
 

日 時：平成 30年６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．ＪＲ久大本線の全線復旧に係る取組について（観光課）  ・・・・・・・・・・・・１ 

 ２．内水ハザードマップの配布と活用について（施設工務課）  ・・・・・・・・・・・２ 

 ３．コープおおいたとの地域包括連携協定締結式について（地方創生推進課）  ・・・・３ 

 

 ◇質疑応答 

 

◇おしらせ 

  １．平成 30年度日田市職員採用試験案内について（平成 31 年４月１日採用分） 

（総務課）    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

２．ひたＤＥ働くばい！就職フェア in FUKUOKA（商工労政課・こども未来課）    ・・・５ 

  ３．第６回「ひた・くす合同企業説明会」の開催について（商工労政課）   ・・・・・・６ 

  ４．第５回椿ヶ鼻ヒルクライムレース（併催：第３回ＪＢＣＦ椿ヶ鼻ヒルクライム） 

（体育保健課）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

  ５．６月行事予定表（総務課）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 

 

 ◇質  問 

  １．九州北部豪雨災害被災者の全戸訪問後の結果と課題、今後の対応について 

  ２．避難所配置の見直しの進捗について 

 

 ◇質疑応答 

 

 ◇出席者 

  市長、観光課長、施設工務課長、総務課、商工労政課長、こども未来課長、体育保健課長、 

防災危機管理課長、社会福祉課長 

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 0973-22-8627  FAX 0973-22-8250 

日 田 市 平成 30 年６月定例記者会見  ― News Release ― 
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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６月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

ＪＲ久大本線の全線復旧に係る取組について 

 

概要 

ＪＲ久大本線が７月 14 日に全線開通します。花月川橋りょうの復旧は、平成 29

年九州北部豪雨災害からの復興のシンボルの一つであり、ＪＲ九州や大分県、沿線

の自治体と連携・協力し、日田市の元気を積極的にアピールします。 

内容 

１．日田市の取組 

（1）「久大本線 ぜんぶつながるプロジェクト」のロゴをデザインした横断幕を掲出し 

ます。 

期 間：平成 30 年７月７日（土）～７月 31日（火） 

  場 所：渡里橋の欄干（花月川橋りょうと平行して隣接） 

サイズ：縦約 1.2ｍ×横約 40ｍ 

※デザインについては、梶原道生氏（日田市出身デザイナー）と協議中です。 

   ※日田川開き観光祭どんたくパレードで「ＪＲ九州パレード隊」が掲げた横断幕 

をＪＲ日田駅に掲出します。（５月 27 日～７月 31日） 

２．全線開通（７月１４日）の主な事業 

（1）ふうせんリリース《久大本線 ぜんぶつながるプロジェクト》 

  「ゆふいんの森１号」（博多発 9:24）の通過にあわせて、沿線で風船飛ばします。 

日田市では光岡小学校付近で実施（10時 38 分予定）定員 300 名程度 

（2）ＪＲ日田駅・天ヶ瀬駅での「ゆふいんの森１号」のお出迎え 

日田駅着（10時 40 分）・天ヶ瀬駅着（10 時 54 分） 

   ※「久大本線 ぜんぶつながるプロジェクト」では、久大本線沿線の元気な写真 

やリリースする風船に記入するメッセージを募集します。 

「久大本線 ぜんぶつながる」スペシャルサイト http://kyudai-line.com/で申し 

込みください。 

３．その他 

（1）久大本線全線復旧ウォーキング《久大本線 ぜんぶつながるプロジェクト》 

期 日：７月７日（土） 

コース：ＪＲ光岡駅→渡里橋→豆田→隈→ＪＲ日田駅  約 6.5km 

   ※天領日田資料館や日田祇園山鉾会館などの入館料割引 

（2）大分県、日田市、九重町、玖珠町で構成する「大分県西部地域観光誘客対策会議」 

で旅行雑誌やＪＲ九州の媒体を活用した情報発信を行います。 

添付資料   無  ・ 有（   枚）  

市民への周知  － 

注意事項 

「久大本線 ぜんぶつながるプロジェクト」は、新幹線活用久大本線活性化協議会、
大分県、福岡県、ＪＲ九州が共同で実施する取組です。 
なお、新幹線活用久大本線活性化協議会については、久大本線の沿線自治体やＪＲ九

州久留米鉄道事業部等で構成する団体です。 

問合せ  観光課観光振興係 担当：相垣  ☎0973-22-8210 

 

http://kyudai-line.com/�
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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６月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

内水ハザードマップの配布と活用について 

 

