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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 10 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

新清掃センター建設用地の募集 

 

概要 新清掃センターの建設用地を募集します。 

内容 

【募集期間】令和元年 10月１日（火）～令和２年１月 31 日（金） 

 

【募集条件】 

●応募用地が市内に所在し、市の中心部から概ね 10ｋｍ以内に立地してい

ること。 

●造成等によって２ha（６千坪）以上の平地が確保できること。 

●原則、応募用地に防災、その他法的な規制がかけられていないこと。 

●新清掃センター建設に対して地元自治会（住民）の同意があること。 

●応募用地の地権者全員の合意が得られること。（進入路等も含む） 

●反社会的団体、またはその構成員が所有する土地ではないこと。 

 

【応募資格】 

●応募用地が所在する自治会の自治会長を代表として応募ください。 

●応募用地が複数の自治会にまたがる場合や隣の自治会に隣接する場合は

連名による応募となります。 

 

【清掃センター立地地域振興交付金】 

●新清掃センターを受け入れていただいた自治会には、地域振興策として 

1 億円を限度に「清掃センター立地地域振興交付金」を新設する予定です。 

 

【建設予定地の決定】 

●応募いただいた建設用地は、「新清掃センター建設用地選定委員会（仮

称）」が総合的な評価を行い、その結果を踏まえ市長が建設予定地を決定

します。 

 

【スケジュール】 

●令和２年５月下旬までに上記選定委員会による評価を終了し、６月上旬

に建設予定地を決定する予定です。 

 

※応募件数などによって前後する可能性があります。 

添付資料   無  ・  有 

市民への周知  広報ひた 10月１日号、市ホームページ 10月１日 

注意事項 
  

 

問合せ  廃棄物処理施設建設推進室 施設整備係 担当：梶原  ☎0973-22-8323 
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日田市の清掃センターは、平成2年に稼働し、今年（令和元年）で29年が経過しています。こ

