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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和４年９月 29日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

新型コロナウイルス感染症情報 
ー 現在の感染状況、ワクチン接種状況 ー 

 

概 要 新型コロナウイルス感染症の感染状況とワクチン接種状況をお知らせします。 

内 容 

●感染状況 ※別紙参照 

・全国的に新規感染者数は減少傾向 

・大分県においても、新規感染者数は9月中旬から1,000人を下回るようになり減少

傾向 

・県内の病床使用率は9/26時点で27.1％となっている 

・日田市の新規感染者数は過去最高の189人が確認された8/17をピークに、その後

は100人を下回るようになり、減少傾向となっている 

・県全体での感染経路は、家庭内感染と経路不明が依然として多い 

・感染者の年代は、すべての年代に分散されてきている 

・新規感染者数は減少傾向にあるが、引き続き基本的な感染対策が必要 

・新規感染者の全数届出の見直しに伴い、市ホームページで公表していた日田市内

の感染者人数については9/26で終了 

 

【感染対策のお願い】 

・常時の換気、場面に応じたマスクの着用、入念な手洗い、密の回避等、基本的感染

対策の徹底 

・会食の際は、感染対策がとられている認証店を選ぶとともに、大人数・長時間を避

ける。 

・外出の際などは、人混みなど感染リスクの高い場所は可能な限り避ける。 

 

●ワクチン接種状況 

【全体接種状況】 ※別紙参照                   

・オミクロン株対応ワクチンの接種により、重症化予防はもとより、発症予防・感染

予防効果が期待される。 

・令和3年・4年いずれも年末年始に感染の波が到来したことを踏まえ、重症化リス

クの高い高齢者等はもとより、若い方にもオミクロン株対応ワクチンによる接種

を、年末までに完了するよう取り組む。 
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【オミクロン株対応ワクチンによる追加接種（3～5回目）】 

〈対象者〉 

2回目以降の接種から5か月以上（※）経過した12歳以上の人 

（※）国は接種間隔を短縮する方向で検討しており、10月下旬までには決定する  

予定 

〈接種場所〉 

市内一部医療機関、集団接種会場（アオーゼ、市役所） 

〈ワクチンの種類〉※従来型ワクチンは今後使用しない。 

個別接種：ファイザー社２価ワクチン 

集団接種：モデルナ社２価ワクチン 

〈接種開始〉 

個別接種：10月3日から順次  集団接種：10月14日から 

〈集団接種の予定〉 

会 場 対象者 接種日 

日田市複合文化施設 

アオーゼ２階 

10月 6日予約開始 

警察職員・教職員・保育

士・60歳以上の者、基礎疾

患等 

10月 14日（金）・15

日（土） 

18歳以上の接種対象者 

10月 18日（火）～10

月 29日（土）の火曜・

金曜・土曜 

 ※11月は、毎週土曜日の午後と夜間に市役所７階で接種を計画している。 

 

【小児接種】（5歳以上11歳以下対象） 

〈接種場所〉一部医療機関 

〈努力義務〉オミクロン株流行下での新たな知見を踏まえ9月6日から努力義務が適

用された 

 

【1・2回目接種】対象：12歳以上の人 

実施医療機関：日田リハビリテーション病院（ファイザー社ワクチン） 

聖陵岩里病院（ノババックスワクチン）※10月～ 

予約受付窓口：市役所3階 新型コロナウイルス関連相談総合窓口 

        電話 22-8243、FAX 22-8315 

        時間 8：30～17：00（土・日・祝日除く）  

添付資料  無  ・  有（ 枚） 

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  ― 

問合せ 
健康保険課感染症対策係 

担当：井上・中野 ☎0973-22-8281/22-8243 
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  ― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和４年 9月 29日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

中小企業者等に対する物価高騰緊急支援を行います 

 

