
 

日 時：平成 30 年７月２日（月）11:00～12:00 

場 所：庁議室（市役所４階） 

 

◇市長あいさつ 

 

 

◇案件 

 １．ＪＲ久大本線の全線復旧に係る取組について（観光課）    ・・・・・・・・・・１ 

 ２．協働のまちづくり出前懇談会の開催について（地方創生推進課）    ・・・・・・２ 

 ３．ひた市民健活ポイントサービス事業について（健康保険課）    ・・・・・・・・３ 

 

 ◇質疑応答 

 

◇おしらせ 

  １．日田祇園山鉾集団顔見世・日田祇園祭の開催について（観光課）    ・・・・・・４ 

  ２．HITA PRIDE PROJECT VOL.3 の配布について（ひた暮らし推進室）    ・・・・・５ 

３．認定こども園・保育園 就職応援フェアについて（こども未来課）     ・・・・・・６ 

  ４．平成 30 年度咸宜園教育研究センター研究奨励事業 事業採択者の決定について 

（咸宜園教育研究センター）                    ・・・・・・・７ 

  ５．廣瀬淡窓劇の公演 －国民文化祭プレオープン事業－ について 

（咸宜園教育研究センター）                   ・・・・・・・８ 

  ６．７月行事予定表（総務課）    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 

 ◇質  問 

  １．九州北部豪雨災害に対する被災者用住宅の建設スケジュールについて 

 

 ◇質疑応答 

 

 ◇出席者 

  市長、観光課長、地方創生推進課長、健康保険課長、ひた暮らし推進室長、こども未来課長、 

咸宜園教育研究センター長 

地方創生推進課シティセールス係主幹（総括） 

 

 

【お問合せ先】 

                  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 平成 30 年７月定例記者会見  ― News Release ― 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年７月２日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

ＪＲ久大本線の全線復旧に係る取組について 

 

概要 
７月 14 日のＪＲ久大本線の全線復旧にあたり、下記の取組を計画しています。 
市民をあげて、久大本線の復旧を歓迎するとともに、元気な日田市の姿をアピール

します。 

内容 

(１)「久大本線ぜんぶつながるプロジェクト」のロゴをデザインした横断幕の掲出 
１．７月７日（土）の事業 

【期 間】７月７日（土）～７月 31 日（火） 
  【場 所】渡里橋の欄干（花月川橋りょうと平行して隣接） 

【サイズ】縦約 1.2ｍ×横約 40ｍ ※ＪＲ日田駅には５月 27 日から掲出中 
 (２)久大本線「花月川橋梁」完成式典≪主催：ＪＲ九州≫ 
   【時 間】9:00～ ／ テープ結び、渡り初め等 

(３)おもてなし清掃≪主催：久大本線全線復旧プロジェクト天ヶ瀬実行委員会≫ 
  【時 間】9:00～  【場 所】天ヶ瀬駅及びその周辺 （集合は天瀬公民館） 
  【内 容】天瀬公民館青少年対象事業「team あまがせ」メンバーによる清掃活動 

 (４)ＪＲ久大本線全線復旧ウォーキング≪主催：ＪＲ九州≫ 
   【スタート受付時間】8:30～11:30 

 【コース】光岡駅→豆田→隈→日田駅（約 6.5km） 

 (１)「ゆふいんの森１号」のお出迎え 
２．７月１４日（土）の事業 

   【通過予定時刻】夜明駅（10:35 頃）、光岡駅（10:37 頃）、日田駅（10:40 頃） 
           豊後三芳駅（10:43 頃）、豊後中川駅（10:48 頃） 