れまで、適切な管理運営を行ってきましたが、焼却施設の寿命は30年～40年程度と言われており、

更新に向けた早急な取り組みが必要となっています。

そこで、平成29年度に、「日田市新清掃センター建設候補地選定委員会」を設置し、総合的な

観点から検討を行い、現清掃センター用地を建設予定地として地元住民の皆さまと協議を行って

１．清掃センターの更新について

新しい清掃センターの建設に向けて！
表表表表

3．清掃センター⽴地地域（⾃治会）への対策と振興

◆周辺地域のインフラ整備
・新清掃センターが建設される自治会に対しましては、ごみ収集運搬業務に必要な道路改良

などのインフラ整備を優先して実施します。

◆清掃センター⽴地地域振興交付⾦
・新清掃センターを受け入れていただいた自治会には、地域振興策として１億円を限度に

そこで、平成29年度に、「日田市新清掃センター建設候補地選定委員会」を設置し、総合的な

観点から検討を行い、現清掃センター用地を建設予定地として地元住民の皆さまと協議を行って

参りましたが、残念ながら合意には至りませんでした。

清掃センターは、市民にとって大変重要な施設であるため、その建設には、地元住民の皆さま

のご理解とご協力がなければ進められないと考えております。

そのため、新清掃センターの建設用地を改めて募集することといたしました。

清掃センターの更新は、市にとって重要かつ緊急の課題でありますので、自治会の皆さまから

の応募をお待ちしております。

◆応募条件
・応募用地が日田市内に所在し、市の中心部から概ね 10 km 以内に立地していること。

・造成等によって 2 ha（6千坪）以上の平地が確保できること。

・原則、応募用地に防災、その他法的な規制がかけられていないこと。

・新清掃センター建設に対して地元自治会（住民）の同意があること。

2．建設用地募集の概要

◆清掃センター⽴地地域振興交付⾦
・新清掃センターを受け入れていただいた自治会には、地域振興策として１億円を限度に

「清掃センター立地地域振興交付金」を新設する予定です。

・立地交付金は、公民館の整備、修繕、防犯カメラの設置など地域独自のインフラ整備はも

ちろん、自治会の活動費、イベントの開催費用など、自治会が独自に考える地域振興策に

幅広く活用できます。

・交付の期間は、新施設の建設年度から操業停止までの期間とします。将来を見据えた

「まちづくり」も計画できます。

※立地交付金の対象事業は、地元自治会内で作成された交付金使途予定表等に基づき、事前審査に

おいて認められた事業に限ります。

※予算措置については、議会の承認が必要となります。

4．建設予定地（用地）の決定

◆選定方法
・応募いただいた建設用地につきましては、有識者や市民代表から構成する「新清掃セン

◆応募方法

・原則、応募用地に防災、その他法的な規制がかけられていないこと。

・新清掃センター建設に対して地元自治会（住民）の同意があること。

・応募用地の地権者全員の合意が得られること。（進入路等も含む）

・反社会的団体、またはその構成員が所有する土地ではないこと。

※応募用地が市有地の場合でも応募できますが、事前に事務局へお問い合わせください。

◆応募（募集）期間

◆応募資格
・応募用地が所在する自治会の自治会長を代表者として応募ください。

・応募用地が、複数の自治会にまたがる場合や隣の自治会に隣接する場合は連名による応募と

なります。

・令和元年10月1日（火）～令和2年1月31日（金）まで

（受付時間：午前8時30分から午後5時まで、土、日、祝日を除く）

◆選定方法
・応募いただいた建設用地につきましては、有識者や市民代表から構成する「新清掃セン

ター建設用地選定委員会（仮称）」が総合的な評価を行います。その結果を踏まえ、市

長が建設予定地を決定します。

◆スケジュール（予定）

（（（（
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公募期間（4ヶ月）

・先進地視察（希望自治会）：11月

・地元説明会：要望に応じ随時

協

定

の

締

結

協

議

◆応募方法
・提出書類を作成いただき、事務局まで提出してください。

現在の清掃センター

※築29年が経過し老朽化が進行している。

◆提出書類
・必要書類

①応募申請書（様式 1）

②候補地位置図（縮尺 1/5000 ～ 1/10000）

③全体図（字図や住宅地図等を用い、応募用地の範囲と地番がわかるもの）

④土地所有者意向状況一覧表（様式 2）及び隣接土地所有者一覧表（様式3）

⑤自治会の合意形成がなされた時の総会等の議事録（様式 4)

⑥清掃センター立地地域振興交付金 使途予定表（様式 5）

・提出部数

上記①～⑥を各1部提出ください。

（受付時間：午前8時30分から午後5時まで、土、日、祝日を除く）
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・先進地視察（希望自治会）：11月

・地元説明会：要望に応じ随時

市

長

報

告

評

価

終

了

12月中旬
5月下旬

評価期間（6ヶ月）

・評価項目、評価基準の設定

・応募用地の現地確認

・敷地造成費の算出

・地質調査の実施

・総合評価

建

設

予

定

地

の

決

定

6月上旬

の

締

結

協

議

↑↑↑↑

6月～

↑↑↑↑

上記①～⑥を各1部提出ください。
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新しい清掃センターの建設に向けて！