概要 
原油価格高騰などの影響でエネルギー関連経費が高騰し、厳しい経営環境が続く中

小企業者等の事業継続を支援します。 

内容 

高騰しているエネルギー関連経費(電気、ガス、灯油、ガソリン、軽油、重油)の影

響を受けている中小企業者や個人事業主の皆さまに対して、事業継続の支援を行いま

す。 

給付対象者：市内に主たる事業所を有する中小企業者等（法人、個人を問わず、農林

業者を含む）で、申請日以後においても事業を継続する意思があり、市

税を完納していること。※令和４年９月末までに創業した者は対象。 

支援金額：最大 20万円  

※補助率：上昇分の 1/2、1事業者 1回限り、 

1万円以上支援金額があること。 

給付対象経費：個人 令和 3年分の確定申告に用いた経費の内、光熱費(確定申告の光

熱水費から水道費を差し引いた経費)、燃料費の上昇分の 1/2      

        法人 直近の法人税確定申告に用いた経費の内、光熱費(確定申告の光

熱水費から水道費を差し引いた経費)、燃料費の上昇分の 1/2  

※国・県等の燃料価格高騰による支援を受けた又は受ける予定の者を除く。 

・タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業（国土交通省） 

・地域公共交通燃料高騰緊急支援事業（大分県） 

・社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業（大分県） 

※上記支援事業の他に、支援対象経費について、行政機関が実施する原油価格・物

価高騰に係る支援金等を受給していないこと。 

申請期間：令和４年 10月５日（水）～令和５年１月 31日（火） 

    月～金（祝日除く）9：00～16：00  

申請場所：日田玖珠地域産業振興センター ２F 大展示場 

申請方法：原則郵送 ※令和５年１月 31日（火） 必着 

※ 詳細については、別紙チラシをご覧ください。  

※ 申請方法を「Hita Tube（日田市公式動画チャンネル）」で配信します。 

問合せ ：日田市企業支援窓口 0973-22-0605 

添付資料   無  ・  有（チラシ２枚）  

市民への 

周知 
 9/30に広報にチラシ同封、同日以降に市 HP・SNSで発信、Hita Tubeで配信 

注意事項  申請及び電話問い合わせは、令和４年 10月５日からの受付です。 

問合せ  商工労政課 地域産業支援係 担当：熊谷  ☎22-8239 



日田市中小企業者等物価高騰緊急支援事業

エネルギー関連経費（電気、ガス、ガソリン、軽油、重油、灯油）高騰の

影響を大きく受けている市内の中小企業者や個人事業主の事業活動を

支援するため、支援金を給付します。

申請
期間

令和4年10月5日（水）～ 令和5年1月31日（火）
※当日必着

支援
金額

最大20万円

給付対象者

・市内に主たる事業所を有する中小企業者等。
（農林業者を含む法人及び個人事業主。）

（１）市税を完納していること。
（２）申請日以後も事業を継続する意思があること。
※令和3年1月以降創業・開業の方は、別途ご相談ください。

○以下いずれかの支援事業等を受けている場合は対象となりません。
・タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業（国土交通省）

・地域公共交通燃料高騰緊急支援事業（大分県）

・社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業（大分県）

※上記支援事業の他に、支援対象経費について行政機関が実施する
原油価格・物価高騰に係る支援金等を受給していないこと。

原則
郵送

※補助率：上昇分の1/2
※1事業者1回のみ申請
※1万円以上支援金額があること

支援対象となる経費

個人：令和3年分の確定申告に用いた経費の内、光熱費
（確定申告の光熱水費から水道費を差し引いた経費）、燃料費
法人：直近の法人税確定申告に用いた経費の内、光熱費
（確定申告の光熱水費から水道費を差し引いた経費）、燃料費

支援金
計算

（Ｒ3光熱費等×1.18※-Ｒ3光熱費等）×1/2

※Ｒ4.1月～7月エネルギー構成品目の対前年上昇率の平均



申請
方法

原則郵送で申請をお願いします

（宛先：〒877-0016 日田市三本松2丁目3-1
日田玖珠地域産業振興センター内大展示場 日田市企業支援窓口 宛）

※窓口で申請する場合は、電話予約必須 下記番号へ事前に予約してください。

提出書類 ※申請内容・要件等の確認のため、追加資料の提出をお願いする場合があります。

①中小企業者等物価高騰緊急支援金給付申請書兼実績報告書兼請求書、経費内訳書

※様式は市のホームページからダウンロードできます。

②事業実態を証する書類：営業許可証、開業届

③青色申告の場合（令和3年分）：確定申告書Ｂ、青色申告決算書

白色申告の場合（令和3年分）：確定申告書Ｂ、所得税収支内訳書

確定申告の義務がない場合（令和3年分）：市県民税申告書、市県民税申告収支内訳書

④令和3年分の光熱費、水道費、燃料費が確認できる書類：補助元帳 など

⑤振込口座が確認できる書類：通帳の写し（本人名義）

⑥本人確認書類：運転免許証の写し、マイナンバーカードの写し など

【問い合わせ先】
日田市企業支援窓口（日田玖珠地域産業振興センター内）
TEL:22-0605 FAX:22-0606 
令和4年10月5日から 月～金（土日祝日除く）9：00～16：00
窓口にお越しの際は をお願いします。（駐車台数に限りあり）

個人

法人

①中小企業者等物価高騰緊急支援金給付申請書兼実績報告書兼請求書、経費内訳書

※様式は市のホームページからダウンロードできます。

②事業実態を証する書類：履歴事項全部証明書（営業許可証は不可）

③確定申告書別表第一(直近の決算期）、法人事業概況説明書（表裏両面）

④直近決算期の光熱費、水道費、燃料費が確認できる書類：総勘定元帳、仕訳帳 など

⑤振込口座が確認できる書類：通帳の写し（法人名義）

日田市ＨＰ

事前に電話予約

※自宅兼店舗の場合は、支援対象経費（表面記載）合計額の3分の２が支援対象となります。

ただし、確定申告の際に按分して申告をしている場合は除きます。



6 
 

― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和 4年 9月 29日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

ジョブカフェおおいた「日田市企業合同就職説明会」 

 

