
 

日 時：令和２年２月３日（月） 11:00～12:00 

場 所：庁議室（市役所４階） 

 

◇市長あいさつ 
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２．放送大学公開講座「地域共生社会の創造と発展をめざして」（健康保険課） ・・・・４ 
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６．令和元年度「咸宜園の日」記念講演会 並びに 

「咸宜園教育研究センター研究奨励事業」報告会（咸宜園教育研究センター） ・・８ 
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◇事前質問 

１．日田彦山線について（西日本新聞社） 

２．清掃センターについて（西日本新聞社） 

◇質疑応答 

 

 

 

【出席】 

市長、商工労政課長、博物館長、健康保険課長、観光課長、咸宜園教育研究センター長、 

大山振興局長、まちづくり推進課長、廃棄物処理施設建設推進室長 

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２年２月３日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

「ひたふる」ポイントキャンペーン 

 

概要 

公式ＬＩＮＥアカウント「ひたふるさと案内」の友達を増やすため、登録してい

る人を対象に抽選で地元産品等の豪華景品が当たるキャンペーンを行います。これ

までに登録している方、キャンペーン期間中新たに登録いただいた方で、就職支援

情報「しごと版ひたふる」にログインされた登録者を対象に、１回抽選ができる 500

ポイントを付与します。 

内容 

添付資料  無  ・  有 

市民への周知  広報２月１日号 

問合せ  商工労政課 雇用・労働環境係 担当：江田・猪原  ☎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２年２月３日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

日田市立博物館企画展 

「日田の城跡を歩く －慈眼山と日田三丘を中心に－」 

 

概要 

 日田市内に残る城跡・砦跡・古戦場跡 26か所を図や写真などを使って紹介します。

また、市内の遺跡・城跡から出土した中世から近世初めにかけての遺物を展示しま

す。さらに、株式会社トライスペースＧの協力によってドローンで撮影した慈眼山・

日隈山・星隈山・月隈山の空からの映像を館内で放映します。 

内容 

 日田には、慈眼山や日田三丘をはじめ各所に城跡が残っています。これらの城跡

は中世に日田の武士たちが土地や家族を守るために戦いに備えて築いたものです。 

今、全国的な城ブームであり、日田市においても平成 28 年の熊本地震によって崩

落した永山城の石垣修理も完了し、多くの市民や市外の観光客に日田の城を知って

もらうため、博物館企画展として開催するものです。 

【期 間】令和２年２月 15 日（土）～５月 10 日（日） 

※休館日は月曜日、祝日の場合はその翌日 

【場 所】日田市上城内町２－６  複合文化施設アオーゼ３階博物館企画展示室 

【時 間】９:00～17:00（入場は 16:30 まで) 

【観覧料】無料 

【主 催】日田市教育委員会 

【イベント】 

≪講演会１≫隈城と永山城－中世から近世への転換－ 

（と き）３月 15日（日） 13:00～15:00  

（講 師）石垣技術研究機構 代表 髙瀬 哲郎 氏   

≪講演会２≫永山城の石垣－調査及び保存修理でわかった石垣の機能と役割について－ 

 (と き) ３月 20日（金・祝） 10:00～11:30 

（講 師）日田市文化財保護課職員 

※いずれも定員 50名、会場はアオーゼ３階体験学習室です。 

≪バスツアー≫ 中津市立歴史博物館開催の特別展並びに中津城石垣見学 

（と き）２月 29日（土） ９:00 アオーゼ出発  定員 50 名（入館料個人負担）  

≪体験教室≫(グッデイ日田店協力)木材を使って刀をつくってみよう!! 

（と き）１回目：３月１日（日） ２回目：３月８日（日） いずれも 10:00～12:00 

（体験料）1,000 円材料費代 （定員）各回 20名 

（場 所）アオーゼ３階体験学習室 

※いずれも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。 

【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 （ ２枚） チラシ・開催要項 

市民への周知  広報２月１日号 

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

令和２年２月３日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

ヒタリバ２ 
ー地域で活動する人達を知り、繋がる場ー 

 

概要 

日田市地域おこし協力隊・集落支援員の活動内容を地域の方々へ報告し、共有する

ことで、次年度の活動や事業に繋げていく事を目的に「ヒタリバ」を開催します。 

・「ヒタリバ」の由来：ヒタにひたる「場」 

内容 

【日  時】令和２年２月 13日（木） 18:00～20:00 

【場  所】パトリア 小ホール 

【参 加 費】無料（懇親会参加者は 4,000 円） 

【申込方法】チラシ QR コード（https://forms.gle/FMenVPPLndS5f9RV8）からの申

し込み、または下記担当に連絡 

【内  容】17:30     開場 

      18:00～19:00 第１部 協力隊・集落支援員報告会 

      19:00～20:00 第２部 参加者情報交換会 

      20:30～22:30 懇親会 

【そ の 他】現委嘱数（２／３現在） 

       ・隊員 14名（地域支援型３名、活動限定型 11 名）、支援員 12 名 

 