概要 

平成 24 年に続き、平成 29 年７月九州北部豪雨により、甚大な浸水被害が発生したこ

とから、日田市雨水対策基本計画を見直しました。 

 その一つとして、内水ハザードマップについても見直しを行いました。今回、下水道

事業区域内で、浸水の発生が想定される区域や実際に浸水が発生した区域の皆さまを対

象に配布します。 

内容 

【目 的】 

内水ハザードマップは、下水道の排水能力を超える豪雨によって家屋、道路、土地が

浸水する被害を想定し、想定地域、避難場所などを記した地図で、平成 29 年７月５日

の九州北部豪雨時の雨の降り方と花月川・三隈川の水位の状況をもとに１時間当たり

100 ミリの雨が降った場合を想定したものです。 

日田市では、浸水被害を軽減すべく対策として、水路の改修や仮設ポンプの設置ある

いはグラウンドへの一時貯留などの工事を実施していきますが、全ての対策には相当の

時間と経費が必要となるため、自助、共助といった市民による協力が必要となります。 

 この内水ハザードマップを確認していただき、自分の住んでいる地域の地形や近隣の

避難所等の把握に活用してもらうとともに、防災意識の向上に役立てていただくもので

す。 

【配布日】 

 平成 30年６月１日（金）  

【配布地区】 

 隈・庄手地区（一部）、竹田地区（全戸）、豆田地区（全戸）、田島地区（全戸）、 

 光岡地区（一部）、三花地区（一部）、西有田地区（一部） 

【配布枚数】 

 約 13,500 部（Ａ２版） 

添付資料   無  ・  有（内水ハザードマップ １部） 

市民への周知  市ホームページ６月 1日 

注意事項  摘要範囲は下水道事業区域内 

問合せ  施設工務課下水道係 担当：坂本  ☎0973-22-8102 
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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６月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

コープおおいたとの地域包括連携協定締結式について 

 

概要 

コープおおいたにおかれましては、平成 29年７月九州北部豪雨災害後に支援物資の

提供や被災地復興支援フェアの開催などのご支援をいただいております。 

 このようなことから、引き続き各分野において協力・連携していくために、今回、コ

ープおおいたと日田市の間で地域づくり包括連携協定を締結することとなりました。 

内容 

 

【日 時】 平成 30 年６月１日（金）午後４時 30分から（30 分程度） 

【場 所】 日田市役所４階 庁議室 

【出席者】 日田市     市長 原田 啓介 

              福祉保健部 部長 髙瀬 享

              地方創生推進課 課長 後藤 

とおる

 

靖
やす

孝

              まちづくり推進課 課長 髙野 新一 

たか

 

      コープおおいた 理事長 青木 博
ひろ

範

専務理事 江藤 

のり

 

隆
たか

康

常務理事 

やす

 

山村
やまむら

 克己

組合員理事 

か つ み

 

尾田
お だ

 美香

組織支援本部 本部長 廣瀬 

み か

 

孝

役員室 統括マネジャー 

たかし

 

岡谷
おかたに

 正憲

【内 容】 開会 

まさのり

 

      協定書調印 

      記念撮影 

      挨拶（日田市長、コープおおいた理事長） 

      閉会 

 

添付資料   無  ・  有（ １ 枚） 

市民への周知  

注意事項  

問合せ  地方創生推進課創生企画係 担当：佐藤  ☎0973-22-8223 
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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６月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

平成 30 年度日田市職員採用試験案内について 

（平成 31 年４月１日採用分） 

 

概要 

平成 31 年４月１日採用分の日田市職員採用試験（前期試験）を実施します。 

今年は、これまでの教養試験とは別に、公務員試験対策不要の総合適性検査

（全国の 220 試験会場で受験可能）を選択して受験することができます。 

内容 

【申込受付期間】 平成 30 年６月 15 日（金）～７月 13 日（金） 

 ＊ただし、土・日曜日、祝日を除く 

（市役所で受験する場合） 

・第一次試験日 … 平成 30 年８月５日(日) 

・第一次試験会場 … 日田市役所 

（テストセンターで受験する場合） 

・第一次試験日 … 平成 30 年８月１日(水)～６日（月） 

・第一次試験会場 … 全国の 220 試験会場 

 

【採用予定枠 】 一般事務（大学新卒者枠、一般枠）、土木技術、 

 保健師、看護師、保育士 

【申 込 方 法 】 直接持参の場合（７/13 17:00 まで） 

         郵送の場合（７/13 の消印有効） 

【申 込 先】 日田市総務部総務課職員係（市役所本庁４階） 

  〒877－8601 大分県日田市田島２丁目６番１号 

  ℡0973-22-8392 

【必要書類の配布】 ６月 15 日から配布開始 

 市役所４階総務課、１階総合案内、各振興局、振興センター 

  市ホームページからもダウンロードして利用可能 

添付資料   無  ・ 有（   枚） 

市民への周知 市ホームページにて公開（6/1 から ）・市報（6月 1日号）に掲載 

注意事項 
9/16（日）に日田市職員採用試験（後期試験）を実施します 

【採用予定枠】一般事務（社会人枠、高校新卒枠、障がい者枠）、土木技術（高校新卒） 

問合せ 総務課職員係 担当：大友  ☎0973-22-8392 
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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６月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

