
 

日 時：平成 31 年３月１日（金）11:00～12:00 

場 所：庁議室（市役所４階） 

 

◇市長あいさつ 

 

 

◇案件 

 １．熊本・大分地震及び九州北部豪雨復興支援事業 国立科学博物館コラボミュージアム in 日田 

「とりになったきょうりゅうのはなし」について（博物館）    ・・・・・・・・・・１ 

         － 化石が語る恐竜進化のものがたり ―            

 

 ◇質疑応答 

 

 

◇おしらせ 

  １．市ノ瀬町自治会と小河内町自治会の合併について（まちづくり推進課）      ・・・・２ 

  ２．平成 29 年７月九州北部豪雨時の流出物の展示について（まちづくり推進課）    ・・３ 

  ３．第 20 回天領日田ひなまつり健康マラソン大会について（体育保健課）  ・・・・・・４ 

４．３月行事予定表（総務課）         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

 ◇質疑応答 

 

 

 ◇質  問 

  １．九州北部豪雨について（西日本新聞日田支局） 

 

 

 

 ◇質疑応答 

 

 ◇出席者 

  市長、社会教育課長、まちづくり推進長、体育保健課長、教育総務課長、林業振興課長、 

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 平成 31 年３月定例記者会見  ― News Release ― 



1 
 

― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 31年３月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

熊本・大分地震及び九州北部豪雨復興支援事業  

国立科学博物館コラボミュージアム in日田 

「とりになったきょうりゅうのはなし」について 
― 化石が語る恐竜進化のものがたり ー 

 

概要 

 熊本・大分地震及び九州北部豪雨の復興支援として、国立科学博物館が保有する恐竜

化石やレプリカなどを無償で日田市に提供いただく、国立科学博物館コラボミュージア

ム in日田「とりになったきょうりゅうのはなしー 化石が語る恐竜進化のものがたり 

ー」を開催します。 

複合文化施設アオーゼを会場に、１階多目的ホールを展示本会場とし、化石研究の成

果をもとに恐竜から鳥への進化を絵本のパネルを使ってわかりやすく紹介するほか、２

階美術展示ギャラリーでは、バーチャル体験や巨大迷路、恐竜の足跡比べなど子どもた

ちが楽しめるコーナー、３階博物館企画展示室では、鳥の剥製や写真から羽の色や足の

形、口ばしなどを観察し、恐竜の姿を想像するコーナーを設けます。 

期間中のイベントでは、２階美術展示ギャラリーにおいて、週末・祝日限定で開催す

るバーチャルアロサウルスコーナーや３Ｄ塗り絵コーナー、また子供の日クイズラリー

や工作イベントとして化石レプリカづくりや空気砲をつくって恐竜を倒そうなどの企

画を開催します。 

さらに、国立科学博物館学芸員の真鍋真先生をお招きした特別講演会や小野小学校児

童を対象とした復興支援特別授業も開催します。 

内容 

【期  間】 平成 31年３月 16日(土)から５月 12日(日)まで 

※休館日は月曜日、祝日の場合はその翌日 

【場  所】 日田市複合文化施設アオーゼ 

【開場時間】 午前９時～午後５時(入場は午後４時 30分まで) 

【観 覧 料】 無料 

【特別講演会】 

（と き） 平成 31年３月 21日(木) 午後２時 30分～４時 

（講 師） 国立科学博物館学芸員 真鍋 真 先生 

（演 題） (仮題)「最新の恐竜研究のおはなし」 

（会 場） アオーゼ２階 第２・３会議室 

（定 員） 50名(人数に限りがありますので博物館に申し込みが必要です) 

【復興支援特別授業】 ３月 22日(金) 小野小学校児童対象／小野小学校(戸山中学校) 

【連絡事項】期間中のイベントは別紙チラシを参照ください。 

添付資料   無  ・  有 （チラシ・開催要項） 

市民への周知  広報ひた 3月 1日号 

注意事項  － 

問合せ  博物館学芸係 担当：行時・橋本  ☎0973-22-5394 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 31年３月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

市ノ瀬町自治会と小河内町自治会の合併について 

 

概要 

平成 31年４月１日に市ノ瀬町自治会と小河内町自治会が合併しますので、お知らせ

します。 

市ノ瀬町自治会と小河内自治会の合併については、平成 29 年８月に小河内町自治会

から、人口減少及び高齢化により自治会運営に困難を来たすことから、市ノ瀬町自治会

へ合併をしたいとの申し入れがありました。市ノ瀬町自治会で住民アンケートを実施し

た結果、「合併に賛成する住民が約 77％」であったため、市ノ瀬町自治会は平成 31年１

月 22日、小河内町自治会は平成 31年２月 15日に臨時総会を開催し、それぞれの自治

会で合併が承認されました。 

平成 31年２月 19日に合併調印式を行い、平成 31年４月１日を以って合併します。 

内容 

 

