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（（（（３３３３班）班）班）班）     

開催日時開催日時開催日時開催日時    平成 30 年 5 月 15 日（火） 午後 7：00 ～ 午後 8：30  

開催場所開催場所開催場所開催場所    夜明交流センター 

    

    

    

    

出席議員出席議員出席議員出席議員    

    

議員名① 

  

（班長） 

大谷 敏彰 

 

議員名②     

松野 勝美 

    

議員名③  

安達 明成 

    

議員名④      

梅原 竜也 

    

    氏氏氏氏                            名名名名    

司司司司    会会会会    梅原 議員 

開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶    夜明振興協議会会長 池田正廣自治会長 

閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶    夜明振興協議会副会長 太郎良誠一自治会長 

記記記記    録録録録    大谷 議員 

  

参加人数参加人数参加人数参加人数       13 名（内訳：男性 11 名、女性２名）/ アンケート回収 11 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    

    

    

    

    

事前提出のテーマ 

（１）JR 日田彦山線の早期の復旧について 

（議員） 

災害にあい昨年から日田彦山線の復旧はどうなるのであろうかという意見が

出ていた。議会でも各定例会の一般質問でも出された。議会で市長は「単独で

はできないので大分県、福岡県、関係市町村と一緒になって取り組まないと進

められない。またネットワークを作りながら進めていく」という答弁。今年に

入り 2 月末に JR 九州社長から鉄道で復旧するという発表があった。関係自治体

と国会などと連携して進める必要がある。大きな声を出すと費用負担の問題が

出てくる。県や市の方で状況をつかんでいるが新聞報道と変わらない。4 月 4 日

に第 2 回目の会議があり、70 億円の費用負担をどうするかというのはこれから

の話となっている。今日（5 月 15 日）夕方のテレビの報道で実務者レベルの初

会合が行われたことが報道された。市は副市長と担当課が出席していた。地元

の要望を踏まえ、確実に復旧にむけて進んでいる。 

（２）大肥川の災害復旧計画について 

（議員） 

県の復旧計画についての考え方も説明会が実施されているので、簡単に報告 
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をして今日は地域の皆様の意見を聞き、県や市に伝えて地域の要望に沿う復旧

を支援したい。 

大肥川全体としては、８・１キロ（夜明ダムの合流地点から福岡県の境まで）

約 5 年（Ｈ34 年 3 月）をめどに 50 億円の事業費で行う。名称は大肥川河川災

害復旧等関連緊急事業で、昨年の住宅では床上 80 戸、床下 26 戸、国道の冠水

などの被害をなくしたいと考えている。 

そのうち夜明地区の分としては、合流地点から高瀬橋までは改良復旧で高瀬橋

から広瀬橋までは原形復旧と聞いている。 

この間大肥橋（眼鏡橋）、川崎橋、茶屋の瀬橋、夜明橋の架け替え又は撤去など

の問題、また河道掘削などが計画されている。石橋をどうするのか、茶屋の瀬

橋と新茶屋の瀬橋の利用の問題など説明会の時に意見が出たと聞いているの

で、今の進捗状況も含めて意見など出していただきたい。 

（３）法定外公共物（里道や水路）の災害復旧について 

（議員） 

市道や市の認定した河川であれば国の災害復旧事業、あるいは市の災害復旧

事業でやるが、里道水路は法定外公共物で、災害復旧も原材料支給かまたは市

の直接施工で復旧することになる。市の直接施工は、特に住宅の裏の水路とか、

守るべき財産、人命があれば家の近くは市が工事をすることがある。また公共

性が大きいということであれば、市が施工する。そのほかは地域の住民や自治

会の取組に現物（生コンやブロック、側溝）など支給するので地元で工事をし

てくださいという制度に今はなっている。 

（４）夜明関町の地区集落センターの裏の河川のトンネルの氾濫対策について 

（議員） 

上流は溢れているが出口は水が少なかったということで、何か石か流木が詰

まっていたのか、市もトンネルの中を途中まで行って電灯で照らしてみたが、

なんにも問題はないということであった。市としてもすぐに対策案が出ないの

で、ちょっと様子を見たいと述べている。 

                                       

