平成 30 年５月定例記者会見

日 田 市

― News Release ―

日 時：平成 30 年５月７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．第 40 回全国伝統的建造物群保存地区協議会総会・研修会日田大会の開催について
（文化財保護課）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

２．フェンシングエペ競技合同事前キャンプに関する協定書締結式について（体育保健課）
・・・・・・・・・・・２
３．小学校の授業の中で仕事の話をする「おとな先生 大募集!!」について
（商工労政課）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

４．第 51 回津江山系釈迦連峰山開きについて（前津江振興局） ・・・・・・・・・・・４
５．第 23 回遊花祭について（天瀬振興局）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

６．第 71 回日田川開き観光祭について（観光課） ・・・・・・・・・・・・・・・・・６
７．2018 水郷ひたキャンペーンレディの決定について（観光課） ・・・・・・・・・・７
８．５月行事予定表（総務課）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

◇質疑応答

◇出席者
市長、文化財保護課長、体育保健課長、商工労政課長、前津江振興局長、天瀬振興局長
観光課長、地方創生推進課長、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 0973-22-8227

FAX 0973-22-8250

― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ―
平成 30 年５月 7 日
報道関係者各位
プレスリリース

第 40 回全国伝統的建造物群保存地区協議会
総会・研修会日田大会の開催について
全国の伝統的建造物群保存地区を有する市町村で組織する協議会の「第 40 回全国伝
概要

統的建造物群保存地区協議会総会・研修会日田大会」を開催します。大会期間中は、記
念講演や現地視察、職員研修会、住民研修会、文化財施設等の視察が開催されます。
会議名：第 40 回全国伝統的建造物群保存地区協議会総会・研修会日田大会
日 時：平成 30 年５月 30 日（水）～６月１日（金）
場 所：［主 会 場］パトリア日田
［現地視察］豆田地区、市内文化財施設、うきは市伝建地区他
対 象：全国の伝建地区が所在する市町村の住民、行政職員他
※文化庁長官、文化庁伝建部門の職員、大分県知事、市長
参加予定数：290 名程度
日 程：
【第１日目：５月 30 日（水）】 会場：パトリア日田
開会式、総会、住民から事例発表、記念講演
情報交歓会（祇園囃子、鵜飼、花火打上）

会場：三隈川

【第２日目：５月 31 日（木）】 会場：豆田地区・パトリア日田

内容

現地視察（豆田地区）
、住民研修・全体会議、職員研修・全体会議、文化庁講
評、情報交歓会（郷土芸能鑑賞） 会場：マリエール・オークパイン
【第３日目：６月１日（金）】

会場：市内各所、うきは市

市内文化財施設視察（咸宜園教育研究センター、文化的景観小鹿田焼の里、
祇園山鉾会館）
午後 オプション現地視察（博物館・うきは市新川田篭伝建地区）
内 容：第１日目の開会式、事例発表、記念講演は一般公開・参加費無料・申込不要で
す。
第２日目午前の豆田地区の現地視察では、交通規制（一方通行）を実施します。
また、午後は住民・行政に分かれてテーマ別研修となります。
添付資料
市民への周知
注意事項

問合せ

無

・

有（ ３

枚）

広報ひた５月 15 日号、市ホームページ
駐車場はパトリア日田をご利用ください。
第 40 回全国伝統的建造物群保存地区協議会総会・研修会日田大会実行委員会事務局
文化財保護課 町並み保存係 担当：坂本 ☎24-7171（直通）

1

― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ―
平成 30 年５月 7 日
報道関係者各位
プレスリリース

フェンシングエペ競技合同事前キャンプに関する
協定書締結式について
公益社団法人日本フェンシング協会、日田市、大分県並びに大分県フェンシング協会
概要

では、第 32 回オリンピック競技大会(２０２０／東京)・東京２０２０パラリンピック
競技大会におけるフェンシングエペ競技の出場国の選手による合同事前キャンプを日
田市で実施することに合意し、協定書締結式を行います。

【日 時】 平成 30 年５月 18 日(金)

