

世界遺産推進室（咸宜園教育研究センター内）☎㉒０２６８

さい。

来館者の皆さんへお願い
・自宅で検温し、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。

□とき
４月10日㈯
午後３時〜
４月24日㈯
午前11時〜
□ところ
児童コーナー

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

18

16

36

新刊情報
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うみがめのおじいさん
いとうひろし／作
講談社

ひろいうみのすみからすみまでたびを
してきたうみがめのおじいさん。その
たくさんのおもいでがおじいさんのこころとからだをつ
くっていく。『おさるのまいにち』の名脇役・うみがめの
おじいさんが主人公のおはなし。

たんそうさん

に入り︑入門できました︒南冥は志
気豪放で経学・詩文ともにすぐれた
ねた
直言の人といわれたため︑妬みを買
い︑異学の禁を口実に失脚させられ
たといわれています︒その後︑長く
不遇な生活を送ることとなります︒
文化 ︵１８１４︶年に住んでい
た隠宅が焼けて︑南冥はその中から
焼死体で見つかり︑ 歳で亡くなっ
ています︒淡窓はすぐに福岡に赴き
弔問しています︒南冥の墓所は西新
の浄満寺にあり︑その時の悲しみを
えっ
詠んだ﹁南冥先生の墓に謁す﹂とい
う漢詩があります︒
淡窓は︑南冥について﹁先生︑極
めて教育に長ぜり︒けだし其の人才
を愛すること天性に出でたり︒其の
教導の術︑抑揚測り難し︒要するに
ゆうやく
其の人をして憤発踴躍自ら止むこと
能はざらしむるに在り︒﹂と︑その
教育者としての優れた資質を述べて
なら
いますが︑淡窓自身もそれに倣った
ものと思われます︒
ご
南冥の主な著書である﹃論語語
ゆう
由﹄は︑もっとも優れた論語の注釈
書の一つとされています︒また︑志
賀島で発見された金印を鑑定
し︑﹁後漢書﹂東夷伝等を引用して
その由来を説明した﹃金印弁﹄も著
しています︒

※詳細は図書館だよりや図書館に備え付けのチラシをご覧くだ

おいでよ！
おはなし会

なんめい

亀井南冥）

淡窓・咸宜園と交流のあった文人・墨客たち⑩

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。

期間中の主なイベント
■一日図書館長（４月25日㈰ 午後１時〜２時）
市内の小学校の６年生２人が一日図書館長になって、
いろいろな体験をします。
■端午の節句フォトブース（５月５日㈷）
フォトブースで写真撮影をしよう。
【期間中開催】
■図書リサイクル会
■博物館連携スタンプラリー
図書館と博物館の問題に答えてスタンプをもらおう！
■小学生向け貸出しクジ
10冊借りた小学生はクジを引けます。何が当たるか
はお楽しみ！
■「春を探しに」図書館クイズ
図書館に貼ってある、春の花の図柄を探して問題に答
えよう。

−近世日本の教育遺産として−（人物編

廣瀬淡窓の師である亀井南冥は︑
福岡の儒学者として︑また︑医者︑
教育者︑漢詩人として有名です︒
淡窓は幼少の頃より南冥の名をよ
く耳にしており︑ 歳のとき︑亀井
塾に入塾することができました︒そ
のときの南冥の印象は﹁先生︑時に
き
い
歳五十五︑容貌奇偉非常なり︒
︵略︶眼光人を射ることを覚ゆ︒﹂
と記しています︒亀井塾で主に経
しょうよう
書・文章は息子の昭陽に学び︑漢詩
は南冥に学んだとされています︒し
かし︑淡窓は 歳の冬︑大病にかか
りやむなく退塾しました︒
あざな
どうさい
亀井南冥は︑字を道載といい︑寛
保３︵１７４３︶年︑筑前国早良郡
ちょういん
姪浜浦︵福岡市︶の医師亀井聴因の
そ ら い
長男として生まれました︒初め徂徠
学を学び︑次いで大坂で医学と儒学
を学び︑福岡で医業の傍ら私塾を開
いていましたが︑ 歳のとき福岡藩
の儒員に抜擢されます︒福岡藩は︑
天明４︵１７８４︶年に︑朱子学派
しゅうゆうかん
の東学問所﹁修猷館﹂と徂徠学の西
かんとうかん
学問所﹁甘棠館﹂の二校の藩校を創
設します︒南冥は﹁甘棠館﹂の学長
となりますが︑南冥の学問所の方が
圧倒的に人気があったといわれ︑私
塾の兼業も許されていました︒
ところが︑寛政２︵１７９０︶年
に幕府の寛政異学の禁が出され朱子
学が正学とされたあと︑突然に酒席
ふぎょうせき
ちっきょ
の不行跡を理由に蟄居を命ぜられ︑
学問所の任も解かれました︒私塾も
他国人の入門を禁ぜられましたが︑
げ ん ぴ
淡窓は杷木で医師の内山玄斐の養子

