
議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会報告書報告書報告書報告書    NO.1    

（（（（1111 班）班）班）班）     

開催日時開催日時開催日時開催日時    平成 29 年 4 月 17 日（月） 午後 7：00 ～午後 8：40   

開催場所開催場所開催場所開催場所    高瀬公民館 

    

    

    

    

出席議員出席議員出席議員出席議員    

（自治会）（自治会）（自治会）（自治会）    

議員名① 

  

（班長） 

石橋 邦彦 

 

議員名②     

髙瀬 剛 

    

議員名③      

梅原 竜也 

    

    氏氏氏氏                            名名名名    

司司司司    会会会会    木谷 義明（高瀬本町自治会長） 

開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶    木谷 義明 

閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶    髙瀬 剛 

記記記記    録録録録    髙瀬 剛 

  

参加人数参加人数参加人数参加人数     32 名（内訳：男性 31 名、女性 1 名） アンケート回収 21 名 

    

    

    

    

    

    

    

主主主主    なななな    

意意意意    見見見見    

・・・・    

要要要要    望望望望    

・・・・    

回回回回    答答答答    

    

    

    

    

    

    

【事前に質問及び要望のあった項目】【事前に質問及び要望のあった項目】【事前に質問及び要望のあった項目】【事前に質問及び要望のあった項目】    

（１）上野町泉地区に防火水槽設置要望（１）上野町泉地区に防火水槽設置要望（１）上野町泉地区に防火水槽設置要望（１）上野町泉地区に防火水槽設置要望    

回答 

・市が把握している上野町の防火水槽については 2 箇所あるが、泉地区には

整備されていない。 

・市では，水利の乏しい地域に、震度 6 まで耐えられる埋設式の耐震性貯水

槽（防火水槽）40 ㎥型を整備している。設置する用地については、市へ無

償への貸与となるので、整備を希望する場合には、調査に伺う。 

 

（２）上野町泉地区に消防道路の新設要望（２）上野町泉地区に消防道路の新設要望（２）上野町泉地区に消防道路の新設要望（２）上野町泉地区に消防道路の新設要望    

回答 

・消防道路の新設、改良に要する経費（用地費は除く）については、市の「自

主防災組織活性化事業補助制度」を活用していただくことで、５割以内の

補助を受けることができる。 

・消防道路の維持管理については、コンクリート、砕石等の原材料を市より

支給するので、相談してほしい。 

・その他の水利として、泉地区には、１箇所の消火栓が整備されている。 

 

 



議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会報告書報告書報告書報告書    NO.O.O.O.2222    

（（（（1111 班）班）班）班）     

開催日時開催日時開催日時開催日時    平成 29 年 4 月 17 日（月） 午後 7：00 ～午後 8：40   

開催場所開催場所開催場所開催場所    高瀬公民館 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

主主主主    なななな    

意意意意    見見見見    

・・・・    

要要要要    望望望望    

・・・・    

回回回回    答答答答    

    

    

    

    

    

    

（３）消防地域分団に市職員の加入促進を要望（３）消防地域分団に市職員の加入促進を要望（３）消防地域分団に市職員の加入促進を要望（３）消防地域分団に市職員の加入促進を要望    

回答 

・消防団員の減少は、人口減少はもとより、地域コミュニティーの希薄化や

若者の消防団活動に対する意識低下、団員のうち多くの割合を占めていた

自営業者の減少が考えられている。 

・団員確保の具体的な取り組みについては、各分団や消防後援会等への積極

的な勧誘活動を行っていただいている。 

・若者や女性の入団促進、経済団体への働きかけなどに取り組むとともに、

県が今年度から登録を推進している。 

・消防団員が市内において飲食等で店舗を利用する際に割引サービスを提供

する「消防団応援の店」の登録についてもＰＲに努めている。 

・平成 25 年 12 月に施行された「消防団を中核とした地域防災力の充実強化

に関する法律」に則り、「消防団の加入促進」「消防団の処遇改善」「装備の

充実・強化」に向けた取り組みを行っている。 

また、同法の施行により、公務員の消防団員との兼職及び職務専念義務の

免除に関して、柔軟かつ弾力的な取り扱いの規定が設けられたことから、

市においても、職員への働きかけを行う。 

 