15：00～15：20

【場 所】 大分県庁舎本館４階 貴賓室
【出席者】 公益社団法人日本フェンシング協会 副会長
日田市

市長
教育次長

大分県

知事
企画振興部長

内容

大分県フェンシング協会

副会長
理事長

【内 容】①挨拶（日本フェンシング協会副会長）
②協定書署名
③謝辞（大分県知事、日田市長）
④懇談
⑤記念撮影

添付資料
市民への周知

無

・

有 （

枚）

締結式終了後、取材対応を行います。

注意事項
問合せ

体育保健課スポーツ振興係 担当：江藤 ☎0973-22-8442

２
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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５月７日
報道関係者各位
プレスリリース

小学校の授業の中で仕事の話をする
「おとな先生 大募集‼」について
―ひたを担う人材育成事業ー

小学校の授業の中で仕事の話をする「おとな先生」を募集します。
概要

「おとな先生」とは、特別な方ではなく、日田で働くおとなであれば誰でもＯＫです。
製造業、建設業、デザイナーなど幅広い業種の方から申し込みできます。
積極的な応募をお待ちしています。
【募集期間】平成 30 年５月１日（火） ～ ５月 31 日（木）
【応募資格】
・平日、小学校の授業時間で話していただける方
・ボランティア講師として無償で活動いただける方
・個人でも企業としての応募でもＯＫです
【応募方法】
電話又はメールにて申し込みください。
【応募内容】
① 企業名、②業種、③おとな先生の名前、④連絡先（電話番号とメールアドレス）
【申 込 先】

内容

一般社団法人ＮＩＮＡＵ（になう）
電 話 0973-22-3720（受付時間：10：00～17：00）
メール ｉｎｆｏ＠ｎｉｎａｕ.ｏｒ.ｊｐ
【そ の 他】
・平成 30 年度のおとな先生は、６月中に決定予定
・授業内容は、学校とキャリアスタッフの打ち合わせを踏まえ決定しますのでご安
心ください。
【参

考】

「ひたを担う人材育成事業」について
平成 30 年度は、事業モデル校の咸宜小学校、桂林小学校の４～６年生のクラスでお
とな先生によるしごと授業を開始します。２年後には、市内の小・中・高校の全学校で
しごと授業の実施を目指します。
添付資料
市民への周知
問合せ

無

・

有

（チラシ１枚）

市ホームページ
商工労政課 雇用・労働環境係 担当：江田、中野

３

☎0973-22-8239

― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ―
平成 30 年５月 7 日
報道関係者各位
プレスリリース

第 51 回津江山系釈迦連峰山開きについて
登山者に対する山の安全祈願と登山シーズンの幕開けイベントである「第 51 回津江
概

要

山系釈迦連峰山開き」がスノーピーク奥日田キャンプフィールド内で開催されます。
釈迦岳・御前岳・渡神岳の津江三山と言われる標高 1,000 メートル級の山々に囲まれ
た雄大な大自然を満喫ください。
【イベント名】第 51 回津江山系釈迦連峰山開き
【日

時】平成 30 年５月 13 日（日）午前 10 時～午後３時

【場

所】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】前津江町まつり実行委員会

【スケジュール】９:00～

内

容

受付

９:30～

前津江浦和太鼓演奏

10:00～

神事

10:25～

式典

11:00～

餅まき

午後は宝さがしをはじめ、各種アトラクションを行います。
会場では山の幸が味わえるお店などもございます。
【連絡事項】昨年までは４月 29 日（昭和の日）に開催をしていましたが、本年は５月
13 日（日）に開催をするようにしました。
また、くす玉での宝探しを変更し、受付時に花の種の袋に貼付した抽選券
を先着 1,500 名に配布します。
【会場までの交通機関】
当日は、市役所・日田駅から山開き会場まで、バスを一往復運行します。
定員となり次第、締切となります。また、受付のない方の乗車はできません。

添 付 資 料
市民への周知
注 意 事 項
問

合

せ

無

・

有（チラシ１枚）

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他
駐車場は確保していますが近くの駐車場が満車の場合は、別の場所へ移動いただきま
す。出来るだけ早めにご来場ください。
前津江町まつり実行委員会事務局
前津江振興局 産業建設係 担当：佐藤 ☎0973-53-2111

４

― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ―
平成 30 年５月 7 日
報道関係者各位
プレスリリース

第 23 回遊花祭について
ローズヒルあまがせを会場に「第 23 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、祇園囃子なでしこ会の演奏や、快盗戦隊ルパンレンジャ
概要