４月23日㈮〜５月12日㈬はこどもの読書週間です。
今年もいろいろな催しを企画しています。是非、図書
館に遊びに来てください。

世界遺産登録を目指す「咸宜園」

72

▲亀井南冥肖像画
（(公財)能古博物館
所蔵）

コラム
心の架け橋

日田市障がいによる差別を解消し誰もが心豊かに暮らせるまちづくり条例

平成31年４月に「日田市障がいによる差別を解消
し誰もが心豊かに暮らせるまちづくり条例」を制定
し、今年度で３年目を迎えます。
この条例は、平成28年に国で制定された「障害者
差別解消法」に基づく条例です。障がいがあってもな
くても、誰もがお互いに尊重しあいながら、共生する
日田市づくりを行うために制定しました。条例のポイ
ントは右記のとおりです。
今年度も引き続き、この条例に関わる市の事例をコ
ラムで紹介します。分かりやすい内容で、できるだけ
身近な話題をコラムにしていきますので「障がいによ
る差別を解消し誰もが心豊かに暮らせるまちづくり」

を一緒に考えていきましょう。

広報ひた
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豚肉のみそ漬け焼き

※社会福祉課では、障がいや障がい者への理解促進や条例
に関する出前講座を行っています。地域や会社、学校現
場など、無料で講座を行いますので、お気軽に下記まで
ご連絡ください。

豚肉には疲労回復をサポートするビタミンＢ１が多く含まれています。
４月は気温や環境の変化で疲れがたまりやすい時期なので、豚肉などの
栄養価の高い食べ物をバランスよく食べて元気に乗り切りましょう！

<作り方>

第７条 障がい者への差別および虐待を禁止します。
第８条 障がいや障がい者への相互理解を促進します。
第９・10条 社会的障壁の除去のための合理的な配
慮を提供します。
第11〜17条 トラブル解決の仕組みを作ります。

社会福祉課障害福祉係☎㉒８２９０（市役所１階）
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食生活改善推進員さんのおすすめレシピ

①たまねぎは皮をむいて薄くスライスする。
②豚肉は食べやすい大きさに切り、★の調味料に漬け込む。
③フライパンにサラダ油を熱し、豚肉を炒める。
④豚肉に火が通ったらたまねぎを加え、さらに炒める。

■材料■ （２人分）
豚もも薄切り肉
140g
たまねぎ
60g
★みそ
大さじ１/２

★しょうゆ
★みりん
★料理酒

小さじ１/３
小さじ１/３
小さじ１

★上白糖
★豆板醤
サラダ油

小さじ１
少々
小さじ１

健康保険課健康支援係☎㉔３０００（ウェルピア内）
2021. 4. 1
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子育てを応援します！
児童館・支援施設４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

８９２２

丸の内子育て支援センター

10:30〜

10日㈯ 10:30〜
●こいのぼり作り
乳 21日㈬ 10:30〜
小 24日㈯ 10:30〜

☎㉓１８９０

☎㉒ ７５６５

★うたとお話し会
６日㈫ 11:00〜11:30
★プレママクラブ
21日㈬ 13:30〜15:00
★こいのぼり制作
23日㈮ ９:30〜12:00
★リトミック
27日㈫ 11:30〜12:00

チャイルドプラザ

☎㉕５３００

★アートの日
13日㈫・14日㈬
10:00〜11:00
★ベビーマッサージ
15日㈭・22日㈭
10:00〜11:00
●お誕生会
26日㈪ 10:00〜11:00

※誕生者は９:45までに来てく
ださい。

日田市の人口
（令和３年２月28日現在）
63,839人
（前月比−94人）
・男 30,265人
・女 33,574人
■世帯数
27,448世帯

広報ひた
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4

月生まれ

れ い

𠩤岡莉未ちゃん

（１歳・吹上町）

さくら

室原咲良ちゃん

（１歳・中釣町）

ひなた

室原陽向ちゃん
（１歳・中釣町）

そうた

こうだい

加藤蒼大ちゃん

矢野皓大ちゃん

（１歳・田島町）

（１歳・北友田１丁目）

※こいのぼり制作とぴよぴよ・

ままんルームは限定10世帯。
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Happy
Birthday