【対象自治会】 

 市ノ瀬町自治会、小河内町自治会 

【内容】 

 平成 31年４月１日から「小河内町自治会」が「市ノ瀬町自治会９班」になります。 

【変更内容】 
 

 合併前（３月 31日まで） 合併後（４月１日以降） 変更の有無 

自治会名 小河内町自治会 市ノ瀬町自治会 有 

公称住所 
大字花月 大字花月 

無 
大字有田 大字有田 

通称住所 小河内町 小河内町 無 

郵便番号 877-1222 877-1222 無 

添付資料   無  ・  有（   枚）  

市民への周知 
・広報ひた４月１日号に掲載します。市ノ瀬町には班回覧でチラシを送付する予定。 

・市ホームページや SNSで周知します。 

注意事項  合併調印式の写真が必要な場合、まちづくり推進課から提供します。 

問合せ  まちづくり推進課市民協働・男女共同参画推進係 担当：井上 ☎0973-22-7515 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 31年３月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

平成 29年７月九州北部豪雨時の流出物の展示について 

 

概要 

平成 29年７月九州北部豪雨により流出し、朝倉市内で発見された流出物を各振興セ

ンターで展示します。 

朝倉市役所から平成 29年７月九州北部豪雨のため、朝倉市内で発見された流出物を

保管している旨の連絡があり、流出物については、日田市から流されてきたものもあり、

貴重な写真などがあることから、各振興センターに展示し、持ち主に返却させていただ

きます。 

内容 

 

【展示物】 

 平成 29年九州北部豪雨により流出し、発見された流出物（生活用品や写真等） 

【場所・期間】 

 大鶴振興センター  平成 31年３月１日～平成 31年３月７日 

夜明振興センター  平成 31年３月８日～平成 31年３月 14日 

小野振興センター  平成 31年３月 15日～平成 31年３月 20日 

東有田振興センター 平成 31年３月 22日～平成 31年３月 27日 

市役所３日以内窓口 平成 31年３月 28日～平成 31年４月４日 

※月曜から金曜の各振興センター及び市役所開館時間に展示 

【連絡事項】 

 ◎流出物の持ち主が見つかった場合 

流出物：指定の用紙に情報を記入後、物品を保管している朝倉市役所杷木支所 

    で受取に行っていただきます。 

写 真：指定の用紙に情報を記入後、その場で持ち主に返却します。 

添付資料   無  ・  有（   枚）  

市民への周知 

・各振興センター管内に居住の住民は、各振興センターから放送により周知します。 

・みなし仮設住宅に入居している住民は、まちづくり推進課から文書を送付します。 

・市ホームページや SNSで周知します。 

注意事項  － 

問合せ  まちづくり推進課市民協働・男女共同参画推進係 担当：井上 ☎0973-22-7515 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

平成 31年３月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 20回天領日田ひなまつり健康マラソン大会について 

 

概要 
第 20回天領日田ひなまつり健康マラソン大会のエントリー数並びに関連イベントが

決定しましたのでお知らせします。 

内容 

【エントリー数】 

 平成 30 年 11 月１日～平成 31 年２月８日の期間で参加者募集し、過去最高の 1,919

人のエントリーがありました。 

                            （単位：人） 

 ハーフ 10ｋｍ 5.5ｋｍ ２ｋｍ 男女別計 

男子   872 356 177 26 1,431 

女子   160 140 132 56   488 

種目別計 1,032 496 309 82 1,919 

 

【大会関連イベント】 

① 「平成 29年７月九州北部豪雨 郷土ひた、復旧・復興への道のり」展 

（日時）平成 31年３月 10日（日）8:00～大会終了まで 

（会場）日田市陸上競技場エントランス 

（内容）広報ひた（H30.7.1号）掲載の「あの災害から１年」や「久大本線全線 

復旧」記事を再構成し、災害からの復旧・復興の道のりを写真・解説等 

で紹介するパネル展を行います。構成は時系列の流れに沿い「あの日」 

「ボランティアの日々」「復旧・復興の道のり」「そして未来」のタイト 

ル・構成で展示します。 

② 第 20回天領日田ひなまつり健康マラソン大会 フォトコンテスト 

（募集内容）テーマ：心に残る「ひなまつりマラソン」 

（応募期間）平成 31年３月 10日～24日 

（結果発表）2019年４月中旬 

（賞  品）優秀賞３名様（5,000円相当の特産品） 

優良賞５名様（3,000円相当の特産品） 

添付資料   無  ・  有（ ２ 枚）  

市民への周知  市ホームページ 

注意事項  当日の交通規制に関する詳細な情報は、3月 1日同時配布のチラシを確認ください。 

問合せ  体育保健課スポーツ振興係 担当：江藤 ☎0973-22-8442 

 



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 金

・定例記者会見（11:00～4階庁議室）

2 土
・日田准看護学院第44回卒業式（13:30～
日田医師会講堂）

3 日

・豆田流しびな(10:00～桂林荘公園)

4 月
・日田市自衛隊入隊予定者激励会（10:00
～7階大会議室）

5 火

6 水

7 木
・議案質疑通告締切（13:00）

8 金

9 土

・第10回おおいた暮らし塾in福岡（13:00～
福岡市・エルガーラホール）

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金
・情報セキュリティ研修（14:00～7階大会議
室)