ーＶＳ警察戦隊パトレンジャーショーも２回公演で行われます。また味の広場では地元
産品を使用したグルメや日田やきそば等も出店し、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 名様に「母の日」プレゼン
トをご用意しています。
【日
時】
【メイン会場】
【主
催】
【後
援】

内容

添付資料
市民への周知

平成 30 年５月 13 日（日） ９：30～15：30
ローズヒルあまがせ（天瀬農業公園）
２１あまがせ花のまちづくり推進委員会
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
【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～
別府大学吹奏楽部
11:50～
キャラクターショー（１回目）
13:00～
日田祇園囃子なでしこ会
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
＊当日は天瀬振興局・会場までの無料シャトルバスをご利用ください。
《期間中開催》
【行 事 名】 「2018 春のバラフェア」
【日
時】 ５月 14 日（月）～５月 20 日（日）９:00～17:00
【場
所】 ローズヒルあまがせ（天瀬農業公園）
【入 園 料】 高校生以上 300 円/小・中学生 100 円
＊天ヶ瀬温泉宿泊者は先着 200 名様にバラ苗をプレゼントします。
無

・

有

（チラシ１枚）

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他

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） 担当：川本 ☎0973-57-3147
日田市観光協会天瀬支部

☎0973-57-2166
５

― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ―
平成 30 年５月 7 日
報道関係者各位
プレスリリース

第 71 回日田川開き観光祭について

概要

内容

添付資料
市民への周知
注意事項
問合せ

水郷日田に初夏の訪れを告げる日田最大のまつり「第 71 回日田川開き観光祭」
が開催されます。
【開催日】 平成 30 年５月 26 日(土)・27 日(日)
【場 所】 市内一円（パトリア日田、中央公園）
、三隈川周辺
【５月 26 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（18 団体）
10:00～16:00 ひろえば街が好きになる運動（中央公園）
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）
（パトリア日田）
14:00～16:00 舞踊大会（日田市舞踊連盟）/大ホール
13:00～13:45・14:45～15:30 せいまお兄さんと遊ぼう/ギャラリー
10:00～15:00 かんたんものづくり教室・ミニ四駆体験イベント/スタジオ１
10:00～15:00 フアフアトランポリン/正面玄関横
（中央公園）
10:00～16:00 市民参加のミュージックフェスティバル/特設ステージ
10:00～15:00 ラグビーにチャレンジ！
（三隈川）
10:00～11:00 水神祭
10:00～12:00 ボート体験教室
11:00～15:00 川の遊園地
12:30～15:00 ハンギリ源平合戦（ハンギリ競槽・風船割り）
14:00～15:00 水上弓道大的射抜大会
【５月 27 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（22 団体）
10:00～15:00 水郷日田どんたくカーニバル・パフォーマンス部門（22 団体）
10:00～16:00 ひろえば街が好きになる運動（中央公園）
（パトリア日田）
12:00～14:00 ＯＢＳラジオ「カラオケ歌合戦」生放送/大ホール
10:00～15:00 ちびっこ広場/小ホール
11:00～12:30・13:30～15:00 赤ちゃんハイハイ/ギャラリー
10:00～15:00 かんたんものづくり教室・ミニ四駆体験イベント/スタジオ１
10:00～15:00 フアフアトランポリン/正面玄関横
（中央公園）
10:00～15:00 どんたくカーニバル審査会場/中央公園特設ステージ
10:00～15:00 ラグビーにチャレンジ！
（三隈川）
10:00～15:00 川の遊園地
11:00～15:00 カヌー体験教室
10:00～11:00・13:00～14:00 快盗戦隊ﾙﾊﾟﾝﾚﾝｼﾞｬｰ VS 警察戦隊ﾊﾟﾄﾚﾝｼﾞｬｰショー
10:00～14:00 丸腕グランプリ/銭渕橋下
12:00～14:00 台霧の瀬で魚とりてぇ～
11:00～15:00 移動動物園、スノーピーク出店他
【両日イベント】
19:40～21:00 大花火大会
無

・

有（チラシ１枚）

駅前広場改修中のため、イベントはありません。
観光課 観光振興係 担当：伊東
６

☎0973-22-8210

― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ―
平成 30 年５月 7 日
報道関係者各位
プレスリリース