〒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）

●フレンズデイ（土曜開放日）
10日㈯ 10:30〜12:00
★こいのぼり制作
14日㈬ 10:00〜12:00
13:30〜15:00
★ぴよぴよ・ままんルーム
27日㈫ 10:00〜

小 お話し会

■人口

６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。
５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。

●こいのぼり作り
小 24日㈯ 10:30〜
乳 28日㈬ 10:30〜

２９０１

ひのくま子育て支援センター

元気な日田っ子集まれ！

※母子健康手帳を持参してください。

乳 おしゃべり広場

７日㈬

☎

乳 …乳幼児対象

●お話し会
小 ７日㈬ 10:30〜
乳 15日㈭ 10:30〜
乳 すくすく相談
23日㈮ 10:00〜11:30

15日㈭ 10:30〜
16日㈮ 10:30〜
乳 ★カラーセラピー体験会
21日㈬ ９:30〜
乳 ★音あそび（療育事業）
23日㈮ 11:00〜
乳 ★母の日プレゼント制作
28日㈬ 10:30〜
☎

小 …小学生対象

天瀬児童館

乳 ★こいのぼり制作

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。

とうま

小野叶真ちゃん
（１歳・諸留町）

ゆうま

伊藤優真ちゃん

（２歳・城町１丁目）

ゆづる

諌山由弦ちゃん

（１歳・玉川３丁目）

さ ら

山本咲楽ちゃん

（２歳・下井手町）

は な

穴井葉渚ちゃん

（２歳・上城内町）

め い

梶原萌生ちゃん
（２歳・刃連町）

しゅり

じゅんぺい

矢幡珠璃ちゃん

長谷部純平ちゃん

（２歳・吹上町）

（２歳・大山町東大山）

ゆうせい

けんと

芹野友星ちゃん

庭野遣都ちゃん

（２歳・新治町）

（３歳・財津町）

３月で、まえつえ子育て支援施設は閉所しました。
各施設では、入園していなくても親子で参

加できる行事などを実施していたり、園の
見学をしたりすることができます。
認定こども園・保育園等の情報は市ホーム
ページ又は右記二次元コードからご覧くだ
さい。

「こども家庭相談室」を開設しました！
市役所１階こども未来課に、妊娠・出産・子育てに関する総合的な相談窓口ができま
した。心配なことがありましたら、ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。詳細
は右記二次元コードをご確認ください。
こども家庭相談室こども家庭相談係☎㉒８２３０（市役所１階）

2021. 4. 1
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自然 と暮 らす
自然 と遊 ぶ
自然 を愉 しむ
日田市・玖珠町・九重町では︑こ

〒877−8601

撮影したカメラマンが語る

広がるからこそ、自然から恩恵

晴らしい自然の美しさがある日

日本各地で撮影していますが、

を受けながらも、ときには対峙

田。日田在住のカメラマンとし

改めて日田の底知れない魅力を

する。人と自然の関係を背後に

て日田の美しさを伝えるお手伝

感じる撮影でした。今後も日田

感じながら撮りました。

いができたのではと思います。

を撮り続けていこうと思います。

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

印刷／尾花印刷有限会社

日田市ホームページ

現在、日田を出て東京を中心に

日田・玖珠・九重の自然の魅力

石井小太郎

後藤史成

川嶋 克

大分県日田市田島２丁目６番１号

都会で生活する人から見れば素
☎（0973）23−3111

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。

の地域を一つのアウトドア観光エ

発行／日田市

編集／地方創生推進課シティセールス係

日田・玖珠・九重で撮影した写真を展示するイベントを大分
県交流拠点「dot.」（福岡市大名）で開催。期間中トークイ
ベントも行い、都市生活者に向けて自然の魅力を発信した。

リアとして捉え︑四季折々の自然
美︑アクティビティ等の情報発信
を行っています︒
大分県西部と呼ばれるこのエリア
は︑美しい山々と川に恵まれた︑
九州を代表するアウトドアの聖地
です︒
アウトドア観光情報を継続的に発
信していくため︑３市町連携のも
と︑Ｗｅｂサイトとフォトブック
を作成しました︒
これらを通して︑自然と向き合
い︑自然の楽しみ方を再認識する
と同時に︑コロナ禍における自然
との新たな付き合い方を見つけら
れるのではないでしょうか︒
観光課観光振興係

1248

☎㉒８２１０︵市役所３階︶

広報ひた

町の起伏が激しい山々をぬって