意見交換 

（Ａ氏） 

中楚谷川が昨年は溢れ、床下まで行かなくても１軒は被害に遭いそうであっ

た。市の工事になるのは１軒であればだめなのか、2 軒であれば市の対象にな

るのか。 
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（議員） 

担当と話したときは１軒か２軒かで対象になるならないではない。１軒でも

公共性が高い、人命財産を守るためにいくつかの市が基準を設けているのに合

致しているかどうかで場所によって違う。 

（Ａ氏） 

家屋に被害はなかった。市から「地元で管理してください」と言われた。壊

れかけているところもあるので、今度いつ災害が起こるかわからない。谷の中

に転がっている大きい石だけをどけた。谷の長さもあるので地元ではとてもで

きない。市の支援が必要。３軒ぐらいあるので一度市に見に来てもらいたい。 

 川は危険渓流には指定されていない。 

（議員） 

市に現場を見に来てもらうことが大事だ。市に要請する。３軒４軒あり、地

元から要望があれば市の普通河川の対象になることもあるのではないか。 

（Ｂ氏） 

竹丸川は 4 年前被害を受けて要望したら県が復旧してくれた。今度は要望も

していないのに復旧工事に入っている。原形復旧というけれど、測量設計のコ

ンサルは原形が分からない。だから工事の時にトラブルになった。堆積した土

砂が溜まっているので工事の時に撤去してくれと言ったが、原形復旧しか入っ

てないと言って河川の掘削は市の担当だからできませんといった。どこに言っ

たらいいのか。 

（議員） 

竹丸川は準用河川なのか普通河川なのか、それとも法定外の水路なのかが分

からないが、準用河川ということであれば、市の管轄になるので市の土木課に

言っていただきたい。意見をいただいたことは届ける。 

（Ｃ氏） 

消防団長をしている。茶屋の瀬橋を撤去して架け替えるとの話があるが、今

川村の水路が被災して使えないので水をポンプアップしている。もし火災があ

った時水がない。以前は茶屋の瀬橋からポンプを川に下ろせば水をとることが

出来た。新茶屋の瀬橋からポンプを下ろしても届かない。川村にも茶屋の瀬に

も消防道路がない。水路復旧は遅れている。水路の復旧を急いでもらいたい。

また河川改修をするときには消防道路を作ることを議会からも言ってもらいた

い。河川工事説明会の時には言った。 
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（議員） 

議会報告会で話をいただいた消防水利の確保については市に届ける。また地

域としても要望として県、市に言っていただきたい。 

（Ｄ氏） 

今の件で地域としてもこれまでも要望してきた。これは県土木も関わること

であるので県土木に問い合わせした。県はまだ設計段階だからどうなるかわか

らない。梅雨明けて消防団長と振興協議会で県に強く要望したい。 

（Ｅ氏） 

夜明関町集落センターの裏の川のことだけれども、5 年で 3 回も水が上がっ

ている。隧道を作り替えるのは大変だと思うが、入り口を専門家が見れば水が

流れやすいようにできるのではないか。梅雨が近くなったが、まだ手づかずと

なっている。集落センターを避難場所にしているが、床下浸水を 3 回もしたの

で避難場所にならない。専門家に見てもらいたい。集落センターのグランドの

下は 2 本隧道が通っている。昨年は 2 か所ともあふれた。早急に見ていただき

たい。 

（議員） 

市も現場は見に来ている。中に入って途中まで行きライトを照らしてみたが

障害になるものはないと言っている。市は対策を考えあぐねているといったと

ころ。専門家の意見を聞き、水を引き込みやすくなるような対策の検討は必要。

市に地元の要望を届けたい。 

（Ｆ氏） 

「要望は市に届ける」という議員の話を聞いていてもどかしい。今日伝えた

いことは夜明交流センターが避難場所になっているが、私たちのところは夜明

関町でセンターまでくる間にどれだけ山の崩れが起こるかわからないようなと

ころばかり。交流センターに避難はできない。だからと言って集落支援センタ

ーは浸水被害に遭う。だから私たちは発電所のところの浜地区に公民館がある

ので、災害の時も 3 日間電気をつけてだれが来ても避難されるようにした。何

かあっても浜から動かないようにしようと話している。支援物資をいただくと

言っても交流センターまで来れないので、浜の公民館に持ってきてもらえれば

ありがたいが、このような状況であるということが分かってほしい。 

（議員） 

議会としては報告会・意見交換会をしている。市の執行部は地域に出ていき、 
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出前懇談会をしているので 2 つある。執行部が出ていったときは、質問された