2018 水郷ひたキャンペーンレディの決定について

概要

３月 28 日（水）に開催しました選考会において、
『2018 水郷ひたキャンペーンレディ』
が決定しました。

【2018 水郷ひたキャンペーンレディ】
梅木 愛菜（うめき あいな）
■年齢：22 歳
■趣味・特技：旅行・イラスト・簿記・パソコン・英検
古林 美鈴（ふるばやし みすず）
■年齢：20 歳
■趣味・特技：バスケットボール・お菓子作り

内容

【選考会】
日
時 平成 30 年３月 28 日（水）午後６時～
応募総数 ２名（うち２名選出）
選考方法 面接終了後、委員による審査・投票により決定
【今後の主な活動予定】
・５月 26 日 日田川開き観光祭（水神祭）
・５月 27 日 日田川開き観光祭（どんたくパレードなど）
・７月 19 日 日田祇園山鉾集団顔見世
・11 月 11 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 （

枚）

市民への周知
注意事項
問合せ

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。
観光課 観光振興係 担当：三笘

７

☎0973-22-8210

平成３０年５月行事予定表
日 曜
1 火
2 水

総務部

企画振興部

NO.1
市民環境部

福祉保健部

商工観光部

・エコ・スタイル月間の実施（～10月31日）
・平成29年度決算見込
・平成30年度6月補正要求書提出期限
・西区どんたく（博多どんたく港祭り）物産市
出店（10:30～ 西区役所駐車場 市内2業
者出店）
・西区どんたく（博多どんたく港祭り）物産市
出店（10:30～ 西区役所駐車場 市内2業
者出店）

3 木
4 金
5 土
6 日

・水郷ひたキャンペーンレディ委嘱式（10:00
～ 中会議室）
・サッポロビール「大分・日田祇園缶」発売
について市長表敬訪問（13:30～ 応接室）

7 月

8 火

・請願項目執行状況表及び一般質問検討
事項処理結果表提出締切
・軽自動車税(全期：1期)・固定資産税納税
通知書発送（全期〈1～4期〉） （納期限：5
月31日）
・日田市人権・同和教育啓発推進協議会
理事会(13:00～ 7F中会議室）

9 水

・第１回日田市国民健康保険運営協議会
（15:00～ 庁議室）

10 木
11 金

・日田市防災パトロール（9：00～7階中会議
室・市内各所）
・三隈川周辺清掃ボランティア活動（9：00
～亀山公園）
・下水溝一斉清掃（各自治会）
・第2回「人権文化と出会う日田のまちづく
り」推進講演会 講師:奥田 均氏（パトリア
日田 小ﾎｰﾙ）

12 土
13 日
14 月

・オートポリス スーパー２＆４レース
2018(オートポリス）
・オートポリス スーパー２＆４レース
2018(オートポリス）

・平成30年第2回定例会 一般報告及び全
員協議会該当案件提出締切
・15日～16日 人権社会確立全九州研究
集会（鹿児島市民文化ホールほか）

15 火

16 水

17 木

・出張行政相談所：小野地区（10：00～15：
00 小野公民館）

18 金

・出張行政相談所：大鶴地区（10：00～15：
00 大鶴公民館）
・第２回おおいた暮らし塾イン福岡（13:00～
福岡市・エルガーラホール）

19 土

・おんがレガッタ 物産市出店（10:00～ 遠
賀町 遠賀川漕艇場 市内2団体出店）
・下水溝一斉清掃（各自治会）

20 日
21 月
22 火

・平成３０年度 日田市老人クラブ連合会
定期総会
・第２回日田市国民健康保険運営協議会
（13：30～ 庁議室）

23 水
24 木
25 金
26 土

・日田市防災会議・日田市水防協議会（15：
30～ 7階大会議室）

・日田市人権・同和教育啓発推進協議会
総会（13：30～ パトリア日田 小ﾎｰﾙ）
・日田市女性人材育成バンク‟ゆいと” 第 ・大分県交通安全協会日田支部総会（15：
１回講座（19:00～ 中会議室）
00～ 日田警察署 大会議室）
・26日～27日 ひろえば街が好きになる運
動（9：00～16：30日田駅前ほか）

・マイナンバー受取時間外窓口（8:30～
17:30 市民課）

27 日
28 月
29 火

・第７１回日田川開き観光祭

・大分県障がい者スポーツ大会（大分銀行 ・第７１回日田川開き観光祭
ドーム）

・自治会連合会総会(14:00～ パトリア日
田)
・日田市学校版環境ISO認定制度説明会
（16:00～ ７階中会議室）
・日田市民生員会児童委員協議会全体研
修会

