
    

日 時：令和元年５月７日（火）11:30～12:30 

場 所：庁議室（市役所４階） 

 

◇市長あいさつ 

 

 

 

◇案件 

 １．日田駅前広場の使用開始（都市整備課）              ・・・・・・・・１ 

２．商店街と盛り上げよう！ JR 日田駅前完成イベント（商工労政課）  ・・・・・・・・２ 

３．県外からの移住者 日田市が３年連続で第一位（ひた暮らし推進室）  ・・・・・・・・３ 

 

 ◇質疑応答 

 

 

 

◇おしらせ 

  １．春のバラフェア（天瀬振興局）                  ・・・・・・・・４ 

  ２．第 24 回遊花祭（天瀬振興局）                  ・・・・・・・・５ 

  ３．第 52 回津江山系釈連峰山開き（前津江振興局）            ・・・・・・・・６ 

４．第 72 回日田川開き観光祭（観光課）               ・・・・・・・・７ 

  ５．2019 水郷ひたキャンペーンレディ決定（観光課）          ・・・・・・・・８ 

  ６．５月行事予定表（総務課）                    ・・・・・・・・９ 

 

 ◇質疑応答 

 

 

 

 ◇質  問 

  １．清流保全条例の進捗状況（大分合同新聞日田支社） 

 

 ◇質疑応答 

 

 

 

 ◇出席者 

  市長、都市整備課長、商工労政課長、ひた暮らし推進室長、天瀬振興局長、前津江振興局長、 

山祭会議事務局、観光課長、環境課長、地方創生推進課長、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 令和元年令和元年令和元年令和元年    ５５５５月定例記者会見月定例記者会見月定例記者会見月定例記者会見        ――――    News Release News Release News Release News Release ――――    
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和元年 ５月 ７日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

日田駅前広場の使用開始 

 

概要 
平成 29年からリニューアル工事を進めてきた日田駅前広場の使用が、本年４月 26

日に開始されました。 

内容 

【事業時期】 

平成 27年７月～   日田駅前広場基本計画・基本設計業務に着手 

  平成 29年３月～   日田駅前広場のリニューアル工事に着手 

             （令和元年６月末完成予定） 

  ※平成 31年 ４月 26日 広場の使用開始 

【整備面積】 

・全体面積 4,500㎡ 

【主な整備内容】 

・自由広場 

    フリースペース（日田石）1,075㎡・（アスファルト舗装）830㎡ 

屋根付きウッドデッキ２基・メインシェルター１基・ 

通路シェルター115ｍ・上下水道施設 12個所・電源９箇所 

 ・交通広場 

    タクシー乗降場２台・タクシー待機場 12台・観光バス等乗降場２台 

    園内道路 330㎡・歩道 140㎡ 

 ・園内道路 

    有料市営駐車場 12台・一般乗降場２台・園内道路 580㎡ 

歩道 150㎡ 

【総事業費】 

約 538,000千円 

添付資料   無  ・  有 （ 平面図１枚 ） 

市民への周知  広報ひた４月 15日号、市ホームページ 

注意事項   

問合せ  都市整備課 公園緑地係 担当：原  ☎0973-22-8217 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和元年 ５月 ７日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

商店街と盛り上げよう！ＪＲ日田駅前広場完成イベント 

 

概要 

日田駅前における賑わいと交流の場を創出するため、市では日田駅前広場整備事業

を実施し、４月 26日から使用開始しております。 

広場の完成を控え、日田市商店街連合会では日田の玄関口である日田駅前広場の活

用方法を多くの市民や観光客に知っていただくとともに、商店街を挙げて「まちな

か」から本市の希望ある将来が見えてくるよう、完成イベントを開催するものです。 

当日は、風船飛ばしのほか、日本一の経験を数多く有するＮＢＵ日本文理大学チア

リーディング部や市内の高校生を迎え、華やかに日田駅前を盛り上げます。 

内容 

【日 時】令和元年 ５月 12日（日）  12：00～16：00  ※少雨決行。 

【会 場】日田駅前広場（日田市元町 188番） 

【内 容】12：30 セレモニー開始 

     12：50 風船飛ばし 

     13：00 日田林工高等学校吹奏楽部 

     13：30 昭和学園高等学校バトン部 

     14：00 ＮＢＵ日本文理大学チアリーディング部 

     14：20 藤蔭高等学校吹奏楽部         ※時間は目安です。 

【その他】紅白饅頭 300個無料配布 

市内商店街による屋台販売 

【主 催】日田市商店街連合会 

【共 催】日田市 

 

