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【出席者】 

 市長、長寿福祉課長、商工労政課長、観光課長、林業振興課長、土木課長、スポーツ振興課長 

教育総務課長、地方創生推進課長、シティセールス係主幹（総括） 

 

【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 
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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８月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

ご長寿お祝い訪問 

 

概要 
今年度 100 歳を迎えられる日田市内在住の２名に対し、市長によるお祝い訪問を

行い、長寿のお祝いの品とメッセージをお渡しするもの。 

内容 

【日 時】令和元年９月９日（月） 10:30 ～ 11:30 

【場 所】中ノ島園 （日田市中ノ島 685-16） 

【対象者】

・住所：日田市大字庄手 685 番地 16（中ノ島町） 

〇石橋 サダ子（いしばし さだこ） 

・性別：女性 

・生年月日：大正８年 12月１日（99 歳） 

・住所：日田市大字三和 3087 番地（財津町） 

〇坂本 勝三（さかもと かつみ） 

・性別：男性 

・生年月日：大正９年１月 23日（99 歳） 

 

【出席予定者】対象者、対象者の親族 

市長、長寿福祉課長、長寿福祉係担当 

【当日の流れ】①記念品授与 

       ②写真撮影 

       ③歓談 

添付資料   無  ・  有（  1 枚）  

市民への周知  － 

注意事項 － 

問合せ  長寿福祉課 長寿福祉係 担当：諌山  ☎0973‐22‐8299（直通） 
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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８月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

シェアリングエコノミーの普及と 

晴れまちプロジェクト実践セミナー 

 

概要 

日田市では、商店街等のまちなかの創生を行うため、総務省の制度である「地域

おこし企業人」を活用し、地域体験プログラムの創出等の取組みを進めております。 

この地域体験プログラムはシェアリングエコノミーの仕組みによるものですが、

まだまだ市民の皆さんには聞きなれないものであるため、今回、シェアリングエコ

ノミーの理解を深める普及セミナーを企画しました。 

また、地域おこし企業人であるハレ・ローランさんの活動報告（中間）も併せて

行います。 

内容 

【日 時】令和元年９月 10 日（火） 

昼の部 14：00 ～ 15：30 

夜の部 19：00 ～ 20：30 

【場 所】日田市役所７階 中会議室 

【参加者】それぞれ 30名程度 

【内 容】■内閣官房 シェアリングエコノミー伝道師 

石上 涼子（いしがみ りょうこ）さん 

・シェアリングエコノミーとは？ 

・ビジネスとしての特徴等 

・佐賀県多久市での取組み 

■地域おこし企業人 ハレ・ローランさん 

・晴れまちプロジェクト（中間報告） 

・ＴＡＢＩＣＡによる地域体験の創出 

 

※終了後、希望者には地域体験創出のワークショップを実施します。 

添付資料   無  ・  有（ １枚） 

市民への周知  広報ひた 9月 1日号、ホームページ 

注意事項  どなたでも参加できます。 

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８月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

日田バスセンター リニューアル 

 

概要 

ラグビーワールドカップ 2019 日本大会の開催に合わせて、日田バスセンターがリ

ニューアルします。 

また、９月 28 日（土）の「バスの日」に合わせて、日田バス㈱主催による完成式

典を開催します。 

内容 

ラグビーワールドカップ観戦に訪れる外国人観光客の受入環境の整備を行うた

め、大分県と日田市の補助金を活用して施設改修を行います。 

 なお、完成式典の詳細については日田バス株式会社が後日プレスリリースします。 

【総事業費】10,870 千円 

大分県地域活力づくり地域創生事業費補助金（1/3） 

日田市受入環境整備促進事業補助金（1/3） 

【事業主体】日田バス株式会社 

【事業内容】◆外国人観光客対象の屋外看板及び屋内案内看板 

◆多言語ガイドプレートのリニューアル 

・屋外看板のリニューアル（二か国語） 

・屋内案内板のリニューアル（多言語表示・デジタルサイネージ） 

◆内装リニューアル 

・日田杉を活用した内装 

◆車椅子対応の多目的トイレのリニューアル 

・男女トイレのバリアフリー化（バスセンター構内からの移動、車

いすでの移動スペースの確保、洋式トイレの整備） 

・身障者専用駐車スペースの確保とスロープの整備 

添付資料   無  ・  有（  枚）  

市民への周知  － 

注意事項  

問合せ  観光課 観光振興係 担当：都﨑  ☎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８月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

