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参加人数参加人数参加人数参加人数     ３４名（内訳：男性  名、女性  名）/ アンケート回収 ３３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    

1、住民自治組織の必要性と課題 

(住民) 前津江まちづくりアンケート分析結果報告より 

困っていること①買い物・通院などの移動、②農地や森林などの維持管

理・後継者不足、③特産品の開発や地域の産物を販売する活動や場所が

ないなどがある。このような課題をどうするかということで、行政から

住民自治組織を作りなさいと言われているが、実際に前津江で作るのは

難しい面もあると思う。自治組織はどういう風になって、どのような展

望が開けるのか知りたい。現在、旧郡部だけで取り組んでいるが、小野

や大鶴など日田市の周辺部には必要ないのか、行政がどう考えているの

か知りたい。 

(議員) 現在は、前津江と上津江と大山がすでに話し合いを進めている。１０月

から天瀬地区の説明会が始まっている。現在は、振興局のあるところを

重点的に進めている。 
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４～５年前に前津江と大山振興局、上津江と中津江振興局を合併する方

針が出されたが、支所化は難しいということで決定した。自治組織の考

え方・方向が変わり、地域の課題を解決するために取り組む組織、困り

ごとに対応できる組織を作れないかと行政は考えている。ただし、公民

館・地区社協・その他の団体との調整や中津江が昨年の１０月より運営

しているので、現状や課題を知ることが必要。地域で充分話し合いをす

ることが重要である。 

(住民) 住民自治組織は国主導でやっているのか？院内に研修に行った。県内で

どのくらい活動しているのか。 

(議員) 平成２０年くらいから立ち上がっているが島根の雲南市などがあるが、

自治体によって違う。 

(住民) 成功事例しか聞かないので、失敗した事例も知りたい。良い例も悪い例

も参考にしたい。 

(議員) 住民自治組織は国主導ではなく、自治体独自で取り組んでいる。永続的

に運営できる組織にしなければならない。住民自治組織の先行事例の中

で、課題があれば、それを充分に地域に説明するよう担当課に伝える。 

(住民) 困りごとで移動手段など公共交通の課題が出るが、地域で解決は難し

い。市で考えてほしい。中津江の事例はすでに前津江で取り組んでいる

こともある。 

(議員) 地域おこし協力隊など総務省の予算で地域の課題解決する事業がある。

その事例発表で移動手段の確保についてどのように解決したかなど参考

になる事例が報告されている。地域によっては、地域おこし協力隊の隊

員が看護師の資格をもっている人を採用しているところもある。健康相

談などができる。 

(議員) 公共交通や農地の問題など、住民自治組織だけで解決できるものではな

い。行政とも充分に話し合いをすることが必要だと考える。 

(住民) 公民館・社協など色んな組織があるのに縦割りになっていて、同じ人が

使いたいのに、予算やバスを使えないことがある。 

(議員) 議会でも取り組んでいく。 

(住民) 住民自治組織を作ることで、振興局をなくすことにつながるのか。 

(議員) これまで行政は、振興局をなくすことは無いと言っている。 

(住民) 住民自治組織は旧郡部だが、中心部の人たちはどう考えているのか。 
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(議員) すでに様々な組織がある。その組織を整理し、住民自治組織はどのよう

な方向で考えるのか、行政も示していく必要がある。 

今後、人口減少により振興局の職員を減らすことはある。その場合は住

民自治組織の業務が増えることがあると思う。 

 