添付資料   無  ・  有 （ チラシ１枚 ） 

市民への周知  広報ひた５月１日号 

注意事項  

問合せ 商工労政課 商業・消費生活係 担当：中野・梶原  ☎ 0973-22-8239 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和元年 ５月 ７日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

県外からの移住者数 日田市が 3年連続で第一位 

 

概要 

平成 30年度の県外からの移住者は、179世帯 293人で、28年度から 3年連続で県内第

１位となりました。 

※ 移住者数：移住施策を活用して移住した人の数 

内容 

1.日田市への移住者数（平成 31年 3月 31日現在） 

  255世帯 430人 （うち、県外からの移住者数 179世帯 293人） 

 

2.移住者数が多い主な要因 

・ひた暮らし推進室を設け、ワンストップで移住希望者の相談に応じるとともに、日田

市の魅力や、就業、就農、住まい、子育てなどの一元的な情報を、ホームページや SNS

等により積極的に発信したこと。 

・福岡を主なターゲットとして移住イベントに積極的に参加し、情報発信に努めたこと。 

・切れ目のない子育て支援や移住奨励金事業のほか、結婚新生活に伴う住居費や引越費

用の補助などの支援の充実。 

 

3.今後の取組 

  移住者数は増加しているものの、依然として人口減少は続いていることから、今後

さらに日田市の魅力や移住に伴う各種支援に関する情報発信に努め、社会増を目指し

て移住・定住を促進します。 

添付資料   無  ・  有（  １ 枚）  

市民への周知   

注意事項  

問合せ  ひた暮らし推進室 移住促進係 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 ― 

令和元年 ５月 ７日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

春のバラフェア 

 

概要 

日田市天瀬農業公園（ローズヒルあまがせ）を会場に、春のバラフェアを開催しま

す。五馬高原の広々とした豊かな大自然の中で育った約 300品種、2,500株のバラの花

を見ながら、各催し物を楽しみゆったりとした時間を過ごせます。 

内容 

【期 間】令和元年 ５月１日（水）～31日（金）  9：00～17：00 

【会 場】日田市天瀬農業公園（ローズヒルあまがせ）（日田市天瀬町五馬市 2384-３） 

【催し物】マンドリン・ギターアンサンブルＬＩＶＥ （入場無料） 

       ５月 ６日（祝） 12：00 

「風の丘」 

     大バラフェア（お楽しみ抽選会） 

       ５月 18日（土）、19日（日） 9：00～17：00 

「ローズガーデン」 

     バラ苗 20％オフフェア 

       ５月 25日（土）、26日（日） 9：00～17：00 

 「ローズガーデン」 

     バラの鉢物販売、バラの育成相談 

       期間中毎日  9：00～17：00 

「ローズガーデン」 

※バラフェア期間中に天ヶ瀬温泉に宿泊されたお客様にバラ苗又はバラアイスを 

プレゼントします。（詳しくは旅館フロントにお尋ねください） 

【入園料】高校生以上 300円  小・中学生 100円 

【休園日】毎週火曜日（バラのメンテナンスのため） 

【主 催】日田市天瀬振興局 

添付資料   無  ・  有 （ チラシ１枚 ）  

市民への周知  広報ひた５月１日号、市ホームページ 

注意事項  日田市天瀬農業公園に駐車場有 

問合せ 
天瀬振興局 産業建設係 担当：吉田    ☎0973-57-3147 

日田市天瀬農業公園（ローズヒルあまがせ） ☎0973-57-8187 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和元年 ５月 ７日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 2４回遊花祭 

 