添付資料  無  ・  有（ 1枚）  

市民への周知  広報２月１日号 

注意事項  

問合せ 
地域おこし協力隊        担当：上戸隊員  ☎080-6419-1515 

まちづくり推進課 地域活支援係 担当：穴井    ☎0973-22-8356 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和２年２月３日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

放送大学大分学習センター公開講座 
「地域共生社会の創造と発展をめざして」 

 

概要 放送大学大分学習センターによる公開講座が開催されます。 

内容 

現在日田市では、医療・介護・福祉の関係機関との連携により、医療や介護が必

要な状態になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる地域

づくりを進めています。 

今回、在宅医療や介護連携の在り方について、地域住民及び医療、介護、福祉関

係者への普及啓発を図るため、放送大学大分学習センター主催の公開講座が開催さ

れます。 

 

【日 時】令和２年２月 12 日（水） 18:30～20:00（開場は 18:00 から） 

【場 所】パトリア日田 大ホール 

【講 演】演題：在宅医療・介護連携のあり方を考える 

     講師：田城 孝雄（たしろ たかお）氏 （放送大学教授） 

 

【主 催】放送大学大分学習センター 

【共 催】日田市 

【後 援】日田市医師会 

ひたメディケアねっと（日田市在宅医療介護連携推進会議） 

     ＮＨＫ大分放送局 

     西日本新聞社 

     ＫＣＶコミュニケーションズ株式会社 

添付資料  無  ・  有（ 1枚） チラシ 

市民への周知  広報２月１日号、市ホームページ 

注意事項  ― 

問合せ  長寿福祉課 長寿福祉係 担当：井上  ☎0973-22-8299 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和２年２月３日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第８回「ひた・くす合同企業説明会」 

 

概要 

日田玖珠地域の高等学校の生徒と保護者を対象に、地元企業の紹介の場である「ひ

た・くす合同企業説明会」を開催し、地域にある企業の情報や魅力を学び、希望職

種の選択に役立てていただきます。 

内容 

【日  時】令和２年２月８日（土） ９:30～12:00 

【場  所】日田市総合体育館 メインアリーナ 

【参加生徒】日田玖珠地域の就職を希望する高校２年生 303 人 

その保護者  68 人（１月 21日現在） 

     ※参加予定校 

       日田林工高校・日田三隈高校・日田高校定時制 

昭和学園高校・藤蔭高校・玖珠美山高校 

【参加企業】説明会に参加を希望した日田玖珠地域の 40 事業所 

【内  容】①生徒１人が４回の説明を企業ブースで受ける。 

②４回のうち、本人の希望する企業を必ず２社含む。 

（２社以外は事務局で割り振り） 

③１回の説明時間は質疑応答を含め 20分間。 

④４回目終了後、希望する保護者は 15分間各ブースにて質問可能。 

【主  催】「ひた・くす合同企業説明会」実行委員会 

添付資料   無  ・  有（ ２枚） 

市民への周知   

注意事項  日田市総合体育館駐車場をご利用ください。 

問合せ  商工労政課 雇用・労働環境係 担当：江田・猪原  ☎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２年２月３日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

僕らのみらい会議 ～おとな先生スペシャル ver.～ 

 

概要 

人口減少に歯止めが利かず、働き方や生き方が変わるこれからの時代において、

自らが主体的に生き、これからの日田を担う人材を育てるため、市内すべての高校

１年生が、今世界で起きている現状を知り、自分たちの将来や可能性について考え

る「第３回 僕らのみらい会議」を開催します。 

内容 

【日 時】令和２年２月 13 日（木） 13:30～  

【場 所】パトリア日田 大ホール 

【対 象】日田市内すべての高校１年生（約 800 人）、教育関係者、保護者等 

■第 1部 

13:30 開会  

  13:35 高校生による SDGｓ発表  ①SDGｓとは ②企業紹介 

14:10 基調講演 「SDGs によって変わる未来 ～16 歳のこれから～」 

講師：Global Mobility Service 株式会社  

代表取締役 社長執行役員/CEO 中島 徳至（なかしま とくし）氏 

■第２部 

15:00 高校生×講師×市長 みらい討議 

15:25 みらい宣言 

   記念撮影（会場全体） 

  15:30 終了 

【主 催】僕らのみらい会議実行委員会 

      メンバー：市内高校１年生 26 名  

    （今後のスケジュール） 

     各班に分かれ、準備を進めます。 

     ２月 ４日（火） 16:30～17:30 会場下見 

     ２月 ５日（水） 17:00 班別ミーティング 

     ２月 12日（水） 17:00 全体会議、 

       ・役割分担の最終調整 

 