天ヶ瀬駅（10:53 頃）、杉河内駅（10:56 頃） 
① 「想い」を“つなげる”「ふうせんリリースプロジェクト」 

    【会 場】光岡小学校付近      【時 間】10:38 頃（受付 10:00） 
    【受付場所】光岡小学校グラウンド  【募集人員】300～500 人 

② ＪＲ日田駅歓迎イベント 
   【時 間】10:40   【会 場】ＪＲ日田駅 

【内 容】日田祇園囃子の演奏、降車されたお客様への記念品の配布 
③ ＪＲ天ヶ瀬駅「ゆふいんの森１号」歓迎イベント 

    【時 間】10:53   【会 場】ＪＲ天ヶ瀬駅 
    【内 容】スコップ三味線の演奏、女将の会による記念品配布 

④ 市内各駅、沿線での歓迎 
⑤ 中央商店街による開通祝福 

 (２)「ゆふいんの森１号」車内での特産品の配布 
 (３)「久大本線全線復旧記念木っぷ」販売≪主催：ＪＲ九州≫ 
 (４)ＪＲ博多駅イベント≪主催：ＪＲ九州≫ 

(１)久大本線全線復旧記念「筑後軌道と日田祇園展」≪主催：日田市観光協会≫ 
３．関連イベント 

  【期 間】7月 1日（日）～9月 2日（日）  【会 場】天領日田資料館 
  【内 容】筑後軌道に関する資料や写真、遺物、祇園祭の見送り幕の展示など 
  【入場料】無料 
(２)久大本線全線復旧記念 小林啓子リサイタル≪主催：久大本線全線復旧プロジェ 

クト天ヶ瀬実行委員会≫ 
【日 時】7月 27 日（金）19:30～ 【会 場】天の国プラザ 【入場料】無料 

添付資料   無  ・ 有（ １ 枚）  

市民への周知 広報ひた ７月１日号 （一部） 

注意事項 － 

問合せ  観光課 観光振興係 担当：相垣  ☎22-8210 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年７月２日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

協働のまちづくり出前懇談会の開催について 

 

概要 

昨年の九州北部豪雨災害を経験し、被害を最小限にとどめ、災害に迅速に対応するた

めには、行政の取組だけでは難しい状況にあります。 

 今年の「協働のまちづくり出前懇談会」では、災害に備えるため地域の取組を通じた

「防災・減災」について、市民の皆さんと意見交換を行います。 

内容 

【実施主体】 日田市 

【実施方法】  

① テーマ         防災・減災の取組～それぞれの取組～ 

② 実施場所     市内全 24地区（22会場）で実施します。 

③ 市からの出席者  全地区に市長・副市長が出席の予定です。 

各部長をリーダーとした９班を編成（構成員はすべて管理職）。 

④ 開催日程      小野地区  ７月３日 （火）19:00～ 小野公民館 

            上津江地区 ７月５日 （木）19:30～ 上津江振興局 

            隈庄手地区 ７月 10日（火）19:00～ 日隈公民館 

            田島地区  ７月 12日（木）19:00～ 田島二丁目公民館 

         五和地区  ７月 17日（火）19:00～ 五和公民館 

         東有田地区 ７月 23日（月）19:30～ 東有田公民館 

         竹田地区  ７月 27日（金）19:00～ 若宮公民館 

         三芳地区  ７月 31日（火）19:00～ 三芳公民館 

         夜明地区  ８月９日 （木）19:30～ 夜明交流センター 

         西有田地区 ８月 20日（月）19:00～ 西有田公民館 

         大鶴地区  ８月 22日（水）19:00～ 大鶴公民館 

         中川・馬原地区 ８月 27日（月）19:30～ 天瀬公民館 

         五馬地区  ８月 29日（水）19:30～ 天瀬公民館五馬分館 

         朝日地区  ８月 31日（金）19:30～ 朝日公民館 

         鎌手・大山地区 10 月２日（火）19:00～ 大山振興局 

         三花地区  10 月４日（木）19:00～ 三花公民館 

         前津江地区 10 月９日（火）19:30～ 前津江公民館 

         高瀬地区  10 月 11 日（木）19:00～ 高瀬公民館 

         中津江地区 10 月 15 日（月）19:30～ 中津江振興局 

         桂林地区  10 月 23 日（火）19:00～ 桂林公民館 

         光岡地区  11 月１日（木）19:00～ 光岡公民館 

         咸宜地区  11 月８日（木）19:00～ 咸宜公民館 

添付資料   無  ・  有（ １ 枚） 開催一覧表を添付 

市民への周知 
 広報ひた６月 15日号、７月 15 日号、９月 15 日号 

 市ホームページ、水郷ＴＶ・ＫＣＶ（６月 18日より随時放送）、自治会班回覧 

注意事項  － 

問合せ  地方創生推進課課創生企画係 担当：本川  ☎0973-22-8223 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年７月２日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