概要 

ローズヒルあまがせを会場に「第 24回遊花祭」が開催されます。 

ステージイベントでは、五馬保育園・朝日こども園ファッションショーをはじめ、

昭和学園高等学校バトン部、別府大学吹奏学部、日田もりあ下駄いの演奏、演技や、

騎士竜戦隊リュウソウジャーも２回公演で行われます。また味の広場ではまちづくり

グループによるグルメや日田やきそばも出店し、一日楽しめる企画となっています。 

当日、ローズガーデン入場者（有料）に対して、先着 100人様に「母の日」プレゼ

ントをご用意しています。 

内容 

【日 時】令和元年 ５月 12日（日）  9：30～15：30 

【会 場】日田市天瀬農業公園（ローズヒルあまがせ）（日田市天瀬町五馬市 2384-３） 

【内 容】ステージイベント 

 9：30 オープニング（開会宣言） 

       10：00 五馬保育園・朝日こども園ファッションショー 

       10：30 昭和学園高等学校バトン部 

11：10 日田もりあ下駄い 

11：40 キャラクターショー（１回目） 

13：00 別府大学吹奏楽部 

14：00 キャラクターショー（２回目） 

15：30 閉会 

ふれあい広場 

       日田やきそば、うどん、地鶏焼き、ちらし寿司など 

遊の広場 

ふあふあドーム 

【主 催】21あまがせ花のまちづくり推進委員会 

【後 援】大分県農業協同組合、日田地区商工会、日田市観光協会、 

天ヶ瀬温泉旅館組合、天瀬公民館 

 

※当日は天瀬振興局から会場までの無料シャトルバスをご利用ください。 

 

添付資料   無  ・  有 （ チラシ１枚 ）  

市民への周知 
 広報ひた５月１日号、市ホームページ、日田市観光協会ホームページ、 

新聞広告、地元情報誌 

注意事項   

問合せ 
 遊花祭実行委員会（天瀬振興局産業建設係内）  ☎0973-57-3147 

 日田市観光協会天瀬支部            ☎0973-57-2166 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和元年 ５月 ７日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 52回津江山系釈迦連峰山開き 

 

概要 

 登山シーズンの幕開けイベントを開催するもので、昨年度（第 51回）から開催日を 

５月第２日曜日、会場をスノーピーク奥日田キャンプフィールド内に変更して実施し

ています。 

 加えて、今回から主催が前津江町まつり実行委員会から山
さん

祭
さい

会議に代わり、新たな

体制で開催することとなりました。山
さん

祭
さい

会議は、50回の節目を過ぎたのを機に、行政

に頼ることなく自分達自身で企画・運営し長く催しを行っていこうと、町内の若者グ

ループなどで結成された組織です。 

 装いも新たに行われる山開きの催しを、標高千メートル級の山々に囲まれた雄大な

自然と共にお楽しみください。 

内容 

【開催日】令和元年 ５月 12日（日）  受付 9:30～／開始 10:00 

【会 場】スノーピーク奥日田キャンプフィールド内（椿ケ鼻ハイランドパーク） 

【内 容】式典、餅まき、藤蔭高等学校吹奏楽部 他演奏、抽選会、きこりになって 

山を守ろう！（森づくり体験）、出店 他（詳細はチラシに記載） 

 

※イベント前日に、関係者にて以下のとおり『神事』を実施 

【日時】令和元年 ５月 11日（土） 10：00から 

【会場】スノーピーク奥日田キャンプフィールド内（椿ケ鼻ハイランドパーク） 

 

【主 催】山祭会議（さんさいかいぎ） 

添付資料   無  ・  有 （ チラシ１枚 ） 

市民への周知 
 広報ひた５月１日号、日田市のイベントカレンダー、ポスター掲示、 

日田市観光協会ホームページ 他 

注意事項 
 会場周辺に駐車場を用意しています。交通指導員や警備員の誘導に従って、駐車願

います。 

問合せ 
 山祭会議：事務局 折居（おりい）   ☎080-8569-9672 

前津江振興局 産業建設係 担当：菅原 ☎0973-53-2111 

 



7 
 

― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和元年 ５月 ７日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 72回日田川開き観光祭 

 

概要 
 水郷日田に初夏の訪れを告げる日田最大のまつり「第 72 回日田川開き観光祭」を

開催します。 

内容 

【開催日】令和元年 ５月 25日(土)・26日(日) 
【場 所】市内一円（パトリア日田・中央公園、日田駅前広場）、三隈川周辺 
【５月 25日（土）主なイベント】 
（市内全域） 
  ９:00～17:00 市民芸能隊市内巡演（24団体） 