概要 

「日田市企業合同就職説明会」は、市内で求人を予定している企業と市内での就

職を希望する求職者の皆さんや、ＵＩJ ターンで日田市に移住を考える方、大学等

を卒業予定の方を対象に、スムーズな就職活動と良好な雇用関係をお手伝いする場

として開催します。 

内容 

【日   時】令和４年 10 月 16 日（日） 

          午前の部：10：00～12：00 

       午後の部：13：30～15：30 

       ※30 分前から受付開始。 

【場   所】市役所 7 階 中・大会議室 

【面談事業所】日田市内で求人予定がある事業所：46 社（別紙） 

※事業所ごとに面談スペースを用意します。 

※チラシは 28 社程度となっていますが、９月 15 日現在参加 

事業者は 46 社です。参加事業者は別紙をご覧ください。 

【参 加 者】市内での求職者もしくは転職者、ＵＩJ ターンを考えている方、大

学等を卒業予定の学生（保護者のみの参加も可能） 

       ※雇用保険受給者の参加者は、求職活動実績になります。 

【主   催】ジョブカフェおおいた日田サテライト 

【共   催】日田市、日田商工会議所、日田地区雇用協議会 

【後   援】ハローワーク日田 

 

※商工ニュース（9/15 号）に掲載。 

公共施設ポスター掲示及びチラシ配布 

               市内公共施設、九州管内の大学、大分県福岡事務所等 

添付資料   無  ・ 有（ 2 枚）チラシ・参加事業所一覧 

市民への周知  自治会チラシ配布（広報ひた 10 月 1 日号）、市ホームページ、SNS ほか 

注意事項 
新型コロナウイルス感染症の影響により、延期または中止する場合もありま

す。 

問合せ  商工労政課 企業立地・雇用労働係 担当：猪原  ☎ 0973（22）8239 
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R４日田市企業合同就職説明会 参加事業所一覧 

 

会場 № 午前 午後

1 九州電工(株) 河津建設(株)

2 (株)東豊開発コンサルタント (有)道路施設

3 水明グループ【(株)水明テクノス・(株)水明】 (株)大日

4 新和リファイン(株) (株)HK企画

5 (株)アーテック アンテナサポート(株)

6 道路企画(株) 特別養護老人ホーム　喜楽苑

7 (株)平成建設 （医）秋水堂 　【若宮病院】

8 （福）福寿会　日田園 特別養護老人ホーム　花月園

9 （医）百花会　上野公園病院 (福）すぎのこ村

10 (株)マルモ　（森の棲家） 木構造システム(株)

11 三隈工業(株) ベストリビング(株)

12 (株)高畑 (株)エフバイオス

13 (株)マルエイ 日田木材協同組合

14 (株)日田中央木材市場 (株)オートリサイクルナカシマ

15 (有)カードクター・フカミ 日田バス（株）

16 (株)モンリク (株)NBSロジソル

17 日産プリンス大分販売(株) (株)西南レンタル

18 (株)リード アクサ生命保険(株)

19 (株)シンリョウ薬品 富士フィルムBI大分(株)

20 (株)おそうじバスターズひた (株)日田ビル管理センター

21 (株)オートポリス （一財）中津江村地球財団　（鯛生金山）

22 (株)電通プロモーションプラス (株)地元新聞社

23 光興産(株) (株)想夫恋

大
会
議
室

中
会
議
室
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    ― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和４年９月 29日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

令和４年度大分県・西部地区等総合防災訓練の実施について 

 

概 要 

大規模災害の発生に備え、防災関係機関・各種団体・各行政機関の災害対応

における緊密な連携と協力体制を確立させるとともに、地域住民に対して防災

思想の普及啓発を図ります。 

本年度は、大分県・西部地区等総合防災訓練を日田市をメイン会場として行い

ますので、お知らせします。 

内 容 

【日 時】 
令和４年 10月８日（土）10：00～13：00 

 
【場 所】 
日田市役所（4階庁議室） 
桂林地区（桂林公民館、アオーゼ、中城体育館） 
三芳地区（玖珠川河川敷） 
中津江地区(中津江村鯛生スポーツセンター) 

 
【参加機関・団体等】 
 参加数：40機関・団体 
 主な参加機関：総務省、国土交通省、陸上自衛隊、航空自衛隊、大分県 

日田市 他 
   
【訓練内容】 
 日田市役所…本部運営訓練 
 桂林地区 …桂林公民館：企業による災害時インフラ応急対策展示 

炊き出し訓練 
       アオーゼ ：防災講話、負傷時の応急手当訓練 
       中城体育館：避難所運営訓練 
 三芳地区 …玖珠川河川敷（小渕橋上流側）：人命救助訓練 
       玖珠川河川敷（小渕橋下流側）：三芳地区住民による「土のう作

製訓練」 
 中津江地区…鯛生スポーツセンター：ヘリによる救助訓練 
 ※ヘリは 11：15以降に大宮町多目的広場を離陸し、鯛生スポーツセンター 

で孤立者の救助訓練を行い、大宮町多目的広場に着陸します。 
 
【参加予定者数（訓練参加機関・団体及び住民を含む）】 
桂林地区：200名    三芳地区：300名  中津江地区：12名 
 

添付資料   無  ・  有（添付資料２枚） 

市民への 

周知 

 ・班回覧（広報ひた９月 15日号）：桂林地区、三芳地区の自治会のみ 

 ・広報ひた 10月１日号（イベント情報に掲載） 

注意事項  

問合せ 
 防災・危機管理課 防災・危機管理係 担当：岐部、佐々木  
 ☎0973-22-8363 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桂林地区 令和４年度 