5．新しい清掃センターの整備方針

私たちが日常生活を営む上で、ごみは必ず排出されるものです。そのごみを回収し、適正

に処理を行っているのが清掃センターです。清掃センターがなければ、適正な処理ができず、

最悪の場合は、街にごみが溢れかえる等、市民生活に多大な影響を及ぼすこととなります。

しかしながら、清掃センター自体が地域住民や環境面等に悪影響を与えることがあっては

裏裏裏裏

6．説明会及び先進地視察の開催

近年、稼働を開始した最新の廃棄物処理施設（清掃センター）の見学会を予定しており

ます。

「応募を検討したいが新しい清掃センターがどんな施設になるのかわからない」「新しい

施設がどのようなものか見てみたい」など、応募の有無にかかわらず、お気軽にご参加く

最悪の場合は、街にごみが溢れかえる等、市民生活に多大な影響を及ぼすこととなります。

しかしながら、清掃センター自体が地域住民や環境面等に悪影響を与えることがあっては

ならないと考えております。

そこで、新しい清掃センターの施設整備の方針について詳しく紹介いたします。

◆施設整備の考え方
①安全で、みんなが安心して生活できる環境に配慮したクリーンな施設

・安全で安定的にごみ処理が行える「ごみ焼却施設」を整備します。

・排ガス基準は、国の環境基準よりも更に厳しい「市の独自基準」を設定(予定)します。

・循環型社会を推進するため「リサイクルセンター」を併設します。

・周辺環境と調和した施設を整備します。

・施設見学や環境学習等、環境教育の拠点となる施設づくりを目指します。

②自然エネルギー等の再生可能エネルギーを有効活用する施設

・焼却熱で温水を作り、施設内で利用するほか、場外への利活用も検討します。

・太陽光発電などの自然エネルギーを積極的に活用する施設を整備します。

「応募を検討したいが新しい清掃センターがどんな施設になるのかわからない」「新しい

施設がどのようなものか見てみたい」など、応募の有無にかかわらず、お気軽にご参加く

ださい。

また、ご要望等がありましたら、随時、説明会を開催いたしますので、事務局までお問

い合わせください。

◆⾒学会の時期等
・開催時期：令和元年11月頃～（予定）

・視察場所：県内又は近県の廃棄物処理施設（他市の清掃センター）

※開催時期や視察先等が決定しましたら、改めて各自治会長様宛にご案内の文書を差し上げます。

・焼却熱で温水を作り、施設内で利用するほか、場外への利活用も検討します。

・太陽光発電などの自然エネルギーを積極的に活用する施設を整備します。

③災害に強く、災害時の廃棄物処理体制を整えた防災拠点となる施設

・避難所としての機能を有する施設を整備します。

・広場やグラウンドを併設し、災害ごみの一時保管など迅速な災害対応ができる施設を整備

します。

◆施設規模等（予定）

処理能⼒及び付帯施設
・焼却施設：60ｔ/日（現施設：90ｔ/日）

・リサイクルセンター：7ｔ/日（現施設では設置していません。）

（※リサイクルセンターとは、ペットボトルや缶、ビン等の選別を行い、圧縮・梱包する施設です。）

・ストックヤード：現施設でも設置しています。

新しい清掃センターでは、次の施設整備を想定しています。

2019年4月1日から稼働を開始した⼭⿅市環境センター
処理能⼒：46ｔ/16ｈ（23ｔ/16ｈ×2炉）
処理方式：間⽋運転式ストーカ炉

・リサイクルセンター：7ｔ/日（現施設では設置していません。）

（※リサイクルセンターとは、ペットボトルや缶、ビン等の選別を行い、圧縮・梱包する施設です。）

・ストックヤード：現施設でも設置しています。

（※ストックヤードとは、ペットボトルや缶、ビン等の一時保管場所及び緊急時に利用するグラウンド

のことです。）

問い合わせ先（事務局）
市⺠環境部 廃棄物処理施設建設推進室
〒877-8601 日田市田島２丁目６－１ 日田市役所２階
℡:0973-22-8323 Fax:0973-22-8241 E-mail:h-suishin@city.hita.oita.jp

◆施設整備計画
新しい清掃センターの具体的な施設整備計画については、有識者(専門家)や市民代表

などで構成する「新清掃センター建設検討委員会(仮称)」を設置し、官民協働で作成し

ていきます。

また、市民代表には、新清掃センターが立地する自治会からの参加も予定しておりま

す。

処理方式：間⽋運転式ストーカ炉

写真：上 ドローンによる航空写真
写真：左 施設の夜景（⼭⿅灯篭をイメージした照明）
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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 10 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

日田市子育て支援アプリ「ひたんこナビ」運用開始 

 

概要 

妊娠から出産、子育てをサポートするアプリとして、（株）エムティーアイのアプ

リ「母子モ（ボシモ）」を導入し、日田市子育て支援アプリ「ひたんこナビ」として

運用を開始します。 

内容 

【サービス開始】令和元年 10月 1日から 

 

【サービス内容】 

●成長の記録・・・日々の思い出を写真とコメントを付けて記録 

●健診の記録・・・妊婦健診や乳幼児健診の記録。身長・体重を入力する

と自動でグラフ化 

●予防接種管理・・出生日と接種日に応じて、最適なスケジュールのお知

らせ 

●自治体情報・・・健診やイベントなど子育てに関する情報配信 

●家族間共有・・・子どもの成長記録や思い出を家族で共有 

※健診の記録、予防接種のスケジュール管理を行うほかに、日田市からの子育て

に関する情報を配信します。「母子健康手帳」と併用し、安心して出産・子育て

ができる環境づくりの新たなツールとして利用してください。 

 

【利用方法】 

①アプリストアから「母子モ」アプリを検索するか、または別紙チラシのＱＲ

コードからダウンロード 

②住居地の郵便番号を登録し、「ひたんこナビ」として日田市の育児情報を受け

取る 

添付資料   無  ・  有 

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 保健医療係 担当：藤波  ☎0973-24-3000 
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Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。 Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

妊娠期の方向け

(※)「メールアドレスの登録」で返信メールが届かない場合
① 迷惑メール対策等で、ドメイン指定受信を設定されている可能性がございます。お手数をおかけいたしますが、ドメインを受信できるように設定してください。@mchh.jp
② GmailやFacebookアカウントなど、その他のご登録方法をお試しください。SNSアカウントで登録することで、利用者の許可なく投稿されることは一切ございません。

アプリストアからダウンロードして、カンタン登録！

あなたのプロフィール
を登録しよう！

お住まいの地域の郵便
番号を登録してください
地域の育児情報を受け
取ることができます

2
アカウント連携or
メール登録をしよう!

お手持ちのID、
もしくはメールアドレス
(※)を選択してください

1
お子さまの情報
を登録しよう！

胎児やお子さまの情報
を登録すると、成長に合
った情報がお知らせさ
れます

複数のお子さま
の登録可能

3

Web版はこちら
URL https://www.mchh.jp ※本サービスはGoogle社のウェブサイト翻訳ツールを使用しています。Google翻訳サービスをご利用の際には、

Googleの利用規約をご確認ください。

Web版は外国語でのご利用も可能！英語・中国語・スペイン語などの12ヶ国語に対応しています。
This service supports 12 languages including English, Chinese, Spanish, etc.