13:00～16:00 音楽大パレード（小学校 13校、中学校２校、高校３校） 
19:40～21:00 大花火大会 

（パトリア日田） 
  14:30～16:00 舞踊大会・日田市舞踊連盟/大ホール 
  10:30～12:00 ギターアンサンブル・古賀政男記念館ギターミニコンサート/小ホール  

14:00～14:40・15:10～15:50 せいまお兄さんと遊ぼう!!/小ホール 
（三隈川） 
  10:00～11:00 水神祭 
  10:30～15:00 ハンギリ源平合戦（ハンギリ競争・風船割り） 
【５月 26日（日）主なイベント】 
（市内全域） 
 ９:00～17:00 市民芸能隊市内巡演（24団体） 
10:00～15:00 水郷日田どんたくカーニバル（24団体） 
19:40～21:00 大花火大会 

（パトリア日田） 
  11:00～13:00 ＯＢＳラジオ「カラオケ歌合戦」生放送/大ホール 
  11:00～13:00 赤ちゃんハイハイ/小ホール 
  10:00～15:00 ちびっこ広場（大型トランポリンなど）/ギャラリー 
（三隈川） 
  ９:00～15:00 ＹＥＧ ＣＵＰダンボールボートレース/京町児童公園前 
  10:00～12:00 ボート体験/三隈大橋下 

10:30～/14:00～ 水上ステージ（騎士竜戦隊リュウソウジャーショー） 
  10:00～15:00 台霧の瀬で魚とりてぇ～・移動動物園他 
【駅前イベント】 

10:00～16:00 駅前ミュージックフェスティバル 
        ※25日（土）12:00～12:20 スペシャルゲスト：九州櫻燕隊 

  10:00～16:00 ＪＲ九州コラボ企画（ミニトレイン、制服を着て記念写真他） 
  10:00～16:00 奥日田ファンゾーン、企業・農産物コーナー他 
【両日イベント】 
（パトリア日田） 

10:00～16:00 華道家元池坊穴井水苑ミニ社中展/ロビー 
  10:00～16:00 ＥＮＪＯＹミニ四駆/スタジオ１ 
  10:00～15:00 かんたんものづくり教室/正面玄関 
（中央公園） 

10:00～15:00 ひたラグビーフェスティバル・３×３ラグビー大会他 
  10:00～16:00 ひろえば街が好きになる運動 
（京町児童公園前） 

11:00～15:00 川のゆうえんち 

添付資料   無  ・  有（チラシ１枚）  

市民への周知  パンフレット（5/15配布）、市・観光課公式ＳＮＳ 

注意事項  － 

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 ― 

令和元年５月 7日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

2019水郷ひたキャンペーンレディの決定 

 

概要 
 ３月 27 日（水）に開催しました選考会において、『2019 水郷ひたキャンペーンレデ

ィ』が決定しました。 

内容 

 

【2019水郷ひたキャンペーンレディ】 

■草野 亜李砂 （くさの ありさ） 

・年齢：30歳 

・趣味・特技：アウトドア、旅行、獣肉解体、毛皮なめし、水泳、バドミントン 

■仁田野 明日香 （にたの あすか） 

・年齢：27歳 

・趣味・特技：ライブ観戦、絵を描くこと 

 

【選考会】 

日  時 平成 31年３月 27日（水） 18：00 

応募総数 ６名（うち２名選出） 

選考方法 面接終了後、委員による審査により決定 

 

【今後の主な活動予定】 

・５月 25日  日田川開き観光祭（水神祭） 

・５月 26日  日田川開き観光祭（どんたくパレードなど） 

・７月 25日  日田祇園山鉾集団顔見世 

・11月 ９日  日田天領まつり（西国筋郡代着任行列） 

・２月 15日  天領日田おひなまつり（青い目の人形パレードなど） 

※その他にも随時、イベント・観光ＰＲに伴うマスコミ訪問テレビ出演などに参加し

ています。 

添付資料   無  ・  有  

市民への周知  広報ひた６月１日号、市フェイスブック 

注意事項 キャンペーンレディの取材は、定例記者会見終了後に行います。 

問合せ  観光課観光振興係 担当：山下  ☎0973-22-8210 
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