ひた林業就業体験ツアー（第２回） 

 

概要 

新たに林業への就業を考えている方や林業に興味がある方など、市内外の方を対象

に、林業の作業体験等を行う「林業就業体験ツアー」を開催します。 

林業の仕事を知ってもらい林業就業につなげるため、高性能林業機械やチェーンソ

ーなどを使った森林施業を体験するほか、製材所、原木市場等の視察研修を通して、

日田市内での林業就業の参考にしていただきます。 

さらに、新規就業のステップとなる「おおいた林業アカデミー」の研修制度の案内

など、新たに林業への就業を目指す方に向けたメニューとし、今回で２回目の開催と

なります。 

内容 

【開 催 日】令和元年10月18日（金）～ 19日（土）２日間 

【場  所】日田市内各所（原木市場、林業作業地、製材所等） 

【対 象 者】林業・森林に興味のある市内外の方で、市内で林業への就業を希望する

概ね45歳以下の方（市内へ移住・定住を考えている方も対象です） 

【募 集 数】10人（先着順） 

【旅行代金】6,000円（市内在住で宿泊が不要の方 4,000円） 

【申込期限】10月８日（火） 

【申 込 先】株式会社日田ツーリスト(担当:用松)に電話又は直接窓口で申込み 

      〒877-0026 日田市田島本町６-19 ☎0973-22-4891 

【事業企画】市林業振興課森林整備係 

【旅行企画・実施】近畿日本ツーリスト九州 九州エージェントセンター 

         観光庁長官登録旅行業第1886号  

〒810-0001 福岡市中央区天神２-８-34  

住友生命福岡ビル１階 

【受託販売】株式会社日田ツーリスト 大分県知事登録旅行業３-85号 

 

【参考】前回（昨年）参加者は５名。 

添付資料   無  ・  有（ 1 枚） 

市民への周知  広報ひた９月１日号、市ホームページ９月２日 

注意事項  － 

問合せ  林業振興課 森林整備係 担当：渡辺  ☎0973-22-8212 
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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８月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

市道の異状をメールで受け付け 

 

概要 
市道の異状を見つけた際に、スマートフォンなどで撮影した写真を添付して情報提供

していただけるよう、専用メールアドレスを設置しました。 

内容 

【受付内容】 ・道路の土砂崩れや倒木 

・道路の穴ぼこ、段差 

・側溝や蓋の損傷 

・ガードレール等の損傷 

・街路樹の異状 

・上記以外の市道に関する異状 

 

【使用方法】①日田市ホームページ上の専用バナー「市道の異状みつけたら！」を

クリックする 

②案内ページが開きます、注意事項を確認 

③専用アドレスをクリックし、写真を添付しメール送信 

 

【利用上の注意】位置情報（ＧＰＳ機能）をＯＮにしてください。 

        （位置の特定が容易になるため） 

 

【受付開始】令和元年８月 22日（木） 

 

【専用メールアドレス】sidou@city.hita.oita.jp 

 

添付資料   無  ・  有（チラシ１枚）  

市民への周知  広報ひた９月 15日号、市ホームページ８月 22日 Facebook、LINE、Twitter 

注意事項  － 

問合せ  土木課 管理係 担当：林  ☎0973‐22‐8216 

 

mailto:sidou@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８月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 28 回全国市町村交流レガッタ日田大会 

 