30 水
31 木
備考
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平成３０年５月行事予定表
日 曜

農林振興部

土木建築部

NO.2
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
・農業委員会定例総会（13：30～ ７階大会
議室【農委】
・議会報告・意見交換会（天瀬地区）【議会】
・第5回選挙管理委員会（10:00～ 701会議
室）【選管】

1 火
2 水
3 木
4 金
5 土
6 日
・第46回町内対抗ナイターソフトボール大
会開会式（19：00～ 中城グラウンド）

7 月
・顔の見える家づくり推進協議会総会（18：
30～ 若の屋）

・議会報告・意見交換会（東有田地区）／大
分県正副議長との意見交換会【議会】

・議会報告・意見交換会（三花地区）【議会】

8 火
9 水

・国民文化祭大会旗市町村リレー式（10：
30～ 1階正面玄関ロビー）

・議会報告・意見交換会（城町1丁目／前津
江地区）【議会】
・議会報告・意見交換会（朝日地区）【議会】

・定例校長・所長会（13：30～ 別館3階大
会議室）

・自治会長・班長合同会議（13:30～ 局2階
大会議室）【中津江】
・議会報告・意見交換会（高瀬地区）【議会】

10 木
11 金
12 土
・水郷ひた三隈川ボート大会（9：00～ 三
隈川特設会場）

13 日
・定例教頭会（14：00～ 別館3階大会議
室）

14 月
・一般国道211号整備促進期成会定期総会
（ 14：30～ 飯塚市）

15 火

16 水

・命と暮らしを守る道づくり全国大会（ 13：
00～ 東京）

17 木
18 金

・日田市連合育友会定期総会（9：30～ 大
山文化センター）

19 土
20 日

・AUTOPOLIS SUPER 2&4 RACE 2018（～
13日）【上津江】
・第23回遊花祭（ローズヒルあまがせ 9：
30～15：30）【天瀬】
・第51回津江山系釈迦連峰山開き 10：00
～【前津江】
・尾の岳山開き（10：00～）【上津江】
・春のバラフェアー（ローズガーデン ～２０
日まで）【天瀬】
・議会報告・意見交換会（五和地区）【議会】
・定例自治会長会（9：00～ 振興局）【上津
江】
・議会報告・意見交換会（夜明地区）【議会】
・天瀬振興協議会委員会総会（19：00～
局会議室）【天瀬】
・鯛生金山観光施設等安全祈願祭（10:00
～ 鯛生金山坑内・山神社）【中津江】
・議会報告・意見交換会（三芳地区／中津
江地区）【議会】
・九州選挙管理委員会連合会総会 阿蘇
市 5/16～17 委員長、局長【選管】
・自治会長・班長合同会議（19：30～ 天瀬
公民館大集会室）【天瀬】
・議会報告・意見交換会（中城町）【議会】
・議会報告・意見交換会（竹田地区）【議会】

・日田漁協魚霊祭（11：30～ 日田漁協事
務所）

21 月
22 火

・九州治水期成同盟連合会平成30年理事
会・定期総会（ ～23日まで 熊本市）

23 水
24 木
25 金
26 土
27 日

・平成30年度咸宜大学開講式(10：00～
AOSE多目的ホール）
・平成30年度九州国道協会通常総会（ 15： ・定例教育委員会（15：00～ 別館3階大会
00～ 久留米市）
議室）
・日田ラグビー協会ブース開設（～5/27ま
で）（10：00～ パトリア日田前）
・川開き観光祭音楽大パレード（13：00～
市内）
・ラグビーフェスティバル（9：00～ 日田市
陸上競技場）

28 月

・「教育県大分」創造に向けた地域別意見
交換会（15：00～ 7階大会議室）

29 火

・平成30年度大分県市町村教育委員会連
合会総会（13：00～ 由布市）

30 水

・第40回全国伝統的建造物群保存地区協
議会総会･研修会日田大会
（ ～6/1まで パトリア日田、マリエールほ
か）

31 木
備考
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・全国選挙管理委員会連合会総会 東京
都 5/24～25 委員長、局長【選管】

・全国温泉所在都市議会議長協議会第47
回総会／国会議員と県下14市議会議長と
の意見交換会（16：00～ 東京）【議会】