ひた市民健活ポイントサービス事業について 
―健康づくりに取り組み、健康診査を受けてポイントを貯めよう！！ー 

 

概要 

健康づくりの動機づけと継続の促進を目的に、ウォーキングや健康診査の受診、市・

地区公民館・自治会等が実施する「健康づくり事業」への参加に応じてポイントを付与

する事業です。貯めたポイントは市内の商品券取扱店で使える商品券との交換や自治会

に寄付することができます。 

内容 

 

【申込期間】 平成 31年２月 28 日まで 

【申込場所】 健康保険課健康支援係（ウェルピア内） 

【対 象 者】 市内に住所を有する満 18 歳以上の方 

【ポイントチャージ期間】 平成 30 年４月１日～平成 31 年３月 31 日 

【ポイント交換期間】   平成 31 年４月１日～８月 30 日 

【ポイントの交換】 

必須条件 （1）この事業に入会 

     （2）健康診査受診 

     （3）ウォーキング （毎日の歩数を記録） 

『商品券との交換』１ポイントあたり１円に換算し、500 円単位（端数が生じたとき

はこれを切り捨てた額）で 10,000 円を上限に交付します。 

『自治会への寄付』ポイント交換の必須条件を満たした参加者はポイントの全て又は

一部（商品券の交換で生じた端数のポイント）について、市を通して参加者が居住する

自治会に寄付することができます。 

平成 29 年度登録者 1,109 人（そのうち、商品券交換者 525 人）（6/22 現在） 

平成 30 年度登録者  918 人（6/22 現在）※ただいま参加者募集中です！ 

◎平成 29 年度のポイント交換申請の受付が H30.8.31 までとなっております。 

 手続きをされていない方はお早目にお願いします。 

【商品券取扱店】 市内 34 事業所 

 

添付資料   無  ・  有 （ 1 枚）  

市民への周知  広報ひた 7月 15 日号 

注意事項  － 

問合せ  健康保険課健康支援係 担当：渡邉  ☎0973-24-3000 

 



4 

 

― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年７月 2日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

日田祇園山鉾集団顔見世・日田祇園祭の開催について 

 

概要 

７月 21 日（土）、22 日（日）の両日で日田祇園祭が開催されます。また、日田祇園祭

の２日前には、年に一度全ての山鉾が集う日田祇園山鉾集団顔見世がＪＲ日田駅前で開

催されます。 

内容 

【日 時】平成 30年７月 19日（木）19:00～（予定） 
１．日田祇園山鉾集団顔見世 

【場 所】ＪＲ日田駅前 
【内 容】昨年は、九州北部豪雨の影響で中止となり２年ぶりの開催。 

隈・竹田地区、豆田地区の山鉾９基が、ＪＲ日田駅前に一堂に会します。 
今年は、入場の際に各町内の山鉾が腰切りを披露し、その後駅前の道路に 

     山鉾が一同に揃います。 
また、イベント会場では、17時からお子様向けの氷柱の宝探し、18時 

から日田市駅前通り商店街振興組合や JA おおいた日田西瓜部会の出店があ 
ります。 

     19:00～ 山鉾入場開始 
     19:44～ 一斉点灯 

主催者あいさつ、来賓あいさつ、祇園囃子演奏、鏡割り、振舞酒等 
        20:35～ 山鉾出発 

【日 時】平成 30年７月 21日（土）、22日（日） 
２．日田祇園祭 

【場 所】隈・竹田地区、豆田地区 
【概 要】約 300 年の伝統を誇る日田の夏の伝統行事「日田祇園祭」。疫病や風水害 
    を払い、安泰を祈念する「日田祇園祭」では、絢爛豪華な山鉾が祇園囃子の 