概要 

 第 28 回全国市町村交流レガッタ日田大会を令和元年９月 28 日（土）・29日（日）

に開催します。 

 全国市町村交流レガッタ大会とは、ボート競技の普及を目的として平成４年 10 月

に第１回大会が福井県美浜町で開催されました。全国の市民クルー、議会議員クル

ーが「水郷ひた三隈川」に集結し、白熱したレースを展開します。 

 また、９月 28日（土）の夕方には、開会式・歓迎レセプションを日田市総合体育

館で行い、参加市町村住民の交流を深め、日田市の食・観光の魅力発信を行います。 

内容 

【開催日】令和元年９月 28 日（土）、29日（日） 

【会 場】三隈川特設会場（銭渕橋より下流域） 

【主 催】全国ボート場所在市町村協議会（32市町村加盟） 

【主 管】第 28 回全国市町村交流レガッタ日田大会実行委員会 

【競漕種目】ナックルフォア（漕ぎ手４人、舵取り１人） 450ｍ 

【参加者数（予定）】123 クルー、1,002 名 

【日 程】競漕会 予選 28 日（土）12:00 ～ 16:30 

※日田市からは男子５クルー、女子２クルー、議会２クルーの合計９クルーが参加 

        決勝 29 日（日） 8:00 ～ 12:00 

    開会式・歓迎レセプション：28 日（土） 17:30～20:00 

    会 場：日田市総合体育館 

    表彰式：29 日（日） 12:00 ～ 13:00 

    会 場：みくまホテル３階 祇園・平安の間 

      

歓迎レセプションでは、日田やきそばや高菜巻きなどの日田市の食を参

加者に提供します。（調理：日田飲食業協同組合） 

また、三隈川特設会場内に物販コーナーを設置し、日田市の特産品の販

売を行います。（日田玖珠産業振興センター、日田漁業協同組合 など） 

添付資料   無  ・  有（大会実施要項 1枚）  

市民への周知  広報ひた９月１日号 

注意事項 
 取材の際は、一般参加者と同じ駐車場をご利用ください。(中ノ島町河川敷周辺) 

本部席として、京町児童公園付近河川敷に水上ステージを設置します。 

問合せ  スポーツ振興課 スポーツ振興係 担当：矢幡  ☎0973-22-8442 
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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８月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

祭り集結！「祭りアイランド九州」 

 

概要 

2019 年９月 20日（金）から 11 月３日（日）にかけて開催されるラグビーワール

ドカップの開催に合わせて、日田祇園山鉾をはじめ、博多祇園山笠や戸畑祇園大山

笠等、九州でユネスコ無形文化遺産に登録された５大祭りに加え、九州・山口９県

から 40 以上の祭りが熊本に集結します。 

内容 

【期 間】令和元年９月 28 日（土）、29日（日） 

【場 所】熊本市中心部（九州・火の国元気まつり同時開催） 

・祭り集結メイン会場：シンボルプロムナード 

     ・祭り集結サブ会場①：熊本城 城彩苑（神楽等ステージ演舞） 

     ・祭り集結サブ会場②：二の丸広場（流鏑馬・鉄砲隊等） 

     ・祭り集結サブ会場③：下通新天街・二番街（山鉾等展示） 

【内 容】日田祇園の曳山行事（平成山） 

      祭り集結メイン会場にて、曳山行事を再現 

       ９月 28日（土）／３回予定［11:00～、14:00～、17:30～］ 

       ９月 29日（日）／２回予定［11:00～、14:00～］ 

       ※祭り集結メイン会場：シンボルプロムナードで展示。 

【PRブース】観光 PR（サンロード新市街） 

おおやま夢工房／リキュール、萬天楼／日田焼きそば（上通り商店街） 

添付資料   無  ・  有（  枚）  

市民への周知  － 

注意事項  詳細は祭りアイランド九州公式ホームページをご覧ください。 

問合せ  観光課 観光振興係 担当：宮崎  ☎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８月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

「ラグビーワールドカップ大分大会」記念イベント 

 