サービスに関するお問い合わせ E-mail株式会社エムティーアイ コンタクトセンター

<その他お問い合わせ> 日田市健康保険課　電話：(0973)24-3000　受付時間：平日 8:30 ～ 17:00（土日祝祭日は除く）

boshi_info@cc.mti.co.jp

母子モは、日田市が提供するアプリなので安心！
日田市の子育てに必要な情報を一目でチェックできます。

妊娠中の日々の記録や、大切な思い出の保存、出産後の予防接種のスケジュール管理など、

紙の母子手帳と一緒に使えて便利な機能も沢山です！

利用料金

無料!

妊娠から出産、子育てまでをフルサポート

日田市子育て支援アプリ

ひたんこナビ
by

日田市のママ&パパへ

母子モ 検索

母子モ（ボシモ）で検索！ QRコードからダウンロード!
or
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予防接種モ！　成長記録モ！　街の育児情報モ！

地域とつながる、安心の子育てアプリです

日々の出来事も大切な思い出として残せます。

地域のお知らせが届く 最適な接種日を自動表示

接種日が近づくとお知らせ

お住まいの地域のイベントや、育児・生活
情報が届きます。

日々の思い出を楽しく記録！

お住まいの子育て施設を
カンタン検索
お住まいの地域周辺の医療機関や公園、
幼稚園・保育園など、出産～子育てに
備えて必要な施設を検索できます。

また検索結果の地図表示や、
現在地から近い施設を表示することも
可能です。

複雑で面倒なスケジュール調整は不要！
出生日と実際の接種日に応じて、
最適な接種日を自動的に表示します。

接種予定日が近づくと
事前にプッシュ通知でお知らせ！
忙しい毎日でも予定日を忘れず安心です。

妊娠中の記録をグラフで確認！ 家族みんなで共有できる

面倒で忘れがちな

予防接種もカンタンに管理！

お子さまが
生まれてからは

約150種類のイベントを参考にして、
写真とコメント付きで記録できます。
日々の出来事を思い出として残せます。

お母さんや赤ちゃんの体重が自動で
グラフになり、簡単に変化を確認できます。

また、変化に応じて医師監修の
メッセージも表示され、今の自分の状態
がわかります。

妊娠中の思い出や記録を、
パパやおじいちゃん・おばあちゃんにも
共有できます。

みんなで一緒に成長を見守りましょう。

『母子手帳をもらった』『名前が決まった』
『お祝いをもらった』など

イベント例

妊娠中から必要な地域の情報がカンタンに手に入ります。

『イベント情報』『補助金や子育て支援制度』
『妊娠中のアドバイス』『災害時の緊急情報』など

お知らせの例

お子さまの成長をカンタンに記録！

不安だらけの子育ても

地域の育児情報があると安心！

※このアプリは電子ならではの便利な機能を使って紙の母子健康手帳を補完するものです。健診や予防接種の時は母子健康手帳が必要です。
※本サービスは、「ルナルナ」を運営する(株)エムティーアイが開発・運営しております。
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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 10 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第３回高校生「ひたジビエ レシピグランプリ」参加者を募集！ 

 

概 要 
オリジナリティーあふれるジビエ料理を創作してもらう、第３回高校生「ひたジ

ビエ レシピグランプリ」に参加する市内の高校生を募集します。 

内 容 

【主催】日田市ジビエ推進協議会、日田市 

【参加資格】 

●市内の高校生１組４人以内（10組以内、各高校から３組程度） 

●料理講習会、大会、表彰式に原則参加できること 

【審査項目】「オリジナルひたジビエのカレー又はハヤシライス」 

●レシピ 

●コンセプトシート（特徴･ピーアール･なぜこの具材を使用したか等） 

●大会当日調理した「オリジナルジビエ料理 10人分」 

●前項の料理 1人分を持参した器に盛付けたもの 

●学校給食としての観点 

【審査結果】提出されたレシピ等とあわせて、グランプリ、準グランプリを決定 

【スケジュール】 

●募集期間    10 月１日（火）～11 日（金） 

●料理講習会   10 月 22 日（火･祝） 

●レシピ等の提出 11 月８日（金）まで 

●大会      11 月 16 日（土） 昭和学園高等学校 調理実習室 

【表彰式】12月８日(日)パトリア日田ロビー「木と暮らしのフェア」 

※表彰式後にグランプリ受賞のオリジナルジビエ料理を先着 100 人に提供。 

【その他】大会後、各組のレシピは市ホームページにおいて公開するとともに、学

校給食メニュー活用の検討を実施 

※ジビエ：狩猟で得た天然の野生鳥獣の食肉を意味するフランス語 

※「ひたジビエ」：日田市獣肉処理施設において食品衛生法に基づいた衛生管理の

もとで加工処理されたイノシシ肉･シカ肉のこと 

添付資料   無  ・  有  

市民への周知  市ホームページ 10 月１日、市報 10 月１日号 

注意事項   

問合せ 
日田市ジビエ推進協議会事務局 

(林業振興課 有害鳥獣対策係)担当：高倉・田村  ☎0973-22-8212 
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第 3 回 高校生「ひたジビエ レシピグランプリ」実施要領 