（４）大宮町防災無線設置を要望（４）大宮町防災無線設置を要望（４）大宮町防災無線設置を要望（４）大宮町防災無線設置を要望        

回答 

・大宮町の周辺では、高瀬地区コミュニティー消防センター、高瀬本町公民

館、国道 210 号大宮大橋付近（大部町）に防災行政無線の屋外拡声子局を

設置している。 

・屋外拡声子局は、屋外での音声による情報伝達手段であるため、雨や風に

弱く、伝達手段としての限界があり、難聴地域といわれる場所が存在して

いるため、その対策として、コミュニティー助成事業（宝くじ助成）を活

用し、自治会などでの屋外覚醒装置の整備について支援を行っている。 

・防災行政無線を補完する情報伝達手段として、防災行政無線電話応答シス

テム、日田防災メール、市のホームページでの情報発信のほか、ＮＨＫや

県下の民放局、水郷テレビ、ＫＣＶなどのテレビを通じ情報発信を行って

いる。 

・今後も、多様な手段での情報発信に努めるとともに、日田防災メールの登

録など、積極的な災害情報の取得について、ふれあい宅配講座等で周知を

行う。 



議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会報告書報告書報告書報告書    NO.O.O.O.3333        

（（（（1111 班）班）班）班）     

開催日時開催日時開催日時開催日時    平成 29 年 4 月 17 日（月） 午後 7：00 ～午後 8：40   

開催場所開催場所開催場所開催場所    高瀬公民館 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

主主主主    なななな    

意意意意    見見見見    

・・・・    

要要要要    望望望望    

・・・・    

回回回回    答答答答    

    

    

    

    

    

    

【意見交換会】【意見交換会】【意見交換会】【意見交換会】    

○Ａ氏 

上野町泉地区での消防道路ナフコの下より、日田生コンの下まで散歩道路

を兼ねた消防道路の新設を強く要望したい。髙瀨本町、若宮町、亀山公園ま

で消防道路兼散歩道路があるので泉地区にできないことはないのではない

か。国土交通省との協議もあるかとは思うが何とかしてほしい。 

 

消防道路については、市としては現状では、難しいと言っている。 

 

難しいと言うなら何もできない。 

 

今後十分調査を行っていくことにより、方向性を出していかなくてはならな

い。 

他に市への要望がたくさんあるということは、その要望を全部実現できるか

は、難しいとしても毎年継続的に要望することにより、実現できることもある

ので、振興協議会を通じて出していただきたい。 

 

○Ｂ氏 

上野町公民館が昨年の地震で家屋に被害が出ているが、耐震化ができないか、

要望したい。 

 

耐震化については、市としても耐震補助は行っていますので市に問い合わせ

をしてほしい。 

 

 

○Ｃ氏 

防犯カメラの設置の必要性が社会的にも必要になってきているが、特に事件

解決のために設置してもらいたいが設置基準があり、設置できるものなのか。

高瀬地区に限らず日田市全体に設置出来ないか。事件解明だけでなく高齢者の

徘徊についてもいろんな面でも設置する必要があるのではないか。設置基準が

あるとすればどこに申請すればよいのか教えてもらいたい。防犯カメラは市民

の要望として何かあった時に役に立つのではないか。 



議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会報告書報告書報告書報告書    NO.O.O.O.4444    

（（（（1111 班）班）班）班）     

開催日時開催日時開催日時開催日時    平成 29 年 4 月 17 日（月） 午後 7：00 ～午後 8：40   

開催場所開催場所開催場所開催場所    高瀬公民館 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

主主主主    なななな    

意意意意    見見見見    

・・・・    

要要要要    望望望望    

・・・・    

回回回回    答答答答    

    

    

    

    

    

    

 

防犯カメラを日田市内のどこにつけているのか。いま持ち合わせがなく分か

らない。 

スーパーなんかは、店独自でつけている。設置について地区、地区が出した場

合行政が動いて必要であると判断するのかは分からないが、地区によって必要

性があるのかという判断は、設置することと管理が難しいのではないか。是非

予算化について何かの機会について検討の余地はある。事件性があればこれか

ら検討する余地はあると考える。 

 