音色とともに隈・竹田地区、豆田地区の町並みの中を巡行します。また、夜 
には提灯を飾り付けた優雅な晩山の巡行で、祭りは一気に最高潮に達しま 
す。「日田祇園の曳山行事」は、平成 28年にユネスコ無形文化遺産に登録さ 
れました。 

(１) 祇園で日田駅で 思い出の写真を撮ろう！ 
３．その他の協賛行事等 

【日 時】7月 19 日（木）午後 3時から午後 7時まで 
【場 所】フラッグ（集団顔見世会場や駅前でも可能） 
【内 容】日田祇園山鉾集団顔見世での法被姿等をプロのカメラマンが撮影 

 【撮影料】一人 500 円 
 【問合先】一般社団法人 NINAU（0973-22-3720） 

 (２)平成山鉾白々（パイパイ）無料配付（200 本） 
 【日 時】７月 21 日（土）午後９時頃から 
 【場 所】市営隈駐車場北側トング時計店横駐車場 

(３)ゆかた着付け 
 【日 時】７月 21 日（土）午後４時から午後９時まで 

【場 所】パトリア日田 １階創作室 
【参加費】持ち込み 500 円、レンタル 2,000 円（男女とも、要予約） 
【予約先】琇未会（090-3906-6604） 

添付資料   無  ・  有（ １ 枚） 

市民への周知  パンフレットの全戸配付（広報ひた 7月 1日号に同封）、ホームページ、Facebook 

注意事項  集団顔見世時の報道機関用駐車場は各自確保をお願いします。 

問合せ  観光課観光振興係 担当：江田 ☎0973-22-8210 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年７月２日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

HITA PRIDE PROJECT VoL.３の配布について 
―ふるさと教育で日田地域の担い手を育成ー 

 

概要 

市内の中高生に日田の良さを再発見してもらうとともに、職業を通した人生を伝え、

職業の選択肢や人生の多様さを理解してもらうことを目的に制作した HITA PRIDE 

PROJECT Vol.３を配布します。 

内容 

 

【目  的】 

市内の中高生に地元で働くことの楽しさや働く場を知る「ふるさと教育」を実践する

ことで、「地元日田への誇りと愛着を持った地域の担い手」を育成するとともに、都市

圏からのＵＩターンを促進し、持続可能な地域づくりを推進する。 

 

【内  容】 

日田の伝統工芸、林業、農業、製造業、誘致企業など地域を牽引する地場企業等で活

躍している人物や日田市の資源を活用している人物を紹介するパンフレット３冊目の

制作。（３冊で、HITA PRIDE PROJECT 完了） 

紹介者数 パンフレット Vol.１  （平成 28年度） 34 組 

           Vol.２ （平成 29 年度） 34 組 

           Vol.３ （平成 30 年度） 36 組 

 

【制作部数】 6,000 部 

【事 業 費】 1,564 千円 

【配 布 先】 市内 中学校 12 校、高校５校 （１～３年生）の全生徒 

【配布時期】 ７月上旬 

 

添付資料   無  ・  有（ １ 冊）  

市民への周知  － 

注意事項 － 

問合せ  ひた暮らし推進室定住促進係 担当：矢野  ☎0973-22-8383 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年７月２日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

認定こども園・保育園 就職応援フェアについて 

 

概要 
保育の仕事から離れていた人、就職活動中の人、保育士を目指そうかなと考えている

学生を対象に「認定こども園・保育園 就職応援フェア」を開催します。 

内容 

 