※日程が変更する場合がありますので、取材については事前の連絡をお願いします。 

添付資料   無  ・  有 

市民への周知  － 

注意事項 

・取材については、第１部及び第２部の全日程において、講師並びに学校サイドか

ら撮影許可をいただいています。 

・メディア関係者は、腕章の着用をお願いします。 

問合せ 
 一般社団法人 ＮＩＮＡＵ   担当：岡野  ☎0973-22-3720 

商工労政課雇用・労働環境係 担当：江田  ☎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２年２月３日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 37 回天領日田おひなまつり 

 

概要 

「第 37 回天領日田おひなまつり」が２月 15 日から３月 31 日の期間で開催されま

す。 

今年は豆田地区や隈地区などを中心に 15 施設（豆田地区８施設、隈地区５施設、

大鶴地区１施設、有田地区１施設）でひな人形が展示され、天領日田おひなまつり

の期間中は「青い目の人形パレード」や「豆田流しびな」、「春の新酒蔵出しまつり」

など、天領日田の春の訪れを満喫できるイベントで皆様をおもてなしします。 

内容 

【開催期間】令和２年２月 15日（土）～３月 31日（火） 

【会  場】豆田・隈地区など 

【展示施設】15 施設 公開展示数 5,000 体（日田市観光協会調べ） 

豆田地区：草野本家／薫長酒蔵資料館／嶋屋本家／工房黒船屋／天領ひな

御殿／日本丸館／天領日田資料館／天領日田はきもの資料館 

隈 地 区：日本料理春光園／てまり工房と提灯工房／原次郎左衛門家／ 

ヤマキチ後藤家／椎茸の森菊 

大鶴地区：清渓文庫 

有田地区：川津家 

【期間中のイベント】 

１．薫長酒造 早春蔵開き 

期日：２月 11日（火・祝） ９:00～16:00  場所：薫長酒造 

２．青い目の人形パレード 

 期日：２月 15 日（土） 10:00～      場所：JR 日田駅～三隈幼稚園 

３．豆田流しびな 

 期日：３月 １日（日） 10:00～14:00    場所：桂林荘公園 

４．新酒蔵だし祭り 2020 

 期日：３月 ８日（日） 11:00～18:00    場所：三隈川河畔 

５．いいちこ日田蒸留所 春の蔵開き 

 期日：３月 28･29 日（土･日）10:00～16:00   場所：いいちこ日田蒸留所 

６．懐かしのきもの展 

 期日：３月１日（日）～21日（土）  10:00～16:00  

場所：豆田まちづくり歴史交流館 

※詳細は別紙パンフレットを参照ください。 

【連絡事項】 

期間中は、おきあげ雛つくり体験やコンサートなどが市内各所で開催されます。 

添付資料 無  ・  有（ １枚） パンフレット 

市民への周知 広報２月１日号、市ホームページ、観光課 Facebook 

注意事項 天瀬町古園地区のひなまつりは中止となります。 

問合せ 
 観光課 観光振興係 担当：山下  ☎0973-22-8210 

一般社団法人 日田市観光協会    ☎0973-22-2036 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和２年２月３日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

 令和元年度「咸宜園の日」記念講演会 並びに 

「咸宜園教育研究センター研究奨励事業」報告会 

 