主催：日田市ジビエ推進協議会、日田市 

日田市ジビエ推進協議会（以下、「協議会」という。）及び日田市では、第 3 回となります

高校生「ひたジビエ レシピグランプリ」を開催いたします。 

市内の高校生にオリジナルジビエ料理を創作してもらうことで、既成概念にとらわれない新

しい味や食べ方等を創出し、今までジビエに接点のなかった方を含め多くの方々に「ひたジビ

エ」の美味しさを届けようとするもので、高校生のオリジナリティ－にあふれたレシピの公開

と小中学校の給食に可能な限り採用することで、「ひたジビエ」を小学生の頃から親しんでもら

うとともに市民の皆様に幅広く情報発信するものです。 

 

※ジビエとは、狩猟で得た天然の野生鳥獣の食肉を意味するフランス語 

※「ひたジビエ」とは、日田市獣肉処理施設において食品衛生法に基づいた衛生管理のもと加工処理

されたイノシシ肉･シカ肉のこと 

 

【審査項目】 題目【オリジナルひたジビエのカレー又はハヤシライスの料理】 

・レシピ（ネーミング、出来上がりの写真、食材名、分量、調理のやり方） A4 1 枚 

・コンセプトシート（特徴・ピーアール・なぜこの具材を使用したのか等） A4 1 枚 

・大会当日調理した「オリジナルひたジビエのカレー又はハヤシライスの料理 10 人分」 

・オリジナルジビエ料理一人分を持参した器に盛付けたもの 

・学校給食としての観点 

 

【募集から表彰式まで】 

・参加者は、料理講習会で基本的なジビエ料理の作り方や栄養価などの講習を受けて、実際に

食べていただきます。 

・レシピ及びコンセプトシートは、令和元年 11 月 8 日（金）までに協議会へ提出といたします

ので、それまでに要件の範囲内でオリジナルジビエ料理を完成させてください。 

・大会当日は、ジビエ料理を 2 時間以内で調理していただきます。 

・表彰式は、「木と暮らしのフェア」で行い最優秀のジビエ料理 100 人分を来場者の方に提供予

定ですが、最優秀の組には、表彰式当日の朝から 100 人分を調理していただきます。 

 

【表彰等】 

・表彰式は、令和元年 12 月 8 日（日）パトリア日田で開催の「木と暮らしのフェア」会場で行

います。 

・出展されたレシピは、可能な限り小中学校の給食メニューとして活用していく予定です。 

・参加者のレシピは、ホームページで公開いたします。 

 

【参加資格】 

・市内の高校生 1 組あたり 4 名以内での申込（10 組以内、各高校より 3 組程度）。 

・ジビエ料理の料理講習会、大会、表彰式に原則参加できること。 
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【調理や食材等の要件】 

・肉（イノシシ モモ 200ｇ及び シカ モモ 200ｇ）は現物を提供します（2 回分）。 

・日田特産の食材を必ず 1 品以上、使用してください。 

・オリジナルひたジビエのカレー又はハヤシライス料理とし、使用する全部の材料費（調味料

含む）は 2,500 円以内としますが、食材費 2 回分 5,000 円は協議会より支給いたします。 

（試作用と大会時の 2 回分） 

・合成着色料、化学調味料等は、なるべく使用しないでください。 

・調理時間は、2 時間以内とします。 

・大会時料理の量は、10 人分です。 

・器に盛りつけた状態で審査を行いますので、各組で器をご準備ください。（1 セット） 

・レシピ及びコンセプトシートは、令和元年 11 月 8 日（金）までに提出してください。 

 

【スケジュール等】 

□募 集 期 間 令和元年 10 月 1 日（火）～11 日(金)まで 協議会事務局（林業振興課内） 

□料理講習会 令和元年 10 月 22 日（火） 開催場所 咸宜公民館 

□レシピ等の提出 令和元年 11 月 8 日（金）まで 協議会事務局（林業振興課内） 

□大 会 日 令和元年 11 月 16 日（土） 開催場所 昭和学園高校 調理実習室 

□表 彰 式 令和元年 12 月 8 日（日） 開催場所 パトリア日田 ロビー 

 

【審査】 

・審査委員は、ジビエ推進協議会、フードコーディネーター、給食センター栄養士等 

 計 7 名予定。 

・審査項目は、味、見栄え、レシピ、コンセプトシート、給食利用の観点によるものとする。 

・審査方法は、各委員が 1 位に 3 点、2 位に 2 点、3 位に 1 点で評価し、総得点を参考として協

議により決定する。 

 