ひたＤＥ働くばい！就職フェア in FUKUOKA 

 

概要 
福岡市や周辺の大学、短大、専門学校等に進学した若者やＵＩターンで日田市に移住

を希望する人等を対象に「ひたＤＥ働くばい！就職フェア in FUKUOKA」を開催します。 

内容 

【日  時】（合同企業説明会） 

平成 30 年６月 30 日（土）12:00～16:00 

（認定こども園・保育園就職説明会） 

平成 30 年７月１日 （日）12:00～16:00 

【場  所】アクロス福岡２階交流ギャラリー（福岡市中央区天神１丁目） 

【対 象 者】福岡市や周辺の大学、短大、専門学校等に進学した若者やＵＩターンで 

日田市に移住を希望する人等 

【連絡事項】参加無料、申込不要、履歴書不要、服装自由、数量限定の来場者特典有。 

【内  容】（合同企業説明会） 

市内企業 18 社参加予定 

（認定こども園・保育園就職説明会） 

市内認定こども園・保育園 12 施設参加予定 

・就職や実習、見学の相談 

・現役の保育士や幼稚園教諭との意見交換会（軽食あり） 

・日田市内の認定こども園や認可保育園の情報が載った資料の配付 

 

添付資料   無  ・  有（ 1 枚） ポスター 

市民への周知  広報ひた６月 15日号、市ホームページ５月８日から掲載（随時更新中） 

注意事項  ポスターは各社に掲載くださいますようご協力ください。 

問合せ 

 （認定こども園・保育園就職説明会） 

こども未来課子育て支援係  担当：坂本 ☎0973-22-8317 

 （合同企業説明会） 

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 ― 

平成 30 年６月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第６回「ひた・くす合同企業説明会」の開催について 

 

概要 

日田玖珠地域の高校３年生と保護者を対象に、地元企業の紹介の場である「ひた・く

す合同企業説明会」を開催します。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くことを目的とします。 

内容 

【日  時】平成 30 年６月 23日（土） 10:00～12:20 

【場  所】パトリア日田（大ホール、小ホール、ギャラリー、スタジオ） 

【参加生徒】日田玖珠地域の就職を希望する高校３年生 282 人 

その保護者 76人（５月 23 日現在） 

【参加高校】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 38 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回の内、本人の希望する企業を必ず２社含んでいる。 

（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 

【主  催】「ひた・くす合同企業説明会」実行委員会 

添付資料   無  ・  有 （ １ 枚） 

市民への周知   

注意事項  パトリア日田の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  ☎0973‐22‐8239 
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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６月１日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

第５回椿ヶ鼻ヒルクライムレース 
（併催：第３回ＪＢＣＦ椿ヶ鼻ヒルクライム） 

 

概要 

「天空への挑戦！日本一暑い日田の地で日本一熱いレース」 

サイクルスポーツを通じて、参加者の健康づくりと地域の活性化を図ることを目的に

開催します。地域住民のおもてなしを企画し、参加者へ日田の人の温かさ、自然の美し

さ、食材の美味しさ等の魅力を紹介し、交流人口の拡大につなげます。 

内容 

【日  時】平成 30 年７月 29日（日） 

【場  所】大山町（中川原交差点）～ 前津江町（地域活性化センター） 

【主  催】椿ヶ鼻ヒルクライムレース実行委員会 

【共  催】日田市、日田市教育委員会、一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟 

【後  援】大分県自転車競技連盟 

【募集定員】500 名（実業団：100 名／一般：400 名） 

      ※昨年度参加実績 実業団：67 名 一般：354 名 

【参 加 料】一般成人 6,000 円、一般中高生 3,000 円 

【申込方法】JTBスポーツステーション（https://jtbsports.jp/）からエントリー 

【申込期間】平成 30 年５月１日（火）～ ６月 30日（土） 

【おもてなし企画】 

参加者の皆様に対して、地域住民が一体となったおもてなしを行うことで日田の人、

自然の美しさ、食材の美味しさ等の魅力を紹介します。昨年度は、「猪カレー」や「冷

やし夏野菜」などが大変好評でした。 

そ の 他: イベント当日、NHK BS1 の自転車情報番組「チャリダー★快汗！サイクルク

リニック」が取材予定です。（平成 30 年９月頃放送予定） 

添付資料   無  ・  有 （ １ 枚）  

市民への周知  広報ひた５月 15日号、市ホームページ５月 1日 

注意事項  大会当日の駐車場は、一般参加者と同じ場所を御利用ください。（大山振興局等） 

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

 

https://jtbsports.jp/�


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

・平成30年度職員採用試験 広報・HP掲載 ・定例記者会見（11:00～4階庁議室）
・第１回地域公共交通会議、第１回地域公
共交通確保維持協議会（13:30～4階庁議
室）
コープおおいた包括連携協定 締結式
（16：30～応接室）