概要 

市では、廣瀬淡窓先生が現在の地に咸宜園を開いた２月 23日を「咸宜園の日」と

定め、平成 23 年度から「咸宜園の日」記念事業として開催しています。今年度は２

月 23日（日・祝）にパトリア日田 小ホールにて、記念講演会として世界遺産登録

推進講演会を開催いたします。また、昨年度より実施している「咸宜園教育研究セ

ンター研究奨励事業」で研究を進めていただいています、２人の研究者の報告会も

開催します。 

内容 

【日 時】令和２年２月 23 日（日・祝） 13:00～16:30 

【場 所】パトリア日田 小ホール 

【入場料】無料 ※事前申込等不要 

【内 容】 

『令和元年度「咸宜園の日」記念講演会』 

演題 「教育遺産の世界文化遺産としての価値 ～水戸弘道館を中心に～」 

講師 茨城大学名誉教授 鈴木 暎一（すずき えいいち）氏 

『令和元年度「咸宜園教育研究センター研究奨励事業」報告会』 

報告①「藩儒における授業の意義 

―広島三原藩儒吉村秋陽・斐山に着目して―」 

報告者 井上 快（いのうえ かい）氏 広島大学大学院生 

報告②「江戸時代の漢学僧の集書活動 

―光善寺所蔵典籍からみる木屋徳令の学問―」 

報告者 木本 拓哉（きもと たくや）氏 筑紫女学園大学講師 

【その他】日隈こども園の園児による「休道の詩」朗誦・詩吟や「咸宜園世界遺産

登録推進小学生作文コンクール」優秀賞を受賞した児童による作文朗読

などを予定しています。 

添付資料  無  ・  有（ １枚） チラシ 

市民への周知 広報２月 15 日号、市ホームページ・Facebook 

注意事項  － 

問合せ 
 咸宜園教育研究センター 研究・啓発係 担当：吉田・若杉 

世界遺産推進室 登録推進係 担当：梶原    ☎0973-22-0268 

 

8



― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和２年２月３日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第 40 回日田おおやま梅まつり 

 

概要 

「第 40回日田おおやま梅まつり」を２月 16日から３月 15日の期間で開催します。

おおくぼ台梅園やふるや台梅園を中心に約１万本の梅の花が見頃を迎え、山全体が

白や淡いピンク色に染まり、梅の里おおやまの早春が満喫できます。 

また、期間はおおくぼ台梅園並びにふるや台梅園にて、イベントを開催します。 

内容 

【期 間】令和２年２月 16 日（日）～３月 15 日（日） 

おおくぼ台梅園メインイベント 

 日 時：３月１日（日） 10:00～15:00 

 内 容：梅娘認証式、野点（昭和学園学校茶道部）、豊作祈願祭、式典・餅まき、 

緑化木無料配布、出店、梅娘撮影会、アトラクション 

出 演：大山小学校１・２年生、大山中学校吹奏楽部、いちご会（よさこい）、 

童謡コーラス、日田もりあ下駄い 

ふるや台梅園イベント 

 日 時：３月８日（日） 11:00～ 

内 容：開会行事、お楽しみ抽選会、緑化木無料配布、出店、アトラクション 

出 演：大山小学校３年生、大山中学校吹奏楽部、日田林工高等学校吹奏楽部、 

     手話サークルあさぎり、新天領歌謡会 

道の駅 水辺の郷おおやま梅まつり 

 日 時：３月７・８日（土・日） 

 内 容：餅まき（①11:45～ ②14:00～ の２回）、甘酒のふるまい、 

その日限りの屋台出店、アトラクション 

出 演：岳滅鬼太鼓（３月８日 ①11:30～ ②13：45～） 

期間中イベント 

  梅まつりフォトコンテスト、第 39回梅まつりフォトコンテスト作品展示、 

  生牡蠣直売会と焼牡蠣小屋、盆梅展示、ウォール大山ライトアップナイト（大

山ダム堤体） など   

※詳細は別紙パンフレットを参照ください。 

【主 催】大山まつり実行委員会（事務局／日田市大山振興局） 

添付資料  無  ・  有（ １枚） パンフレット 

市民への周知  広報２月１日号、市ホームページ 

注意事項 
３／１（日）のおおくぼ台梅園周辺は通行規制があります。交通誘導員の指示に

従い「奥日田温泉うめひびき」の駐車場に駐車をお願いします。 

問合せ  大山振興局産業建設係 担当：中村  ☎0973-52-3101 
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令和２年２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 土

2 日

3 月

・令和2年度 測量、補償等建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ業務:入札参加資格審査申請受
付開始（2月3日～3月13日）
・令和2・3年度 土木、建築等建設工
事（県外建設業者）:入札参加資格審
査申請受付開始受付開始（2月3日～
3月13日）