【講習会のスケジュール】      【大会当日のスケジュール】 

10/22(火)12:30 受付、準備      11/16(土) 8:30 受付、準備 

13:00 講習会開始           8:50 開会 

15:00 終了                9:00 調理開始 

                  11:00 審査開始、試食、片付け 

                    13:00 審査終了、解散 

【表彰式のスケジュール】  

12/8(日)11:00 式典開始 

11:30 式典終了、最優秀賞ジビエ料理の提供 

12:00 解散 

 

※各スケジュールについては、都合により変更することがあります。 

募集内容等問合せ先 

〒877-8601 大分県日田市田島二丁目６－１ 日田市農林振興部林業振興課内 

日田市ジビエ推進協議会 事務局（担当：高倉、田村） 

TEL：0973-22-8212 FAX：0973-22-8246 E-mail：rinsei@city.hita.oita.jp 
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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 10 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 10 回日田市工業展 ―日田ものづくり探検隊ー 

 

概要 
この秋、３年に１度の日田市工業展を開催します。「日田ものづくり探検隊」をテ

ーマに、展示に加えて新たに工場見学を行います。 

内容 

【日時】令和元年 10 月 18 日（金）～20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 18 日（金）～20日（日） 

会員企業の製品展示や「ものづくり体験」によって、参加者と企業との

交流と、日田市の工業の活性化につなげる。 

■工場見学バスツアー：10 月 18 日（金）、19日（土） 

会員企業への見学ツアーを実施し、製品の製造工程及びオンリーワンの

技術力を知ってもらう。 

・受付場所：パトリア日田１階ロビー 

・発着場所：パトリア日田正面玄関前 

 

【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。 

また、普段は立ち入ることができない日田市内の「ものづくり」工場を期

間限定で開放し、「ものづくり」に対するこだわりや情熱を直接、従業員（職

人）から聞き・見て・感じ取ってもらうことで、日田の技術力の高さとや

りがいのある職場であることを広くＰＲする。 

 

添付資料   無  ・  有 

市民への周知  広報ひた９月 15日号、市ホームページ９月 15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 
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日田市工業展第10回
2019

10/18㊎～20㊐
10：00～16：00

地場企業の工業技術や製品を紹介します！

主なイベント

参加企業・団体一覧
日田木材協同組合・大分日田げた組合・大分県建設業協会日田支部
日田市管工事協同組合・日田電気工事業協同組合・三隅工業株式会社
ＴＤＫ株式会社三隈川工場・ＣＨＫグループ・株式会社大日
大分県農林水産研究指導センター林業研究部・ひた少年少女発明クラブ
大分県立日田林工高等学校

主催／日田市工業連合会
お問い合わせ　日田市商工観光部商工労政課
ＴＥＬ0973－22－8239

212

386

210

日田インター
至 福岡

至 甘木・福岡

至 久留米

至 玖珠・大分

至 中津 至 大分

● ●
咸宜小学校

●ナフコ

市営駅北第２駐車場

市営三本松駐車場

西日本シティ銀行

大分銀行

筑邦銀行

ローソン

福岡銀行日田郵便局

日田市役所

日田駅

●

●

386

日田市民文化会館
パトリア日田

●

●

●
日
田
バ
ス

セ
ン
タ
ー

●

●

ご案内地図

地場企業の工業技術や製品を紹介

会場：パトリア日田ギャラリー
中央公園

鼻緒すげ体験
19日㊏イベントスペース　

展示の様子
大分県農林水産研究指導センター展示

木工教室
20日㊐イベントスペース

高所作業車
体験コーナー他(中央公園)

日田杉で椅子を作る木工教室日田杉で椅子を作る木工教室日田杉で椅子を作る木工教室

市内の企業が有する工業技術や工業製
品、伝統工芸品、特産物加工製品など、
日田の工業界が誇る様々なものづくり
技術をお見せします。その他、鼻緒す
げ体験や木工教室、お楽しみ抽選会な
ど、楽しい催しも盛りだくさんです。
皆様のご来場をお待ちしております。

お楽しみ
抽選会も！
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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 10 月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

天領日田トレイル駅伝 2019 を開催 

 