【と き】 平成 30 年８月 19日（日）10:00～15:00 

【ところ】 パトリア日田 ギャラリー 

【対象者】 市内や近隣市町村在住の潜在保育士（保育士等の資格を持ちながら別の仕 

事をしている人）や保育士等を目指して就職活動をしている学生、保育士等 

の仕事を目指している市内の高校生 

※参加無料、申込不要、履歴書不要、服装自由。 

【内 容】 市内認定こども園・保育園 11 施設参加予定 

・各施設ブースでの就職面談、相談 

・現役の保育士や幼稚園教諭との意見交換会 

・市内の認定こども園や認可保育園の情報が載った資料の配付 

添付資料   無  ・  有（ 1 枚） ※チラシ 

市民への周知  広報ひた７月 15日号、市ホームページ６月 25日から掲載 

注意事項   

問合せ  こども未来課子育て支援係 担当：坂本  ☎0973-22-8317 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年７月２日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

平成 30 年度 咸宜園教育研究センター研究奨励事業 

事業採択者の決定について 

 

概要 

平成 29 年２月に咸宜園開塾 200 年(1817-2017)を迎えたことを機に、廣瀬淡窓や咸宜

園など近世～近代にかけての教育・文化に関する研究の一層の推進を図るため、国内及

び地域に根差した研究者の活動を奨励する事業を行います。 

 この事業による研究成果は、本市の歴史・文化を活かしたまちづくりや文化財の保

存・継承などの事業に活かしていきます。また、咸宜園教育研究センターの取組として、

市民の皆様にも積極的に公開・提供いたします。 

内容 

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・

文化についての幅広い分野の個人の研究活動 

研究課題② 上記①の課題を含む日田市在住・出身者による日田市域の近世～近代にか

けての歴史・文化を中心とした個人の研究活動 

研究奨励費 研究課題①に関するもの、１件につき 50万円以内 

研究課題②に関するもの、１件につき 10 万円以内 

募集期間：平成 30 年４月１日(日)～平成 30年４月 30日(月) まで(4 月 30 日(月)必着) 

※広報４月１日号や市ホームページ、又は全国の文学部や教育学部を有する大学等に周

知活動を行った結果、研究課題①に申請が４件、研究課題②に申請が５件の計９件 

咸宜園教育研究センター研究奨励事業審査会(平成 30年５月 27日開催)の結果、下記の

とおり決定しました。 

研究課題①：川邉 雄大 氏(カワベ ユウタイ) 二松学舎大学非常勤講師 

 「漢文教科書および漢詩集に採録された咸宜園関係者の漢詩文に関する研究」 

研究課題②：松岡 亜紀 氏(マツオカ アキ) 建築士 

「廣瀬淡窓旧宅の建物に関する研究」 

今後は、決定者と委託契約を締結の上、研究を開始いただき、平成 31 年２月 24日(日)

に開催の「咸宜園の日」記念事業で発表予定。 

添付資料   無  ・  有（ 1 枚）  

市民への周知 
 研究成果品は『咸宜園教育研究センター研究紀要』や市ホームページに掲載する予定

です。 

注意事項  

問合せ  咸宜園教育研究センター研究・啓発係 担当：溝田・吉田  ☎0973-22-0268 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 30 年７月２日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

廣瀬淡窓劇の公演について 
―国民文化祭プレオープン事業ー 

 

概要 

第 33 回国民文化祭・おおいた 2018、第 18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会に

関連して、本祭をさらに盛り上げるとともに市民参加型の演劇を通じて先人の事績を学

ぶ機会とします。また、国民文化祭を開催する記念の年に廣瀬淡窓を主題とする演劇を

公演することで、市民への文化芸術の振興を図り、廣瀬淡窓について理解を深める機会

とします。 

内容 

 