2 土
・防災訓練（10:00～本庁舎）

3 日

・避難情報伝達訓練（9:00～本庁管内、
6:00～8:30 各振興局管内）

・よい歯のコンクール（10:00～パトリア日
田）

4 月
・平成30年度筑後川流域利水対策協議会
役員会・定期総会（14:00～久留米市）

5 火
・一般質問通告受付開始（8:30～）

6 水
・大分県済生会日田病院地域医療支援病
院運営委員会（17:30～済生会日田病院）

7 木

8 金
・一般質問通告締切（12:00） ・部落解放同盟大分県連合会第46回定期

大会（10:00～大分市）

9 土

10 日

11 月
・九州ユネスコ登録5都市親善交流会
（18:00～櫛田会館）

12 火

13 水

14 木
・市県民税・普通徴収納税通知書発送

15 金

16 土
・第３回おおいた暮らし塾ｉｎ福岡（13:00～
福岡市・パルコ新館）

17 日
・九州北部豪雨災害復旧支援チャリティー
コンサート「IN　THE　CURRENT　時の流れ
に」（16:30～20:30龍川寺本堂）

18 月
・議案質疑通告締切（13:00）

19 火

20 水
・女性人材育成バンク”ゆいと”第２回講座
（19:00～パトリア日田ポポロ）

21 木

22 金

23 土
・ひた・くす合同企業説明会(10:00～パトリ
ア日田)

24 日
・OBS大分の底力・市長出演（16:54～
17:00）

・マイナンバーカード受取時間外窓口開設
（8:30～17:00市民課窓口）

25 月
・男女共同参画週間啓発活動（18:00～市
内）

26 火

27 水

28 木
・第43回部落解放・人権西日本夏期講座
（～29日鳥取県米子市）

・健康づくり推進協議会（14:00～ウェルピ
ア）

29 金

30 土
・ひたDE働くばい！就職フェアinFUKUOKA
合同企業説明会(12:00～アクロス福岡)

・市民公開講座（ステップ運動）（14:00 ～
大明小中学校）

・ひたDE働くばい！就職フェアinFUKUOKA
合同企業説明会(12:00～アクロス福岡)
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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 金

・水道週間（6/1～6/7）
・街頭キャンペーン（15:00～イオン・サ
ニー・ダイレックス）

・第6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
・大分大山町農業協同組合総会（9：00～大
山公民館）

3 日

・天瀬町総合防災訓練（7：05～）（天瀬）
・平成30年度大山地区防災訓練 （5:30～
大山地区全域（大山）
・前津江町防災避難訓練（町民全員参加）
（7：30～）（前津江）
・中津江管内一斉避難訓練（6:00～）（中津
江）
・自治会別防災訓練（6:00～）（上津江）

4 月
・（予定）議会運営委員会（議会）
・日田市明るい選挙推進協議会常任委員
総会（10：00～7階大会議室）（選管）

5 火
・中学校総合体育大会（～6/6まで） ・大分県全市町村選挙管理委員会連合会

総会 （6/5～6）（選管）

6 水

7 木
・（予定）第2回定例会開会（議会）

8 金
・中津江振興協議会役員会（13:30～）（中
津江）
・中津江自治会長会（15:00～）（中津江）

9 土

10 日

11 月

12 火
・第14回豆田町伝建保存会通常総会
（19:30～ 若の屋旅館）

13 水

14 木
・（予定）一般質問（議会）

15 金

・自治会長会（9:00～）（上津江）
・自治会長と民生委員児童委員との連絡
会議（19:30～）（上津江）
・一般質問（議会）

16 土

17 日

18 月
・（予定）一般質問（議会）

19 火
・（予定）議員間自由討議（議会）

20 水
・（予定）議案質疑（議会）

21 木
・（予定）委員会（議会）

22 金
・（予定）委員会（議会）

23 土
・日田スイカ市場キャンペーン及び販売促
進活動（7：00～大分公設市場ほか）

24 日

25 月
・（予定）委員会（議会）

26 火

27 水
・日田市の明日の道を想う女性の会 定例
総会 （11:00～7階中会議室 ）

・（予定）第2回定例会閉会（議会）

28 木
・（予定）定例教育委員会（15:00～ 別館3
階大会議室）

29 金

30 土
0 0
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