概要 

市民や観光客など誰もが気軽に森林に触れてもらうために整備した、萩尾公園の

森林にある遊歩道の一部に「萩尾の森トレイルコース」を設定しました。 

このコースを広く皆さんに周知し、利用をしていただくため、昨年度に引き続き

「天領日田トレイル駅伝」を開催します。 

内容 

【日時】令和元年 11 月 30 日（土） （８：00 から受付） 

９：00  開会式 

９：30  キッズレース開始 

10：00  駅伝開始 

12：30  表彰式・閉会式 

【場所】萩尾公園内「萩尾の森トレイルコース」 

【主催】日田市 

【後援】日田市教育委員会、日田市陸上競技協会 

【競技内容】①駅伝

※１チーム４人で走るタイムレース方式。 

 【３km１周+丸太切り】×４ （参加料 2,000 円/人） 

※リレーゾーン手前で丸太を切ってタスキリレーを行う。 

②キッズレース

※小学生のみ参加対象/保護者の伴走可。 

 ３km１周 （参加料 1,000 円/人） 

※伴走者は小学生１人につき２人（伴走者参加費 1,000 円/人）まで。 

【募集定員】①30チーム 

②30 人 

【申込方法】エントリーサイトから申込み 

※大会チラシ裏面の申込用紙からも申込みができます。 

【申込期限】令和元年 11月４日（月） 

【ゲスト】荒木宏太氏（アシックストレイルランナー） 

【参加賞】温泉入浴券や日田の特産品 

【問合先】天領日田トレイル駅伝 2019 大会事務局 

（㈲ユニバーサルフィールド内）080-2783-7714 

林業振興課森林整備係 0973-22-8212 

添付資料   無  ・  有 

市民への周知 広報ひた 10 月１日号、市ホームページ、フェイスブック、チラシ、ポスター 

注意事項 - 

問合せ  林業振興課 森林整備係 担当：大道
おおみち

  ☎0973-22-8212 
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天領日田トレイル駅伝 2019

TEL：080- 2783-7714（熊本）

【郵送】　〒862-0918　熊本県熊本市東区花立5-14-50　シティーハイム花立202
【Eメール】 entry@universal-field.com（本紙をスキャンしてご送付ください。）
【FAX】 0985-88-1017

年　齢 年　齢生年月日走　　順

第１走者

第２走者

第３走者

伴走者①

伴走者②

第４走者

駅伝の部
キッズレース 小学1・2年生の部
キッズレース 小学3・4年生の部
キッズレース 小学5・6年生の部

参加される部門にチェックしてください。　※上位3チーム（キッズレースは上位3名ずつ）を表彰します。

【駅伝】 8,000円 / チーム 【キッズレース】  1,000円 / 名
※保護者の伴走可⇒1名につき1,000円（2名まで）

※スポーツ傷害保険料、参加賞、ふるまい食、エイドステーション代を含む

11 4 月・祝

駅伝メンバー　　※代表者が選手の場合は再度ご記入ください。 キッズレース

1km

2km

3km

天領日田トレイル駅伝コースマップ
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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 火

・定例記者会見（14:00～4階庁議室） ・ＲＷＣ大分大会記念イベント「FULL
TIME FAN TIME」（1～23日 大分市）

2 水
・市営駐車場指定管理者選定委員会
（9:30～4階庁議室）

3 木

4 金
・市民公開講座「『人生会議』ってしって
いますか？」（18:30～パトリア日田大
ホール）

5 土
・オートポリスグランピング（5、6日 オー
トポリス）

6 日

7 月

8 火
・天瀬地区移住者交流会（18:00～天瀬
公民館）

9 水

・防災士スキルアップ研修（19:00～7階
大会議室）

10 木

・第125回九州市長会（10、11日 長崎県
佐世保市）

11 金
・大分県安全・安心まちづくり県民大会
（13:30～ホルトホール大分）

12 土
・日田市消防団 消防慰霊祭（10:00～大
原神社下 消防慰霊碑前）

13 日
・第23回市民健康福祉まつり（式典9:30
～、基調講演11:00～　パトリア日田大
ホール）

14 月

15 火

・当初予算編成事務説明会（9:30～7階
大会議室）

ひた暮らし応援団フ ロ ア プ研修

令和元年１０月行事予定表

16 水
・ひた暮らし応援団フォローアップ研修
（19:00～アオーゼ）

17 木

・部落差別解消推進地域研修会(19:30
～前津江公民館)

18 金
・12月補正予算要求〆切
・決算審査特別委員会（18日～29日）

・マイナンバーカード時間外受取等窓口
開設:予約制（17:00～1階市民課）

・第10回日田市工業展（18～20日 パトリ
ア日田ギャラリー・中央公園）

19 土

20 日

・第13回高瀬地区人権フェスティバル
（9:30～高瀬公民館及び高瀬小学校）

21 月

22 火

23 水

24 木

・令和元年第4回日田市議会定例会提
出議案締切

25 金
・大分県地域福祉推進大会（10:00～別
府ビーコンプラザ）

26 土

27 日

・おんせん県おおいたわくわくフェア
（11:00～東京交通会館）

・令和元年度市民一斉清掃、第34回筑
後川ノーポイ運動（8:00～市内一円、筑
後川水系河川）

28 月

29 火

30 水

31 木
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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 火

・住民自治組織説明会（10月1日～11月
7日・天瀬各地区公民館）【天瀬】
・「第14回本城彼岸花案山子祭り」（1～
12日 本城）【天瀬】
・議会報告・意見交換会（大山 鎌手地
区）【議会】