この事業は、郷土の偉人や先哲を主題にした公演活動を広く福岡で展開する劇団ショ

ーマンシップによる公演です。内容は淡窓の青年期の姿を中心に描き、自らの病と闘い

ながらも恩師や家族に支えられ、様々な苦悩を乗り越えて、私塾「咸宜園」を開くまで

の物語です。今回は福岡市出身の講談師 神田 紅さんが特別出演いたします。また、市

民参加型の取組みでもあるため、現在小学生から大人まで 10 名の方が出演される予定

です。 

演 題：「行こうぜ、とらのすけ～広瀬淡窓立志伝～」 

脚本：生田晃二 

演出：中谷一志（座長） 

特別出演：講談師 神田 紅（日本講談協会会長） 

【開催日時】 平成 30 年９月２日（日）午後２時（開場は午後１時） 

【開催場所】 日田市民文化会館「パトリア日田」大ホール（やまびこ） 

【主  催】 日田市・日田市教育委員会 

【企画・制作】 劇団ショーマンシップ、有限会社ショーマンシップ 

【料  金】 一般 2,000 円、高校生以下 1,000 円（指定券は別途 500 円が必要） 

※6 歳未満は無料。ただし、座席を使用される場合は料金が必要です。 

※3 歳未満は入場不可 

【チケット販売開始】 ７月 28 日（土）10時からパトリア日田のみで販売します。 

 ※公演に関するお問合せは下記（咸宜園）までお願いいたします。 

 

添付資料   無  ・  有（ １ 枚）  

市民への周知  広報ひた７月 15日号でチラシを班回覧、市 HP・フェイスブックなどで周知予定 

注意事項 
 当日はこの取組の他にも小ホールでイベントが予定されており、駐車場が不足する恐

れがあります。早めのご来場と可能な場合は乗り合わせてご来館ください。 

問合せ  咸宜園教育研究センター課研究・啓発係 担当：吉田・髙村  ☎0973-22-0268 



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 日
・平成30年度職員採用試験（後期試験）広
報「ひた」掲載

・やな場茶屋オープン（11:00～　11月4日ま
で）

2 月
・定例記者会見（11:00～　4階庁議室）

3 火
・協働のまちづくり出前懇談会（7月3日～
11月8日　市内24地区・22会場）

・県労連要望（13:30～）

4 水

・日田地区防犯協会連合会総会（13:30～
7階大会議室）
・日田市交通安全推進協議会総会（15:30
～　7階大会議室）

5 木

・全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の一
斉情報伝達訓練（10:00頃　市内一斉）
・平成29年７月九州北部豪雨災害から１周
年を迎えたサイレンの吹鳴（12:00～　市内
一斉）

・第1回　日田市交通指導員会議（18:30～
7階中会議室）

・九州北部豪雨被災地復興イベント（12:00
～　6日まで　ＪＲ博多駅）

6 金
・第17回大分銀行経営説明会(18:00～　マ
リエールオークパイン)