○日時○ 
令和４年 

月 日（ ） 

10：00～13：00 

桂林地区会場は、桂林公民館、アオーゼ、中城体育館です。 

○防災訓練会場と内容○ 

■桂林公民館   

・企業による災害時インフラ応急対策  10:00～12:00 

・炊き出し訓練  配食開始時間 11:45（予定） 

■アオーゼ 

 ・防災講話 10:30～11:00 

 ・負傷時の応急手当 11:15～12:00 

■中城体育館 

 ・避難所運営訓練 10:00～12:00 

日田市 防災・危機管理課 ☎0973-22-8363 

お問い合わせ先 

日田消防署（救急課）、日田市消防団（女性消防団）、大分県西部保健所 

一般社団法人大分県エルピーガス協会日田地区協議会、日田赤十字社奉仕団 

昭和学園高等学校、日田防災アドバイザー連絡協議会、大分県砂防ボランティア協会 

九州電力送配電株式会社大分支社、楽天モバイル株式会社、大分三菱自動車販売株式会社 

西日本電信電話株式会社大分支店、株式会社ドコモ CS 九州大分支店 

大分県薬剤師会 

炊き出し食のカレー

をご試食ください。 

※当日は、天候不順が予想されますので、防雨対策をお願いします。 

※訓練会場への車の乗り入れは、ご遠慮ください。 

※訓練見学へお越しの際は、マスク着用等の感染症対策のご協力をお願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三芳地区 令和４年度 

○日時○ 
令和４年 

月 日（ ） 

10：00～13：00 

各機関・団体が協働・連携して人命救助などの訓練を行います。 

航空自衛隊ヘリ   11:15～12:00 

連携した防災訓練を、三芳地区にて行います。 

○訓練内容○ 
10：00～玖珠川河川敷（小渕橋上流側） 

各機関・団体による人命救助訓練、機関及び団体の広報など 
  
11：00～玖珠川河川敷（小渕橋下流側） 

三芳地区住民を対象とした「土のう作製訓練」 
 
ヘリコプターによる救助訓練の時間 
   大分県防災ヘリ   10:30～10:45 
   海上保安本部ヘリ  10:50～11:05 
   航空自衛隊ヘリ   11:15～12:00 

※航空自衛隊へりのみ、大宮町多目的広場を離発着場として使用します。 
 

 
お問い合わせ先  日田市 防災・危機管理課 ☎0973-22-8363 

総務省九州総合通信局、国土交通省第七管区保安本部北九州航空基地、大分海上保安部 

国土交通省九州地方整備局防災室、国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所、陸上自衛隊 

航空自衛隊、自衛隊大分地方協力本部、気象庁大分気象台、大分県警察本部警備部警備運用課 

大分県警察広域緊急援助隊、大分県西部振興局、大分県生活環境部防災局防災対策企画課 

大分県防災航空隊、日田玖珠広域消防組合消防本部・日田消防署、日田市消防団、日本赤十字社大分県支部 

大分県建設業協会日田支部、日田市医師会、大分県済生会病院（ＤＭＡＴチーム）、昭和学園高等学校 

株式会社ノーベル、ソフトバンク株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、一般財団法人移動無線センター 

一般社団法人日本アマチュア無線連盟大分県支部 

参加 

機関・団体

等 

※当日は、天候不順が予想されますので、防雨対策をお願いします。 

※日高隈町線は、午前８時から午後１時まで全面通行止めになります。（裏面参照） 

※訓練見学へお越しの際は、マスク着用等の感染症対策のご協力をお願いします。 

 

国土交通省九州地方整備局筑後川河川事務所日田出張所、大分県日田土木事務所 

 

協力 

 

お願い 
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  ― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和４年９月 29日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

2022 日田市フェンシングランキングマッチ 

 

概要 

2022 日田市フェンシングランキングマッチを下記のとおり開催します。 

今大会は、2023年世界選手権大会選考会、並びに、2023年世界ジュニア・ 

カデフェンシング選手権大会選考会も兼ねた全国規模の大会です。 

内容 

●開 催 日：令和４年 10月 14日（金）～16日（日） 

 

●会 場：日田市総合体育館 

 

●試合時間：次のとおり 

10月 14日

(金) 

カデ男子サーブル  8時 30分コール 9時 30分試合開始 

カデ女子サーブル  9時 30分コール 10 時 30分試合開始 

10月 15日

(土) 

ジュニア男子サーブル  8時 30分コール 9時 30分試合開始 

ジュニア女子サーブル  9時 30分コール 10 時 30分試合開始 

10月 16日

(日) 

シニア男子エペ  8時 30分コール 9時 30分試合開始 

シニア女子エペ  9時 30分コール 10 時 30分試合開始 

※試合の進行状況により試合時間の変更があります。 

※カデ（１７歳未満）、ジュニア（２０歳未満）、シニア（年齢制限なし）。 

 

