
                      定例記者会見（2019.4.25）  

 

４月 市長定例記者会見 

 

日 時：平成３１年４月２５日（木） 

              午後１時３０分から 

場 所：杵築市役所本庁舎２階 大会議室 

 

 

１．発表案件 

             

  （１）2019ツール・ド・国東第 38回大会 国東半島一周センチュリーラン   

（文化・スポーツ振興課） 
 

 

 

  （２）第３２回 きつきお城まつり             （商工観光課） 
 

 

 

 

  （３）杵築市チャレンジデー2019           （文化・スポーツ振興課） 

 

 

   

 

 

２．行事予定（４月～６月）                 

 

 

 

３．次回の記者会見日程 （予定） 

     ５月市長定例記者会見 

         日 時：２０１９年５月２３日（木） 午後１時３０分 

         場 所：杵築市役所本庁舎２階 大会議室 

  

 



                      定例記者会見（2019.4.25）  

（記者発表①） 

 201９ツール・ド・国東第３８回大会 国東半島一周センチュリーラン 

 

世界農業遺産として認定された豊かな自然と歴史に恵まれ、仏の里として 

親しまれている、国東半島一帯を舞台に行われる西日本最大の自転車の祭典 

です。 

 

201９ツール・ド・国東第 3８回大会国東半島一周センチュリーランが、 

5月 3日（金・祝）に、北は青森、南は沖縄までの 3４都府県、海外はオース

トラリアから２名の総勢 2,６０４名のサイクリング愛好者が集結し開催されま

す。 

杵築市文化体育館をスタート・ゴールとし、次の各コースで実施され、 

6歳から 8５歳までの幅広い年齢層の人々が、時間内に完走を目指す自転車の

祭典です。 

Aコース：世界農業遺産に認定された国東半島を一周するセンチュリーラン 

コース（160km） 

Bコース：国東半島満喫コース（95km） 

Cコース：国東半島ふれあいコース（75km） 

Dコース：杵築城下町散策コース（20km） 

  開 催 日：5月３日（金・祝） ８時００分 開会式 

  スタート：８時５０分から１０分間隔で A-1・A-2・B-１・Ｂ-２・C・ 

Dのコース順で行う 

申込者数 :  2,６０４名 

（内 訳） 

コース 申込者数 （男性） （女性） 

A ９０３名 ８７０名  ３３名 

B 0,９５７名 ８９８名  ５９名 

C 0,6４４名 ４３２名  ２１２名 

D １００名 ６１名  ３９名 

 2,６０４名 ２,２６１名  ３４３名 

    （※平成３０年 申込者数 2,７０２名、参加者数２,５１２名） 

  主  管：ツール・ド・国東実行委員会 

 問合せ先：ツール・ド・国東実行委員会事務局（0978-63-1300） 

 

担 当：文化・スポーツ振興課 

スポーツ振興係（佐藤） 

ＴＥＬ：0978-63-5558    
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（記者発表②） 

第３２回 きつきお城まつり 

 

石丸謙二郎さんをお迎えし、城下町を練り歩く“江戸行列”や絢爛豪華

な“花魁道中”など沢山のイベントを開催します。 

 

 
（日  時） ５月４日（土） 10:00～20:00 

５月５日（日） 10:00～15:00 
（場  所） 杵築市城下町一帯 

（内  容）  
江戸時代の風情が残る「重伝建」に選任された商人の町を主会場に「第 

３２回きつきお城まつり」が５月４日・５日の２日間開催されます。 
今年は大分県出身の、石丸謙二郎さんに“江戸行列”に参加いただき 

ます。石丸さんは、杵築市でロケが行われた、５月１７日公開の映画「居 
眠り磐音」主人公“磐音”の父親役で登場します。 
“江戸行列”と“花魁道中”では、京都太秦映画村の衣装を身に着け 