○Ｄ氏 

消防団員の募集と加入について要望する。条例定数 1,218 名に対して 187 名

不足している。消防分団は日夜私たちの生命、財産を守るために訓練を行って

おり、自治会に対して、団員加入の促進を言ってきている。そこで若い人たち

にお願をしていますが、仕事があるので加入が出来ないと断られる。以前は、

青年団、壮年団としてほとんどの人が加入をしていたが、今は若い人の加入が

少なく、公共的ものやボラン的な活動には顔を出さないし、消防団員にはなり

たくないのが現状である。そこで４点について検討をお願いしたい。 

①消防団員を補うために日田市職員からの加入を行ってもらいたい。新採用か

ら 14 年から 15 年までくらいは、地区の分団に所属する。分団での火災活動や

行方不明者の捜索活動に専念してもらいたい。 

②市長や議会から企業に対して消防団員に加入しやすいように商工会議所を通

じて若い社員に対し団員加入をお願いしてもらいたい。協力的な会社について

は、表彰を行うなどしてほしい。 

③消防団員に対する日田市独自の待遇改善を要望する。 

④県の消防躁法大会、優勝すれば全国大会出場と多くの経費が必要となること

から、躁法大会への市の補助金の増額を望む。出来れば２分１の補助をお願い

する。 

 

今の 4 点の要望については、どの内容についても重く受け止めさせていただ

くが、どれも難しい問題でもあり、現在も団員確保については、積極的に取り

組んでいる。市職員の新採用職員の分団員加入等についても法律改正が行われ

ており、柔軟かつ弾力的な取り扱いの規定が設けられたことから、職員への働

きかけを行う。 

    



議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会議会報告・意見交換会報告書報告書報告書報告書    NO.O.O.O.5555    

（（（（1111 班）班）班）班）     

開催日時開催日時開催日時開催日時    平成 29 年 4 月 17 日（月） 午後 7：00 ～午後 8：40   

開催場所開催場所開催場所開催場所    高瀬公民館 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

主主主主    なななな    

意意意意    見見見見    

・・・・    

要要要要    望望望望    

・・・・    

回回回回    答答答答    

    

    

    

    

    

    

○Ｅ氏 

八幡町からの日田市公共交通網形成計画策定事業について伺う。いま、八幡

町には、バスがきていないので、買い物や医者に出ていけずに困っている。毎

日とは言わないが、週に 1 回、2 回は走ってもらいたい。小さいバスでいいの

で、送迎バスが来るようにしてもらいたい。以前はバス停があったが、そこに

行くまでにも 1ｋｍある。 

 

八幡町の弱者対策について検討を行っていかなければなりません。公共交通

でいうならいまあるバスの停留所まではきますが、大山でいうなら松原レスト

ランのところの停留所からは、デマンドバスで上津江町、中津江村までは、送

迎することになっています。デマンドバスの活用を図らなければならない。対

応を図っていく。 

 

○Ｆ氏 

大宮町等についても「ひたはしり号」の路線の見直しを図ってほしい 

 

○Ｇ氏 

大宮町、上野町の防災無線についての予算化は、4 年前の高瀬本町の設置の

際、日田市内で 8 か所設置分の予算があるので設置しませんかと市から言われ、

設置を図ってきた。積極的に調査を行いながら設置に向けてやっていただくよ

う議会に対しても要望しておく。また、大日町も難聴地区であるので、日田市

内全域での調査を行うべきである。積極的な予算化を図ってもらいたい。 

 

○Ｈ氏 

高瀬川分水路整備事業について報告しておく。今年度予算化され、事業総額

3 億 3,860 万円で平成 29 年度が 1 億 6,860 万円となっていまして、上流からバ

イパスをつくってきれいな水を下流に流す事業である。平成 30 年度までの 2

カ年で完成する。 

 

○Ｉ氏 

鯛生スポーツセンター施設整備事業とは、どんな事業なのか。 

鯛生スポーツセンターの宿泊施設が昨年の地震によって被害にあい、その修

復である。事業費は 3 億 2 千 302 万 1 千円である。 

 

○Ｊ氏 

日田市にサッガーやラグビーができる競技場がほしい。 



 