●申込状況（令和４年９月 26日現在） 

 カデ男子サーブル   29人、カデ女子サーブル   33 人 

 ジュニア男子サーブル 74人、ジュニア女子サーブル 66 人 

 シニア男子エペ    77人、シニア女子エペ    54 人   合計 333人 

 

●取材については、当日、受付でＩＤを受け取ってください。 

 取材エリア、取材時間について、受付時にお知らせします。 

 また、役員や選手への取材については、本部に申し出てください。 

添付資料  無  ・  有  

市民への 

周知 
  

注意事項 新型コロナウイルス感染症対策のため、無観客での開催となります。 

問合せ  スポーツ振興課 スポーツ振興係 担当：神崎・尾熊  ☎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 4年 9月 29日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 11 回日田市工業展 -日田ものづくり探検隊- 

 

概要 

この秋、３年に１度の日田市工業展を開催します。これまで実施してきた展示に

加え、日田杉で作られたヴァイオリンの演奏会等を行います。また、同時期に日田

ものづくり探検隊（工場見学）を開催しますので、是非会場にお越しください。 

内容 

●第 11回日田市工業展 

・目的：市内の企業が有する工業技術や工業製品等を一堂に公開することによって、

市内外に日田市の工業や伝統産業を広くアピールするとともに、市民との

交流や企業間交流を促進し、日田市工業界全体の活性化に努める。今回は、

新たに日田杉で作られたヴァイオリンの演奏会を開催し、演奏会を通じ

て、日田の「ものづくり」の技術力の高さを広くＰＲする。 

・日時：令和 4年 10月 29日(土)   13：00～16：00 

令和 4年 10月 30日(日)  10：00～16：00 

・場所：パトリア日田ギャラリー・中央公園 

・主催：日田市工業連合会 

・内容：○展示 10月 29日(土)～30日(日) 2日間 

○日田杉で作られたヴァイオリンの演奏会 

   10月 30日(日) 午前の部 10：30～ 午後の部 13：30～ 

     場所：パトリア日田小ホール 

     奏者：中西弾（ヴァイオリン奏者） 植村和彦（ピアノ奏者） 

●日田ものづくり探検隊（工場見学）主催：日田ものづくり探検隊実行委員会 

・日時：令和 4年 10月 28日（金）～ 10月 30日（日） 

・メイン会場：CREATIVE BASE FAB 

日田市大字東有田 1178-10（ウッドコンビナート内） 

・内容：職人技やものづくりの裏舞台の見学やものづくり体験ができ、終了後には

お酒や柚子胡椒等が満喫できる宿泊プランを用意。 

添付資料  無  ・  有  

市民への 

周知 
 広報ひた 10月 15日号 ホームページ 9月 9日 

注意事項 イベント開催時の駐車場：パトリア周辺駐車場を使用 

問合せ 商工労政課 地域産業支援係 担当：小坂  ☎ 0973-22-8239 





（ウッドコンビナート内）
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 ― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和４年９月 29日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

フードドライブを開催します 

 

概要 

「フードドライブ」とは、家庭で余っている食品を持ち寄り、それを必要

としている方に寄付する、食品ロス削減としても注目されている活動で、「も

ったいない」を「ありがとう」に変える取り組みです。 

日田市でも令和２年度から取り組んでおり、今回で４回目になる「フード

ドライブ」を開催します。 

内容 

 

●日 時：令和４年 10月 29日（土）9：00～12：00 

●場 所：コープ中央店跡（日田市民生協）日田市中本町 753 

主催／日田市社会福祉協議会 共催／日田市  

協力／日田ライオンズクラブほか８団体 

 

※11月にフードパントリーを実施予定。 

※「フードパントリー」とは、十分な食事を取ることができない人々に食品を 

無料提供する支援活動。 

添付資料   無  ・  有（ 1 枚）  

市民への 

周知 
 市ホームページ、広報ひた 10/1号 

注意事項   

問合せ 

日田市社会福祉協議会 担当：安永 ☎24-7026 

環境課 生活環境係  担当：髙倉 ☎22-8208 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭で余っている食品を持ち寄

り、それを必要としている方々

に寄付する活動で、「もったいな

い」を「ありがとう」に変える取

り組みです。 

 

２０２２年１０月２９日（土） 

9：00  ～  12：00      
日 時 
（回収日） 

場 所 コープ中央店跡（日田市民生協） 
（日田市中本町 753）        

 

お米(玄米・レトルトごはん)、パスタ・素麵

などの乾麺、缶詰・レトルト・インスタント

食品、調味料各種、食用油、飲料 等 

その他日用品(トイレットペーパー、ティッ

シュ、食器用洗剤、食品用ラップ、ペーパー

タオル、ハンドソープ、生理用品など) 

寄付いただきたい食品 

 

賞味・消費期限切れの食品、賞味・消費期限

が近い（R４年１２月１５日以前）もの、生

鮮食品、冷凍・冷蔵食品・アルコール飲料な

ど 

 

寄付できない食品 

上記食品は、お持ちいただいても受取できませ

ん。ご理解・ご協力をお願いします。 

ごめんなさい・・・ 

R４年１２月１５日以降の賞味・消費期限が残

っている常温で保存可能なもの 

 