２、前津江町の公共交通のあり方 

(司会) バス路線について、現在、調査している。廃線も考えられる路線もある。 

(住民) 行政が責任を持つべきだと考えるが、どうなのか。 

(議員) 日田市では、日田市の地域公共交通網形成計画、昨年の３月に立てた計

画がある。高齢化が進んで免許返納やバス停まで遠いところ（交通空白

地域）などどう対策するのか、乗合タクシーを導入するなど早急に取り

組む必要がある。 

(住民) 最低限の生活ができるように行政が責任を持って欲しい。移動手段がな

くなるのは死活問題だ。安心して暮らせるようにしてほしい。 

(議員) 日田市が責任を持って主体的に取り組んでいく必要がある。議会も住民

と協議の上、良い方法をとるよう行政に働きかけていく。 

(住民) 移動タクシーなどに補助を出すなどできないか。 

行政は「住民のみなさん、どういう風にしたいですか？」と丸投げで無

責任に感じる。住民だけで考えるのは難しい。地域も考えないといけな

いが、行政からもアドバイスが欲しい。 

(住民) 出野バス路線が廃線されると言われたが、初めて聞いた。また、これま

で行政が説明会に来てもプロジェクターだけで説明して、資料もない。

それで意見がありますか？と言われても困る。 

(議員) 現在、実証実験中であるが、廃線が予想される路線についてバスに変わ

る公共交通を検討する座談会を行政が開くようにしている。 

(住民) デマンドタクシーの使い方が高齢者にはわからない。丁寧な説明をして

ほしい。高齢者は理解していないことが多い。 

(住民) 高齢者の買い物支援・交通手段の支援の提言をしたという新聞記事を見

たが、どのようなことなのか知りたい。 

(議員) 現在、第 6 次総合計画第 2 期計画の見直しがされている。すでに介護支

援の中では移動支援・買い物支援をしているが、福祉の面からも支援で

きないか、ということで提言した。 
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(住民) 利用する人が少ないのか、時間の都合が悪いのか、運賃が高くて利用し

づらいのか、原因が何なのか把握する必要がある。私は料金が高いから

利用しづらいと感じる。運賃の補助などを考えて欲しい。 

(議員) 日田バスだけが高いというわけではないが調査する。都合の良い時間に

運行して欲しいという声が出るが、運転手の確保が難しい。どのような

対応が必要か、地域の要望も入れなければならない。行政も地域と充分

に協議をするように働きかけていく。 

 

３、JA 前津江支店の撤退と今後の生活と農業について 

(住民) 直接、行政と関係ないが、店舗が無くなることで、生活への影響も考

えられる。行政がどのように考えているか何か情報があれば教えて欲し

い。 

(議員) ７月に組合１２名に対して統廃合の説明があった。 

令和２年３月に購買業務・給油所などの廃止。農産物の集荷は山田原か

ら、毎日集荷にくる。農産物の集荷については影響がない。資材はグリ

ーンセンターに受注。不便さがでるが行政の支援は難しい。給油所の廃

止など生活への影響が考えられるので、市とも連携して、支援ができる

かどうか検討していく。 

(住民) 再考して欲しい、全組合員に対して説明して欲しいと組合に伝えた。今

後、説明会がある予定。ATM の利用については問題がないが、資材関係

がすぐに購入できないなどの影響がでる。農協は組合員にできるだけ迷

惑をかけないようにすると言っている。常駐の職員を半日でもいるよう

にできないかと要望はしたが難しいようだ。 

(住民) 給油所がなくなると中心部まで行かなくてはいけなくなる。生活面を考

えると、給油所ができる人など、何か行政が支援してくれることなどあ

れば。 

(住民) 出野交流センターの期日は来年の３月に切れる。地域に移管すると言わ

れているが、これまで出来ないと断っている。日田市公共施設総合管理

計画があり、地域移管をしなくてはいけないのか。地域に非常に負担に

なる。年間１８万円強の予算しかない。管理委託料は何とかなるのでは

ないかと考える。地域で管理するとなると、自治会費をあげなくてはい

けなくなる。小学校が取り壊しになる。出野交流センターくらいしか公

共施設はない。地域では運営できないので、引き続き、日田市に管理し

て欲しい。指定避難所にもなっている。 
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(議員) 小さい地域は行政が支援していくべきだと行政に伝えていく。 

(住民) 若い人がこのような会に来ない。どうしたら良いか。このような話を聞

かなくてはいけないと思う。 

(議員) 天瀬の出口交流館の役員が集まる役員会がある時にぜひ参加してほし

いと伝えたら、かなり参加してくれた。直接呼びかけるのが良い。 

(議員) 興味・関心を持って欲しいと思っているが、なかなか良い方法がない。

今後は、時間をずらすなど参加しやすい時間に開催するなど、改革して

いきたい。 

(住民) 携帯などの電波が届かないところがある。山など、電波が届くようにし

て欲しい。 

 