・マイナンバーカード時間外受取窓口開設：
予約制（17:00～市民課）

16 土

17 日

18 月

19 火

20 水

21 木
・市民課窓口開設：選挙立候補者住民票、
戸籍交付対応のみ（8:30～市民課）

22 金

23 土

24 日

25 月
・日田市自治会連合会正副会長会(10:00
～6階601会議室）

・資源回収団体登録説明会（19:00～7階大
会議室）

26 火

27 水
・日田市自治会連合会理事会（14:00～4階
庁議室）

28 木

29 金
・退職者辞令交付式（15:00～7階大会議
室）

30 土

31 日
・市民課窓口年度末開設（8:30～市民課）

5

平成３１年３月行事予定表

備考

・辞令交付式：職員（4月1日 9:00～7階大
会議室）
・辞令交付式：日田市、日田玖珠広域消防
組合公平委員会委員（4月1日14:00～4階
応接室）



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 金

・第3回選挙管理委員会（10:30～7階701会
議室）【選管】
・農業委員会定例総会（13:30～7階大会議
室）【農委】

2 土
・日田産わさび販売促進(10:00～トキハイ
ンダストリーわさだ店)

3 日

・中津日田道路 三光本耶馬渓道路 中津
IC～田口IC 開通式（10:00～田口IC）

・第39回日田おおやま梅まつり（10:00～お
おくぼ台梅園）【大山】
・上津江公民館フェスティバル（9:30～上津
江体育館）【上津江】

4 月

5 火
・会計検査・農林2課（5～6日 7階中会議
室）

・一般質問（代表）【議会】

6 水
・花月川河川改修事業、日田都市計画道
路事業に関する説明会（19:00～吹上町公
民館）

・一般質問【議会】

7 木
・花月川河川改修事業、日田都市計画道
路事業に関する説明会 （19:00～丸山町公
民館）

・天瀬町男女共同参画講演会（19:00～天
瀬公民館 視聴覚室）【天瀬】
・一般質問【議会】

8 金
・木材製品デザイン力向上事業ワーク
ショップ（17:30～アオーゼ会議室）

・市内中学校卒業式 ・大分県議会議員選挙立候補予定者説明
会（15:00～6階601会議室）【選管】

9 土

・日田産わさび販売促進(10:00～トキハイ
ンダストリー春日浦店)

・第46回日田市社会教育振興大会（10:00
～パトリア日田小ホール）
・天領日田ひなまつり健康マラソン大会前
日イベント（14:00～日田市陸上競技場ほ
か）

10 日

・天領日田ひなまつり健康マラソン大会
（8:00～日田市陸上競技場ほか）

・第27回ふるや台梅まつり（11:00～ふるや
台梅園）【大山】
・中津江公民館教室生発表会（10:00～中
津江ホール）【中津江】

11 月
・議案質疑【議会】

12 火

・日田産わさび販売促進(10:00～トキハイ
ンダストリー明野アクロス店)

・天瀬振興協議会 委員会（19:00～天瀬振
興局第2庁舎3階会議室）【天瀬】
・中津江地域づくり講演会（19:00～中津江
振興局2階大会議室）【中津江】
・委員会（分割）【議会】

13 水
・喜楽苑地域交流広場整備竣工式（11:00
～喜楽苑）【天瀬】
・本会議（分割）【議会】

14 木
・咸宜大学閉講式（10:00～パトリア日田小
ホール）

・委員会【議会】

15 金
・自治会長会（9:00～上津江振興局）【上津
江】
・委員会【議会】

16 土
・国立科学博物館コラボミュージアム㏌日
田「恐竜展」（3月16日～5月12日、アオー
ゼ）

17 日

18 月
・委員会【議会】

19 火
・委員会【議会】

20 水
・市内小学校卒業式（7校） ・第4回選挙管理委員会（10:00～7階701会

議室）【選管】

21 木
・日田産わさび販売促進(10:00～トキハイ
ンダストリーわさだ店)

・大分県知事選挙告示（8:30～大分県庁）
【選管】

22 金
・市内小学校卒業式（11校）
・定例教育委員会（15:00～別館3階大会議
室）

・大分県知事選挙期日前投票（3月22日～4
月6日 7階中会議室）【選管】

23 土

24 日
・第40回歩こう走ろう会2019（9:00～中津江
振興局駐車場～広川ゲートボール場間往
復）【中津江】

25 月
・議会閉会【議会】

26 火

・日田産わさび販売促進(10:00～大丸福岡
天神店ひた生活領事館)

・第1回日田市五馬財産区議会定例会
（15:00～天瀬振興局議場）【天瀬】
・日田市議会議員立候補予定者説明会
（10:00～7階大会議室）【選管】

27 水

28 木

29 金
・大分県議会議員選挙告示（8:30～4階庁
議室）

30 土
・大分県議会議員選挙期日前投票（3月30
日～4月6日 7階中会議室）【選管】

31 日
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