主催：日田市社会福祉協議会  共催：日田市  

 

協力：日田ライオンズクラブ/日田すいめいライオンズクラブ/日田商工会議所青年部/日田ロータリークラブ/日田中央ロータリークラブ 

/日田青年会議所/国際ソロプチミスト日田/女性消防団/株式会社ダイナム 

フードバンクひた 

 

（ 食 品 等 寄 付 ） 

お問合せ：日田市社会福祉協議会(日田市上城内町１-８) 

TEL 0973-24-7026 FAX 0973-24-3452 
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 ― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和 4年 9月 29日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

ガランドヤ古墳 1 号墳の石室（壁画）公開について 

 

概要 

10 月 22 日（土）に開催される「筑後川流域装飾古墳同時公開」にあわせ、ガ

ランドヤ古墳 1号墳の石室（壁画）を一般公開します。 

また、11月～３月の第３日曜日にも一般公開を行います。 

内容 

【ガランドヤ古墳 1号墳の石室（壁画）公開】 

 

日 時：（同時公開）令和４年 10月 22日（土） 10：00～16：00 

    （一般公開）令和４年 11月～令和５年３月の第３日曜日 

10：00～16：00 

場 所：ガランドヤ古墳公園（大字石井） 

入場料：無料 

申 込：氏名、連絡先、希望する時間帯（1 時間単位）を電話、ファックス、メ

ールで申込み（市ホームページから電子申請での申込も可能）  

    ※予約申込みは 9月 30日（金）から開始します。 

    ※事前予約優先です。予約されていない場合でも、当日受付で空きがあ

れば見学できます。 

※見学までに並んでお待ちいただく場合があります。 

※11月以降の申込方法については、市 HPでお知らせします。 

その他：10 月 22 日（土）の「筑後川流域装飾古墳同時公開」では、朝倉市「狐

塚古墳」、うきは市「楠名古墳・塚花塚古墳・重定古墳」、小郡市「花立

山穴観音古墳」、久留米市「寺徳古墳・日輪寺古墳」、筑前町「仙道古墳」

でも一般公開が行われます。 

添付資料  無  ・  有  

市民への 

周知 
 広報 10/1号、市ホームページ 9/30 

注意事項  

問合せ 
 文化財保護課 埋蔵文化財係 担当：井上   

☎0973-24-7171、 FAX0973-24-7024、メール bunka@city.hita.lg.jp 



３年ぶりの大公開！

令和４年度

筑後川流域装飾古墳同時公開
令和４年１０月２２日 （土）　　10:00 ～ 16:00

主催：北筑後文化財行政連絡協議会

【加盟市町村】朝倉市教育委員会・うきは市教育委員会・小郡市教育委員会・久留米市教育委員会・大刀洗町教育委員会

筑前町教育委員会・東峰村教育委員会　【共催】日田市教育委員会　【協力】福岡県教育委員会

楠名古墳・塚花塚古墳・重定古墳
（うきは市教育委員会生涯学習課文化財保護係：0943－75－3343）

寺徳古墳・日輪寺古墳
（久留米市文化財保護課：0942－30－9225）

狐塚古墳
（朝倉市教育委員会文化・生涯学習課文化財係

 ：0946－28－7341）

仙道古墳
（筑前町教育委員会教育課学校施設・文化財係

：0946－42－3121）

花立山穴観音古墳
（小郡市埋蔵文化財調査センター：0942－75－7555）

～　公　開　古　墳　～

※　マスク着用のうえ、お越しください。

※　お問い合わせは古墳所在の市町へご連絡ください。

ガランドヤ古墳 1号墳
（日田市教育委員会文化財保護課：0973-24-7171）

※事前申し込みをお願いします。

　詳細は市 HP をご覧ください。

切り取り線

ご記入の上こちらを切り取り、最初に見学される古墳で提出をお願いいたします。

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

（　　　　　　　　　　　　）　　（　　　　　　　　　　　　）
今回の筑後川流域装飾古墳同時公開で見学予定の古墳を全て〇で囲んでください。

狐塚古墳・楠名古墳・塚花塚古墳・重定古墳・花立山穴観音古墳・寺徳古墳

日輪寺古墳・仙道古墳・ガランドヤ古墳 1 号墳



至大分市

久留米市

筑前町

朝倉市

小郡市

うきは市

寺徳古墳

仙道古墳

狐塚古墳

花立山穴観音古墳

楠名古墳　重定古墳
塚花塚古墳

仙道古墳
仙道古墳公園

新町

筑前町三輪総合支所

久光

P

西鉄天神大牟田線「朝倉街道」バス停より杷木行き

「新町」下車徒歩 20 分

西鉄天神大牟田線「朝倉街道」バス停より杷木行き

「中町」下車徒歩 15 分

中町久保鳥

狐塚古墳P

JR 鹿児島本線「久留米」下車徒歩５分

京町
小学校

坂本繁二郎生家

水天宮

日輪寺古墳

日田市ガランドヤ古墳１号墳

甘木鉄道「西大刀洗」下車徒歩 30 分

城山

小郡 IC 南

西大刀洗

干潟

大分自動車道

今隈 十文字
筑後小郡 IC

焼ノ峠古墳

国道 500 号

国道
386 号

至筑紫野市

至日田市

国道 386 号 レストラン
かだん

大分自動車道

至日田

至鳥栖

筑
後
川

至熊本

至日田

至博多

花立山穴観音古墳

至鳥栖市

至朝倉市

至筑紫野市

至鳥栖