概要 

ラグビーワールドカップ大分大会の開催に合わせて、大分県内で開催される祭り

や観光・食の祭典が大分市で行われ、日田市からは日田祇園山鉾や日田祇園囃子保

存会などが参加します。 

内容 

【期 間】展示期間 令和元年 10月１日（火）～ 20 日（日） 〔予定〕 

【場 所】大分市 

・大分駅前、祝祭の広場、若草公園、アクアパーク、ジャングル広場、 

府内城址公園（ＪＲ九州、大分市がイベント開催） 

・大分県立美術館ＯＰＡＭ（日田祇園・平成山の展示） 

・ホルトホール大分（各市町村ＰＲブース） 

・憩いの道ひろば・公式ファンゾーン（日田やきそば等の出店） 

【内 容】日田祇園山鉾（平成山）展示〔10 月１日～ 20 日（予定）〕 

日田祇園囃子保存会出演  〔10 月１日〕 

ほかに、津久見扇子踊り（津久見市）、麻生神楽（宇佐市）、 

六郷鬼龍太鼓（国東市）、スコップ三味線（九重町）が参加 

【PRブース】観光 PR、日田やきそば出店（日田やきそば研究会） 

      ＊10 月２日、５日、９日、19日、20日の各開催日の前日に実施予定 

添付資料   無  ・  有（  枚）  

市民への周知  － 

注意事項  － 

問合せ  観光課 観光振興係 担当：宮崎  ☎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８月 30 日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

フェンシング競技トレーニングキャンプ in ひた 

 

概要 

東京 2020 オリンピックのフェンシングエペ種目日本代表チームの事前キャンプ地

として、平成 30 年５月 18 日に日本フェンシング協会等と「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」を締結した日田市。その予行演習を含めて国内

外の選手が参加するトレーニングキャンプを開催します。 

また、日田市民と海外チームとの国際交流の機会を設け、参加する各国選手に日

田市の歴史や文化などの魅力を伝え、日田市を PRします。 

内容 

 日本代表は、2019 カリグランプリ(コロンビア)個人／金メダル、2019 ブエノスア

イレスワールドカップ(アルゼンチン)団体／金メダルなど、国際大会で輝かしい結

果を残しており、東京 2020 オリンピックにてメダルの獲得が大いに期待されていま

す。 

 今年度は、過去最多となる８ヶ国 52名のトップアスリートの参加が予定されてい

ます。(詳細は別紙のとおり) 

  

【日 程】令和元年９月９日（月）～19 日（木） 

【時 間】10:00 ～ 12:00、16:00 ～ 19:00 

【会 場】日田市総合体育館 メインアリーナ 

【主 催】フェンシング競技トレーニングキャンプ inひた実行委員会 

【共 催】大分県・大分県教育委員会・日田市・日田市教育委員会 

【種 目】フェンシングエペ種目 男子 

【参加予定国】日本・ウクライナ・アメリカ・ドイツ・ポーランド・香港・ 

モーリシャス・カナダ 〔８ヵ国 52 名(コーチ・スタッフ含む)〕 

 

添付資料   無  ・  有（参加予定者名簿 1枚） 

市民への周知  広報ひた９月１日号 

注意事項 
 日程については変更になる可能性があります。 

取材の際は、日田市総合体育館の駐車場をご利用ください。 

問合せ  スポーツ振興課 スポーツ振興係 担当：江藤  ☎0973-22-8442 

 



令和元年９月行事予定表 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
・第5回おおいた暮らし塾in福岡
（13:00～福岡市・福岡パルコ）

2 月
・交通指導員研修会及び大分県交
通安全県民大会（11:00～大分市）

3 火

・一般質問通告締切（17:00）
・災害協定締結調印式（13:30～4
階第2応接室）

・暴力追放対策委員委嘱式（16:30
～4階応接室）

4 水

5 木

・一般質問通告締切【市長所信表
明、一般報告及び全協案件のみ】
（12:00）

・市民公開講演会　講師:大島啓介
（18:30～パトリア日田

・大分県戦没者追悼式（10:30～別
府ビーコンプラザ）

6 金
・第2回日田市交通指導員会議
（18:30～7階中会議室）

7 土

8 日
・出張えんむす部（11:00～アオー
ゼ）

9 月

10 火

11 水

12 木

13 金
・議案質疑通告締切（13:00）

14 土

・日田市交通安全大会（10:00～パ
トリア日田大ホール）

日15 日

16 月

17 火

・災害協定締結調印式（10:00～4
階第2応接室）

18 水

19 木

20 金
・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）

21 土

22 日
・職員採用:後期試験 第1次試験
（庁内）

23 月

24 火
・高塚愛宕地蔵尊秋季大祭（9:00
～高塚愛宕地蔵尊）

25 水
・採用支援セミナー（14:00～7階大
会議室）

26 木

27 金
・消防団天瀬方面団夏季訓練
（19:00～B＆G天瀬海洋センター
グランド）

・日田市戦没者追悼式（10:00～パ
トリア日田大ホール）

28 土

・バスの日イベント(11:00～日田バ
スセンター他)