時にも予算を持っているので、取り組みますとか年次計画でやっているのです

ぐは出来ないもう少し待ってくれなど具体的な話ができる。しかし、執行部と

地元のやり取りだけでは進まないこともある。その時議会がこうすべきではな

いか、逆に執行部が出来ないといったことでも、この地域で必要なことではな

いかというように議会として話をすることもある。立場の違いがあるが、理解

してほしい。 

避難所の問題では同じようなことが各地域で出されている。自主避難所、指

定避難所、水害や地震などの状況に応じて避難所としてどうかなど見直してい

る。また今年の予算にも自主防災組織活性化事業を組んで、組織づくりを支援

することにしている。貴重な意見として受け止め伝えたい。 

（Ｆ氏） 

社会福祉協議会が世話をしてくれているが、買い物難民の問題がある。バス

が一日に 2 回しか通らないところだから、高齢者に何が一番困るかと聞くと、

食べ物がない、自分の好きなもの食べたいものが買えない。ヘルパーに頼んで

も自分の思うものを買えないとよく聞く。対策で先進地の糸島まで行ったが、

社協にお任せでなく議会としてもこの問題を今後検討していただきたい。 

（議員） 

買い物と通院の問題はどこでも大きな問題になる。免許返納したら足の確保

が問題となっている。市は日田市地域公共交通網形成計画をまとめた。具体的

な計画は市も地域の意見を取り入れながら取り組んでいる。みんなが思うよう

にはいかないが、公共交通は市の責務であるので、議会も一緒に進めたい。 

（Ｇ氏） 

デマンドタクシー使えるようにしていたが、使い勝手が悪い。夜明駅は久留

米の方から帰ってきたときは陸橋を渡るのが大変。高齢者がバックを引きなが

ら陸橋を渡るのは大変。川崎の裏の方から行けるようにはならないのか。そう

すると陸橋を渡らないでも済む。交通機関を考えるときぜひ頭に入れておいて

ほしい。 

（議員） 

デマンドタクシーは最寄りのバス停、駅までということだから、中には公共

交通がなければ使えるけどという話も出る。しかし、制度上全部それをやる 
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と汽車やバスに乗る人がなくなる。市が何でもやるとタクシー事業者の民業を

圧迫することになる。公共交通を考えるときは事業者が全部集まって会議をし

て検討している。日田駅はエレベーターをつけているが、１基１億円するので

夜明駅には難しい。 

議員が各常任委員会の課題２つを報告し、それに対する意見 

（Ａ氏）夜明に集落支援員がきた。住民はどうように接していけばいいのか。

その人に対する議会からのバックアップはあるのか。 

（議員） 

地域おこし協力隊と集落支援員の２つがある。地域おこし協力隊は都会に住

んでいる若い人が、日田に来て３年間日田に住んで、この間に仕事を見つけて

日田市に住んでもらうことを目的にしている。旧郡部に配置されて国の補助制

度がある。集落支援員というのは地域で伝統を守る行事とかいろいろやってい

るが手が回らない、もう少し援助があった方がよいという場合、地域に地元の

方を配置している。その人の得意なことや個性を生かして地域にどんどん入っ

ている人もいる。これまで夜明地区でやってきた中で支援がほしいということ

があれば、地域の自治会や交流センターと連携して取り組んでもらいたい。 

（Ａ氏） 

支援員も個人とどの程度付き合っていいのか。わからないという感じである。

議員が詳しく教えてもらいたい。 

（議員） 

支援員さん同士の連携もしながら夜明は三日月山のイベントなどいろいろや

っているところなので、ぜひ活躍してもらいたい。 

（Ｄ氏） 

昨年の災害で、市に要望を挙げても「７月５日の豪雨のために人手が足らな 

い。今小野の方に行っている」と言ってなかなか対応がない。豪雨対策で行っ

ていると言われれば、こっちは１歩も２歩も下がる。職員は大変だと思うが真

剣に対応してもらいたい。議会からも言ってほしい。国道２１１号で歩道が狭

く危ないところがある。曲がり角で歩道も狭いので、一番交通事故の多いとこ

ろだけど良くならない。早急に対策を立ててくれと言っているのにしてくれな

い。 

（議員） 

今日の要望は市県に届ける。 

 