至筑紫野市 至日田市

城
山
公
園

田主丸駅 至大分至久留米

浮羽草野久留米線 151 号

■
田主丸中央病院

寺徳古墳
麦生 益永

JR 久大本線「田主丸」下車徒歩約 30 分

JR久大本線

筑後川

ガランドヤ古墳

国道 386 号

国道 210 号

県道 677 号

重定古墳

楠名古墳
塚花塚古墳

至久留米市

至日田市

国道 210 号中千足

歴史資料館 浮羽支所

浮羽発着所

御幸

小学校

至日田市至久留米市 うきは駅 JR久大本線

西鉄天神大牟田線「西鉄バスセンター」より

浮羽発着所行き「浮羽発着所」下車徒歩３分

石井

石井

南友田

光岡駅

市内循環バス（ひたはしり号）石井バス停下車５分

JR 光岡駅より徒歩 35 分

朝倉市・うきは市で配布されている古墳カードの情報
はこちらの QR コードをお読み取りください

至大分市JR久大本線

至うきは市

日輪寺古墳

Ｊ
Ｒ
久
留
米
駅
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      ― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和４年 9月 29日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 43 回 日田天領まつり参加者の募集について 

 

概要 
 ３年振りの開催となる「第 43 回 日田天領まつり」の参加者及び出店者を募

集します。 

内容 

●郡代夫婦思い出づくり 

天領時代の郡代夫婦の衣装を着て、豆田町を散策しながら結婚の思い出づく

りをしませんか。 

・日  時 ①11 月 12 日（土） 10：00～12：00 

②11 月 12 日（土） 13：00～15：00 

③11 月 13 日（日） 10：00～12：00 

④11 月 13 日（日） 13：00～15：00 

・場  所 丸山地区、豆田地区 

・応募資格 日田市在住で結婚３年以内の夫婦又は、どちらかが日田市在住で

年内に結婚を予定しているカップル 

・募 集 数 男女４組（※希望者多数の場合は、抽選を行います） 

・申込方法 下記問合せ先に電話、ファックス又はメールで申込み 

※申込時に、住所、氏名、ふりがな、年齢、電話番号、希望する

日時（複数可）をお知らせください。 

・申込期限 10 月 19 日（水） 17：00（必着） 

 

●天領屋台 

“食”や様々な物産等の出店者を募集します。 

・日  時 11 月 12 日（土）・13 日（日） 10：00～21：00 

・場  所 永山布政所跡小公園（丸山地区） 

・参加資格 日田市内の団体又は市内で店舗営業等を行っている人 

・募 集 数 15 団体程度（希望者多数の場合は、抽選を行います） 

・申込方法 申込書に必要事項を記入の上、日田まつり振興会事務局（市役所

3 階 観光課）に提出 

※申込書は市ホームページから入手できます。 

・申込期限 10 月 14 日（金） 17：00（必着） 

※アルコールの提供は禁止します。 
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●天領マルシェ 

キッチンカーの出店者を募集します。 

・日  時 11 月 12 日（土）・13 日（日） 10：00～21：00 

・場  所 丸山公民館前（丸山地区） 

・参加資格 日田市内の団体又は市内で店舗営業等を行っている人 

・募 集 数 ８団体程度（希望者多数の場合は、抽選を行います） 

・申込方法 申込書に必要事項を記入の上、日田まつり振興会事務局（市役所

3 階）に提出 

※ 申込書は市ホームページから入手できます。 

・申込期限 10 月 14 日（金） 17：00（必着） 

※アルコールの提供は禁止します。 

 

●天領まつりボランティア 

イベントの案内、運営等に関するボランティアを募集します。 

・日  時 11 月 12 日（土）・13 日（日） 10：00～17：00 

・場  所 まつり会場内 

・参加資格 高校生以上 

・申込方法 上記に電話、ファックス又はメールで申込み 

※申込時、住所、氏名、ふりがな、年齢、電話番号、希望するボランティア

内容「①食イベント会場、②案内所、③特に希望なし」をお知らせくださ

い。 

・申込期限 10 月 19 日（水） 17：00（必着） 

※時代衣装を着てもらう場合があります。 

 

●その他 

会場内に出店する際は、「大分県暴力団排除条例及び日田市暴力団排除条例」

に基づき、届出書及び誓約書の提出が必要となります。 

・提出期限 10 月 24 日(月) 

 

 

 

添付資料   無  ・  有  

市民への 

周知 
 ポスター、パンフレット（全戸配付）、ホームページ、SNS、ほか 

注意事項   

問合せ 
日田まつり振興会事務局（日田市観光課） 担当：本松  

☎0973-22-8210、FAX0973-22-8328、✉kanko@city.hita.lg.jp 
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      令和４年 10月予定表        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 土
・日田市消防団　消防慰霊祭（9：00
～　日田市役所　庁議室）