・祭り集結！「祭りアイランド九州」
（28、29日 熊本市）
・日田バスセンターリニューアル式
典（10:00～日田バスセンター）

29 日

30 月
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令和元年９月行事予定表 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
・日田市消防団大山方面団操法大
会：夏季訓練（8:30～西峰スポーツ
公園駐車場）【大山】

2 月
・季節限定「カゴメ野菜生活100
日田梨ミックス」新発売に係る知事
報告会（9:45～大分県庁）

・第17回選挙管理委員会（10:00～
7階701会議室）【選管】

3 火

4 水
・日田市畜産品評会（7:00～豊後
玖珠家畜市場）

・【予定】第3回定例会開会【議会】

5 木

・「中津日田間地域高規格道路促
進期成会」並びに「一般国道212号
改修促進期成会」大分県要望
（11:00～大分県庁）

6 金
・北部中学校職場体験（9:00～淡
窓図書館）

7 土
・日田梨中秋節販促活動（8月7日
～9月中旬  台湾、ベトナム）

・スーパーＧＴレース第５戦（7、8日
オートポリス）【上津江】

8 日
・こども司書講座 第4講(13:30～淡
窓図書館)

9 月
・フェンシング競技トレーニング
キャンプ㏌ひた（9～19日 総合体
育館）

・農業委員会定例総会（13:30～7
階大会議室）【農委】

10 火
・藤蔭高校インターンシップ(10～
12日 淡窓図書館)

・下水道の日：広報ひた・水郷ＴＶ
による下水道への接続啓発等の
実施

11 水
・【予定】一般質問（11～13日）【議
会】

12 木

・「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】
・講座「イザという時への備え」～
看取り編～（19:00～中津江振興

13 金
・日田市中学校新人大会（8：30～
市内各会場）

14 土

・ひたアグリスクール：高校生コー
ス第2回講座（9:00～西有田 ゆず
園）

・200海里の森づくり下草刈り交流
会（下草刈り 9:30～柿の谷市有
林、交流会12:40～鯛生スポーツセ
ンター）【中津江】

日
・親子で楽しむ！ゲームでプログラ

グ体験教室（ オ ゼ15 日 ミング体験教室（10:00～アオーゼ2
階会議室）

16 月

17 火

・天瀬地区住民自治組織説明会
（9月17日～10月31日 各地区公民
館等）【天瀬】
・自治会長会（9:00～上津江体育
館１階研修室）【上津江】

18 水
・【予定】議案質疑【議会】

19 木
・【予定】委員会（19、20、24日）【議
会】

20 金
・上津江町戦没者追悼式（10:00～
上津江振興局2階会議室）【上津
江】

21 土

22 日
・光岡地区体力テスト（9:00～光岡
小学校体育館）

23 月
・ひたアグリスクール：成人コース
第2回講座（9:00～大鶴 圃場）

・大山町防災士協議会学習会
（9:30～大山公民館）【大山】

24 火
・高塚愛宕地蔵尊秋季大祭（9：00
～高塚愛宕地蔵尊）【天瀬】

25 水
・林材業労働安全大会（13:30～パ
トリア日田）

・第73回日田市文教祭　第15回日
田市美術展（25～29日 アオーゼ）

26 木
・【予定】第3回定例会閉会（議会）

27 金
・定例教育委員会（予定）（15:00～
別館3階大会議室）

・消防団天瀬方面団夏季訓練
（19:00～B＆G天瀬海洋センター
グラウンド）【天瀬】

28 土

・第28回全国市町村交流レガッタ
日田大会（28、29日 三隈川特設会
場）

・おおやま水源林 育林活動「ひと
山まるごとガーデニング」（10:30～
田来原美しい森づくり公園）【大
山】
・【予定】月いちバザール（10:00～
中津江振興局前広場）【中津江】

29 日
・第73回日田市文教祭　第15回日
田市美術展　表彰式（14:30～ア
オーゼ）

30 月
・国有林野等所在市町村有志協議
会（13:30～大分市）
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