2 水
・第18回選挙管理委員会（10:00～7階
701会議室）【選管】

3 木
・日田市農業ビジョン推進委員会（13:30
～4階庁議室）

・東渓小見学（11:00～浄水場、13:30～
浄化センター）
高瀬小見学（9:10～浄化センター）

・議会報告・意見交換会（大鶴地区）【議
会】

4 金

5 土
・椿ケ鼻水源の森づくり事業交流会
（10:00～大山ダム他）【前津江】

6 日
・鯛生金山まつり（10:00～地底博物館鯛
生金山）【中津江】

7 月
・農業委員会定例総会（13:30～7階大会
議室）【農委】

8 火
・鹿児島県日置市議会視察（9:30～グ
リーン発電大分）

・南部中学校職場体験(9:00～淡窓図書
館)

・医師会との意見交換・懇親会【議会】

9 水

・長野県伊那市議会視察（13:30～、議長
応接室）

・日田市議会報告・意見交換会（19:00～
前津江公民館集会室）【前津江】
・議会報告・意見交換会（丸山1・2、三花
地区、前津江地区、上津江地区）【議会】

10 木

・千葉県鴨川市議会視察（10:00～、議長
応接室）

・「中津江むらづくり役場」との連携会議
（13:30～中津江振興局）【中津江】
・議会報告・意見交換会（中津江地区、
朝日地区）【議会】

11 金
・三芳小見学（10:50～浄化センター、
13:20～浄水場）

・議会報告・意見交換会（五和地区、天
瀬地区）【議会】

12 土
・秋のバラフェアー（10月12日～11月10
日 ローズヒルあまがせ）【天瀬】

13 日
・スポーツ・デイ（9:00～陸上競技場）
・第19回「立志の道を歩こう」（11:00～史
跡咸宜園跡・咸宜小学校体育館など）

14 月

15 火

・九州治水期成同盟連合会 第2回要望
（14:00～九州地方整備局）

・自治会長会（9：00～上津江体育館１階
研修室）【上津江】
・議会報告・意見交換会（女子畑）【議
会】

学校給食食材提供 ア （12 30 五 議会報告 意見交換会（竹田地区）【議

令和元年１０月行事予定表

16 水
・学校給食食材提供：アユ（12:30～五
馬、東渓小・中学校）

・議会報告・意見交換会（竹田地区）【議
会】

17 木

・上津江町人権講演会（19：00～上津江
振興局）【上津江】
・議会報告・意見交換会（東有田地区、
田島地区）【議会】
・大分県市議会議長会議員研修会（大
分市）【議会】

18 金
・ひた林業就業体験ツアー（18、19日） ・議会報告・意見交換会（城町1、西有田

地区、小野地区）【議会】
・決算審査特別委員会：全体会【議会】

19 土
・本城くにち（19、20日 金凝神社）【天瀬】

20 日

・ひたアグリスクール:成人コース 第2回
講座（9:30～大鶴圃場）

・第73回文教祭:第25回日田市民音楽祭
（13:00～パトリア日田大ホール）
・日本遺産「中学生英語ガイド」（13:00～
史跡咸宜園跡・豆田町）

21 月
・決算審査特別委員会：総務環境分科
会（21、23日）【議会】

22 火
・高校生「ひたジビエ レシピグランプリ」
料理講習会（咸宜公民館）

・塚田くにち（22、23日 阿蘇神社）【天瀬】

23 水
・九州治水期成同盟連合会 第3回要望
（23、24日 国土交通省、財務省外）

24 木

・出口くにち（24、25日 老松神社）【天瀬】
・前津江町人権講演会（19:30～前津江
公民館集会室）【前津江】
・決算審査特別委員会：教育福祉分科
会（24、25日）【議会】

25 金
第73回文教祭:日田市小学校読書感想
画・図工展（25～27日 AOSE2階美術展
示ギャラリー）

26 土
・大分県農林水産祭（農業部門）（26、27
日～別府公園）

第73回文教祭:第50回日田映像祭
（13:00～パトリア日田小ホール）

・五馬市くにち（26、27日 玉来神社）【天
瀬】

27 日

・第73回文教祭:民謡邦楽の秋宴（12:00
～パトリア日田大ホール）
・第73回秋の読書週間（10月27日～11
月9日 淡窓図書館）

・下筌ダム周辺草刈り交流（10:00～下筌
ダム・ダム湖周辺）【中津江】

28 月

・下筌ダム周辺草刈り交流（10:00～下筌
ダム・ダム湖周辺）【中津江】
・決算審査特別委員会：産業建設分科
会（28、29日）【議会】

29 火
・安心・安全の道づくりを求める全国大
会（12:30～東京都）

30 水

・【予定】定例教育委員会（15:00～別館3
階大会議室）

・第14回全国市議会議長会研究フォーラ
ム（30、31日高知市）【議会】
・選挙出前授業：県主催、選挙講座・模
擬投開票（県立日田三隈高校）【選管】

31 木
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