7 土

・久大本線「花月川橋梁」完成式典（9:00～
花月川橋梁袂　吹上側）

8 日
・第4回おおいた暮らし塾in東京（13:30～
18:00　東京都千代田区・交通会館）

9 月
・平成30年度新幹線活用久大本線活性化
協議会総会及びＪＲ九州への要望（15:00
～　ＪＲ九州本社）

10 火

11 水
・町内人権啓発推進員研修会(19:00～　7
階大会議室）
・おおいた夏の事故ゼロ運動（7/11～
7/20）

12 木

13 金
・国保診療施設協議会総会（15:00～　大分
市）

14 土
・ＪＲ久大本線全線復旧
・TKUスーパー耐久レースinオートポリス
（15日まで）

15 日
・清掃センター休日開設日（8：30～12：00、
13：00～16：00）

16 月

17 火

18 水

19 木
・平成30年度9月補正要求、決算見込提出
期限

・第30回日田祇園山鉾集団顔見世（19:00
～　日田駅前）

20 金
・書庫及び文書の一斉清掃（13:00～15:00
本庁のみ）

・第2回日田彦山線復旧会議検討会（13:00
～　福岡市・福岡県庁粕屋庁舎）

21 土
・小野川自然プールオープン（10:00～　8月
31日まで）
・日田祇園祭

22 日
・日田祇園祭

23 月

24 火

・車両管理責任者会議（13:30～　7階大会
議室）

25 水
・平成30年第３回市議会定例会提出議案
締切

26 木
・子ども環境バスツアー（8:00～　三隈川～
有明海）

27 金
・大分県公平委員会連絡会総会及び研究
会　（10:30～　津久見市）

28 土

・まちづくり市民活動報告会「志民活動かた
らん会」（14:00～　パトリア日田）
・屋久島町子ども交流事業（7/28～ 7/31
屋久島町）

・マイナンバーカード受取時間外窓口開設
（8:30～17:00　市民課窓口）

29 日
・第4回おおいた暮らし塾in福岡（13:00～
16:30　福岡市・エルガーラ）

・マイナンバーカード受取時間外窓口開設
（8:30～17:00　市民課窓口）

30 月

・日田市まち・ひと・しごと創生総合戦略審
議会（13:30～　4階庁議室）
・日田市定住自立圏共生ビジョン懇談会
（15:30～　4階庁議室）

31 火
・大分県東九州新幹線整備推進期成会総
会（13：40～　大分市・トキハ会館）

9

平成３０年７月行事予定表

備考



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 日
・小国町中原地区と上津江上野田自治会
との交流会（15:00～　上津江フィッシング
パーク）【上津江】

2 月
・市営住宅 定期募集 （～31日まで ）
・住宅無料相談会 （10:00～　１階ロビー）

・第3回校長・所長会（13:30～　別館3階大
会議室）

・農業委員会定例総会（13:30～　7階大会
議室）【農委】

3 火
・フェンシング競技トレーニングキャンプinひ
た歓迎セレモニー（9：30～　日田市総合体
育館）

・第7回選挙管理委員会（10:00～　7階701
会議室）【選管】

4 水

・日田梨生産者記念大会（14:00～　マリ
エールオークパイン）

・第3回教頭会（9:00～　別館3階大会議室）

5 木

・日田市管内国県道整備促進期成会連合
会 総会 （10:00～　7階大会議室）

6 金

7 土

・日田市連合育友会教育振興大会（9:30～
大山文化センターホール）
・フェンシング競技トレーニングキャンプinひ
た歓迎レセプション（18:00～　みくまホテ
ル）

・市ノ瀬川遊び交流会（10:00～　市ノ瀬公
園・河川敷）【中津江】

8 日
・第68回社会を明るくする運動日田地区推
進大会（10:00～　パトリア日田小ホール）

9 月

10 火
・自治会長会（19:30～　天瀬振興局会議
室）【天瀬】

11 水

12 木
・木材製品デザイン力向上事業報告会
（9:00～　4階庁議室）

・一般国道211号整備促進期成会 要望活
動 （14:00～　九州地方整備局、福岡県庁）

13 金

14 土
・TKUスーパー耐久（～15日）【上津江】

15 日
・宮園地区麦餅つき祭り（10:00～　宮園神
社・境内）【中津江】

16 月

17 火
・自治会長会（9:00～）【上津江】

18 水
・九州治水期成同盟連合会 第一回中央要
望活動 （17:00～　国土交通省ほか ）

19 木
・九州治水期成同盟連合会 第一回中央要
望活動 （10:00～　自由民主党本部ほか ）

・全国森林環境税創設促進議員連盟役員
会・総会（埼玉県秩父市）【議会】

20 金

21 土
・第42回大山ふるさと夏まつり（大山文化セ
ンター周辺）【大山】

22 日
・管内一斉道路愛護（8:00～）【中津江】
・竜門ダムフェスタ【上津江】

23 月
・天瀬地区避難所確認検討会（19:00～　8
月26日まで　各地区公民館等）【天瀬】

24 火

・中津日田間地域高規格道路促進期成会
総会 （14:30～　中津市「ヴィラルーチェ」 ）

・第18回立志の道を歩こう（11:00～　咸宜
園・咸宜小学校）
・定例教育委員会（予定）（15:00～　別館3
階大会議室）

25 水

26 木

27 金
・一般国道212号改修促進期成会 定例総
会 （14:00～　7階大会議室 ）

・糸島植樹箇所草刈（FP）【上津江】

28 土

29 日
・第５回椿ヶ鼻ヒルクライムレース（併催：第
３回JBCF椿ヶ鼻ヒルクライム）（8:00～　大
山町～前津江町）

30 月

31 火
・一般国道442号道路整備促進期成会 定
例総会 （14:30～　マリエールオークパイ
ン）
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