・定例記者会見（11:00～4階庁議室） ・令和2年度大分県交通災害共済受
付開始（2月3日～4月10日 7階702会
議室）

4 火

5 水

6 木
・第2回企業・行政人権啓発推進員研
修会（13:30～パトリア日田小ホール）

7 金

8 土
・ひた・くす合同企業説明会（8:50～日
田市総合体育館）

・ひた・くす合同企業説明会（9:20～日
田市総合体育館）

9 日

10 月
・ひたふるポイントキャンペーン（2月
10日～3月13日）

11 火
・早春蔵開き（9:00～薫長酒造）

12 水
・放送大学市民公開講座（18:30～パ
トリア大ホール）

13 木
・僕らのみらい会議（13:30～パトリア
日田大ホール）

14 金
・第14回 大分県まち・ひと・しごと創
生本部会議（10:00～オアシスタワー
ホテル）

・マイナンバーカード休日窓口開設
(9:00～1階市民課）

・第37回天領日田おひなまつり（2月
15日～3月31日 豆田地区・隈地区な

15 土
(9:00 1階市民課） 15日 3月31日 豆田地区 隈地区な

ど展示施設15施設）
・青い目の人形パレード（10:00～ＪＲ
日田駅前から三隈幼稚園まで）

16 日

17 月

18 火

19 水

・全国瞬時警報システム一斉情報伝
達訓練(11:00～市内一斉）
・令和2年第1回市議会定例会  告示

・地域公共交通会議、地域公共交通
確保維持協議会（13:30～4階庁議
室）

20 木

・一般質問（代表質問）通告受付開始
（8：30～）
・消防設備点検（20日～22日 本庁
舎・別館の各執務室・会議室等）

21 金

・筑後川流域利水対策協議会 筑後
川流域視察研修:災害現場視察及び
災害概要説明（10:10～災害現場、ア
オーゼ）

22 土
・高齢者の生きがいグループ合同発
表会（10:00～パトリア日田）

23 日

24 月

25 火
・一般質問（代表質問）通告締切
（17:00まで）

26 水

27 木
・一般質問（代表質問）通告締切（開
会日分のみ12:00まで）

・マイナンバーカード時間外窓口開設
（17:00～1階市民課）

28 金
・定例記者会見（11:00～4階庁議室）

29 土
・あなたのひた暮らし応援します講演
会（13:00～アオーゼ）

・懐かしのきもの展（3月1日～3月21
日 豆田まちづくり歴史交流館）

備考
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令和２年２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 土

2 日

3 月

4 火

・第62回県内一周大分合同駅伝競走
大会日田市選手結団式（18:30～7階
大会議室）

・自治会別住民自治組織説明会（4日
～7日）【上津江】
・第2回選挙管理委員会（10:00～7階
701会議室）【選管】
・広域消防現地監査（13:30～日田消
防署）【監査】

5 水

・ＪＡ出資型農業法人設立協議会研
修会（14:00～7階中会議室）

・議会運営委員会の行政視察（5日、6
日 延岡市、宮崎市）【議会】
・令和元年度 市町村明るい選挙推進
協議会活性化研修会（13:30～県庁）
【選管】

6 木

7 金

8 土

9 日

10 月
・日田市複合文化施設AOSE定期使
用団体活動成果展（2月10日～3月1
日 アオーゼ）

・農業委員会定例総会（13:30～7階
大会議室）【農委】

11 火

12 水

13 木
・「中津江むらづくり役場」との連携会
議・役員会（19:00～中津江振興局）
【中津江】

14 金
・自治会長会（9:00～上津江体育館1
階研修室）【上津江】

15 土

16 日
・プログラミング教室（10:00～アオー
ゼ2階会議室1）

・第40回日田おおやま梅まつり（2月
16日～3月15日 おおくぼ台梅園・ふる
や台梅園）【大山】

17 月

18 火
・定例校長・所長会（13:30～別館3階
大会議室）

19 水

・日田市町並み保存審議会開催
(10:30～別館3階大会議室)
・第62回県内一周大分合同駅伝競走
大会:3日目 日田市ゴール（15:30頃
市役所南口）

20 木

・西部地区集落営農組織人材育成研
修及び日田集落営農組織連絡会
（15:30～マリエールオークパイン日
田）

・第62回県内一周大分合同駅伝競走
大会:4日目 日田市スタート（9:00～市
役所南口）
・【予定】定例教育委員会（15:00～4
階庁議室）

・いつま小見学（13:30～上野浄水場） ・議会運営委員会、大分県市議会議
長会第104回理事会（津久見市）【議
会】

21 金

22 土
・大山ダム水源地域上下流交流事業:
植樹祭（11:15～田来原美しい森づく
り公園）【大山】

23 日
・「咸宜園の日」記念講演会及び咸宜
園教育研究センター研究奨励事業報
告会(13:00～パトリア日田小ホール）

24 月

25 火

26 水
・川魚料理試食会（調理・試食会）
（9:40～昭和学園）

・【予定】第1回定例市議会開会【議
会】

27 木
・令和元年度天瀬地区自治会長会
（15:00～天瀬公民館小会議室）【天
瀬】

28 金

29 土

備考
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