た一般公募の参加者たちが城下町を練り歩きます。 
４日の花魁には、ＯＢＳアナウンサー平山沙絵さん、タレントの霜村 

香帆さんの２人が扮し、艶やかな姿を披露します。 
また、今年初めて開催の“子供武者行列”や杵築藩火縄砲術隊演武、 

お茶やみかんの加工品など杵築の特産品やグルメを販売する“きっとす 
き市場“など、各会場において盛りだくさんのイベントが行われます。 
 
（来客実績） 平成 28年 24,000人 平成 29年 30,000人 

 平成 30年 20,000人 
 

 （来客見込） 平成 31年 25,000人 
 
（今年の売り）石丸謙二郎さんの映画ＰＲトークショーや、２年ぶりに 

京都太秦映画村の衣装による“江戸行列”や花魁道中、今回 
初めての“子供武者行列”は子供たちが段ボールで作った 

鎧を身に着けて城下町を練り歩きます。 
 

（主  催） きつきお城まつり実行委員会 
 
（問合せ先） 杵築市観光協会 ℡ 0978-63-0100 
 

 

担 当：  商 工 観 光 課   

  観 光 係（手島） 

ＴＥＬ：     0978-62-1808        
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（記者発表③） 

 杵築市チャレンジデー2019 

 

市民の健康づくり・体力づくりを目的として、毎年 5月の最終水曜日に全国一

斉に開催される住民参加型のスポーツイベント「チャレンジデー201９」 に今

年も参加します。 

 

  チャレンジデー201９は、開催日の午前 0 時から午後 9 時までの間に、15

分間以上継続して何らかの運動やスポーツをした住民の参加率（％）を 

対戦相手（人口規模がほぼ同じ自治体）と競い合います。 

敗れた場合は、ルールとして相手自治体の旗を庁舎のメインポールに 1 週間

掲揚し、相手の健闘を称えます。 

本市の参加は今年で５回目。回を重ねるごとに参加率が上がっています。今

年も参加率更新と勝利を目指し、多数のご参加をお願いします。 

（201９年度：全国１１９自治体が参加予定） 

 
【実施日時】5月２９日（水）午前 0時～午後 9時まで 

【対戦相手】秋田県鹿角市
か づ の し

（7回目）人口 30,733人［H31.3 月末］ 

※杵築市（5回目）人口 29,241人［  〃  ］ 

～5月に鹿角
か づ の

市長
しちょう

と電話でエール交換を行います。 

【前年度参加率】・杵築市 64.5% ・秋田県鹿角市
か づ の し

70.3％ 

【参加内容】15分間以上継続した運動やスポーツ 

（例）ウォーキング、犬と散歩、ラジオ体操、ストレッチ、徒歩 

や自転車での通勤、通学、買い物、家の中の掃除など。 

【参加対象】当日杵築市内にいる全ての人が対象。住民以外に在勤在学者、 

観光客も参加対象。 

【実施場所】杵築市内であればどこでもよい。 

 
【報告・集計】事務局に、専用電話・専用 FAX・メール等で報告。 

当日の午後 10時までに事務局で集計し、最終「参加率」 
を算出し、全国集計センターに報告します。 

 
◎報告専用電話：0120-055-98７専用 FAX：0978-63-5753 
 

 

担 当：文化・スポーツ振興課 

スポーツ振興係（佐藤） 

ＴＥＬ：0978-63-5558  
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＜参考資料：対戦成績＞ 

 

① 平成２７年度    （参加率）  （参加人数／人口） 

杵築市 （1回目）  33.2％  10,280 人／30,944 人 

北秋田市（3回目）  58.7％  20,381人／34,716人 

全国 130自治体 平均参加率 52.7％ 

 

② 平成２8年度    （参加率）  （参加人数／人口） 

杵築市 （2回目）  42.1％  12,895 人／30,645 人 

東松島市（6回目）  47.7％  19,199人／40,290人 

全国 128自治体 平均参加率 54.3％ 

 

③ 平成２9年度    （参加率）  （参加人数／人口） 

杵築市 （3回目）  58.6％  17,695 人／30,222 人 

   南砺
な ん と

市
し

（13回目）  52.5％  27,501人／52,335人 

全国 128自治体 平均参加率 57.7％ 

 

④ 平成３０年度    （参加率）  （参加人数／人口） 

杵築市 （4回目）  64.5％  19,261 人／29,852 人 

   名寄市
な よ ろ し

（25回目）  65.9％  18,374人／27,891人 

全国 12１自治体 平均参加率 61.2％ 

 

 

 （補足）参加カテゴリーによる参加率に応じてメダルが授与されます。 

     カテゴリー3（人口 15,000～34,999人） 

     ・32％以上＝銀賞 ・55％以上＝金賞 

 