・2022 AUTOPOLIS スーパーＧＴ（公
式予選）

2 日
・2022 AUTOPOLIS スーパーＧＴ（決
勝）

3 月

4 火

5 水

6 木

7 金

8 土

・令和４年度大分県・西部地区等総
合防災訓練（令和４年度日田市合同
防災訓練）（8：00～）

9 日

・第26回市民健康福祉まつり（10：00
～　パトリア大ホール※表彰式典、
作品展示、屋外イベントのみ）

10 月

11 火

・部落差別解消推進地域研修会
（19：00～上津江公民館）

12 水

13 木

14 金

・第17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）

15 土

16 日

・ジョブカフェおおいた「日田市企業
合同就職説明会」

17 月

18 火

・部落差別解消推進地域研修会
（19：00～日隈公民館）

19 水

20 木

21 金
・進撃の日田フェアin名古屋（～31日
まで）

22 土

・2022日田天瀬プレミアムライド（23
日まで）

23 日

・令和４年度職員採用試験（4月1日
採用後期試験）第二次試験

・ＪＲひたひこウォーキング（9：00～
受付開始、ＪＲ夜明駅～沙羅折り返
し）

・第13回光岡地区人権ふるさと祭り
（9：30～北友田３丁目地区集会所及
び周辺会場）

24 月

・令和４年度第１回企業・行政人権
啓発推進員研修会（13:30～パトリア
日田大ホール）

25 火

26 水

27 木

・第1回日田市障がい福祉計画策定
委員会（14：00～　市役所７階大会
議室）

28 金

・一日合同行政相談所開設（12：00
～15：00）

29 土

30 日
・THINNIG（シニング） in 日田
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      令和４年 10月予定表        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 土

2 日
・稲刈り体験（9:30～、月出山多目的
交流館）

3 月

4 火

5 水
・第11回選挙管理委員会
10：00～　　本庁舎701会議室

6 木

・咸宜園教育研究センター公開講座
第２講（18：00～、本庁７階大会議
室）

・令和4年度大分県市議会議長会議
員研修会（大分市）

7 金

・市所蔵美術品公開展「みんなの美
術館」（12/25まで　9:00～17：00　天
領日田資料館）

・決算審査特別委員会（第2回全体会
10：00～、総務環境分科会14：30～）
・第８回カフェ陽だまり（10：00～　む
らづくり役場集会室）

8 土

・大分県・西部地区等総合防災訓練
(中津江会場）（11:30～　鯛生スポー
ツセンター）

9 日

・中津江住民ツアー第1弾（9：00～
下筌公園他）
・月いちバザール・マイナンバーカー
ド出張申請受付（12：00～　中津江振
興局前広場）

10 月

・かみつえ花火大会（道の駅せせらぎ
郷かみつえ）　16:00～19:15

11 火

・決算審査特別委員会　～21日
・農業委員会定例総会（14:00～ ７階
大会議室）

12 水

13 木

14 金

・2022日田市フェンシングランキング
マッチ（10/16まで　9：30～日田市総
合体育館）

・第９回カフェ陽だまり（10：00～　む
らづくり役場集会室）

15 土

16 日

・第76回日田市文教祭「市民音楽祭」
（13：00 開演　パトリア日田大ホー
ル）

17 月

・ 大分県市議会議長会議長視察研
修（埼玉県所沢市）
・マイナンバーカード出張申請受付
(10:00～　市ノ瀬公民館）

18 火

・ 大分県市議会議長会議長視察研
修（茨城県取手市）

19 水

・第17回全国市議会議長会研究
フォーラムin長野（長野県長野市）

20 木

・咸宜園教育研究センター秋季企画
展（1/24まで、咸宜園教育研究セン
ター公開展示室）
・咸宜園教育研究センター公開講座
第３講（18：00～、本庁７階大会議
室）

・第17回全国市議会議長会研究
フォーラムin長野（長野県長野市）

21 金
・第10回カフェ陽だまり（10：00～　む
らづくり役場集会室）

22 土

・ガランドヤ古墳1号墳石室一般公開
（10:00～16：00　ガランドヤ古墳公
園）
・第76回日田市文教祭「生活文化展」
（10/23まで　10：00～16：00

23 日

・第76回日田市文教祭「民謡邦楽の
秋宴」（12：00開演　パトリア日田大
ホール）

24 月

・日田市教育委員会　学校訪問① ・第２２回野菜市（11：00～　むらづく
り役場前）

25 火

・第76回秋の読書週間（11/6まで　淡
窓図書館)

26 水

・第58回大分県美術展「書道」巡回展
（10/30まで　10：00～17：00　※最終
日は16：00　ＡＯＳＥ多目的ホール）

27 木

・九州市議会議長会第3回理事会（佐
賀県伊万里市）

28 金

・決算審査特別委員会（第3回全体会
10：00～）
・第11回カフェ陽だまり（10：00～　む
らづくり役場集会室）

29 土

30 日

第28回水郷ひたチャレンジウォーク
（9：00～　日田市陸上競技場　開会・
スタート・ゴール）  


