
令和３年度 

No ご意見要旨 回     答（市の考え方） 業務担当課 

１ 香下ダムに桜を見に行った際、周回する

道路の道幅が狭いため、対向車とギリギ

リ離合ができたが、危うく溝に落ちると

ころでした。離合できるようにか、所々

スペースと取っているようですが、魚釣

りをする人が車を駐車しているため機能

していません。道路を一方通行にするか、

スペースに駐車しないよう周知してほし

い。 

香下ダム周囲の道路を一方通行にしてほしいとのご意見についてですが、

公道の通行規制に関しましては大分県公安委員会が所管になります。 

香下ダム周回道路は、住宅地や林道などにつながる道路ですので、市とし

ましては、自治区等から一方通行など通行規制の要望があがりましたら、

公安委員会へお願いしていきたいと考えています。 

また、釣り人の駐車につきましては、関係機関等と協力し、パトロールを

強化してまいりますのでご理解をお願いします。 

院内支所 

産業建設課 

２ 年を取り、車もないと選挙に投票に行き

たくてもいくことができない。自分の大

事な一票を市政に生かしたいので、移動

選挙投票や投票所行きのバスを運行させ

るなど、今後の投票のあり方を考えてく

ださい 

ご提案いただきました移動選挙投票カーにつきましては、これまで検討し

てまいりましたが、実施にあたっては、十分なスペースを備えた移動選挙

投票カーの配備や乗車する管理者・立会人などの人的課題、個人情報を安

全に管理できる通信システムの確保が必要となります。しかしながら、当

市におきましては、地理的な問題もあり、山間部での通信障害が発生した

場合、投票不可能となるリスクがあるため実施には至りませんでした。 

投票所行きバスの運行につきましては、今回の選挙において投票所統合に

よる影響を受けた地域のみなさんを対象に選挙日当日のシャトルバスの

ご案内をしたところです。すべての投票者の方がご利用できるシャトルバ

スを市内全域で運行させることは困難ですが、現在、市内を走行している

公共交通やコミュニティバスをご利用いただければ最寄りのバス停から

期日前投票所までお越しいただけますので、ぜひご利用ください。 

今後も、シャトルバスの運行や期日前投票所の充実など選挙投票のあり方

について検討してまいります。 

選挙管理委員会事

務局 

３ 宇佐市の市政運営について 2 件 地方自治体を取り巻く現状は、少子高齢化に伴う人口減少社会が本格化す

るとともに、自然災害の大規模化、グローバル化、情報化など大きな時代

の変革期にあります。また、新型コロナウイルス感染症対策と経済の両立

を図ることなど喫緊の課題に対する迅速かつ的確な対応も必要となって

います。 

そのような中、本市におきましては、『定住満足度日本一・交流満足度日

本一のまち』を目標に掲げ、宇佐市総合計画に沿い、これまで企業誘致や

子育て環境の整備などの各種施策に取り組んでまいりました。 

今後は、政策の継続を基本としながらも、変化を求める声にも応えること

ができるように子育て支援の拡充などの重点課題に対しては、より踏み込

総合政策課 



んだ施策展開を図っていきたいと考えています。 

市民の皆さまの命と生活を守り、人々が夢や希望が持てる市政の実現に全

力で取り組んでまいりますので、引き続きご理解とご協力を賜りますよう

お願いいたします。 

４ 耶馬渓院内線（27 号）はいつまで通行止

めが続くのですか？不便です。 

耶馬渓院内線（27 号）は大分県宇佐土木事務所が管理する道路です。 

宇佐土木事務所に問い合わせましたところ、「現在、工事看板の完成時期

は令和 3 年 12 月 28 日と表記していますが、今後追加工事等がありますの

で、令和 3 年度末までと考えています。」とのことです。工事期間中は、

ご不便をおかけしますが何卒ご理解の程よろしくお願いいたします 

詳しくは宇佐土木事務所・企画保全班（電話番号 0978-32-1300）にお問

い合わせ願います。 

土木課 

５ グッデイ宇佐北店（南敷田 848）北西あ

たりの狭い農道に大きな穴ぼこがありま

す。かなり危険ですので補修をお願いし

ます。 

お寄せいただきました道路の穴ぼこの改善依頼につきましては、現地を確

認し、4 月 26 日に補修を完了しましたのでご報告いたします。【土木課】 

 

いつも道路の損傷につきましては、市 HP やメールにて情報提供いただき

誠にありがとうございます。 

本市では行政情報をタイムリーにお届けするため、市 LINE 公式アカウント

のリニューアルを 4 月 1 日から開始しました。その中で、道路の陥没箇所

などを LINE の位置情報サービスと写真を活用し報告するシステムを準備

していましたが、ご承知のとおり、LINE 社の個人情報取り扱い問題の関係

で開始を停止していました。 

その後、情報漏洩など問題がないと確認されたため、5 月より開始したい

と考えています。ぜひ、ご活用いただき、今後も情報提供をよろしくお願

いします。【秘書広報課】 

土木課 

秘書広報課 

６ JR 宇佐駅に置いてある観光パンフレッ

トの整理ができていない。市観光・ブラ

ンド課や宇佐市観光協会の職員にきれい

にするように言ったが、そのままになっ

ている。どうにかしてほしい。 

ご指摘いただきました宇佐駅における観光パンフレットにつきましては、

月に 1 度確認し、補充、整理を行っています。また、宇佐地区で用務があ

る際にもその都度確認をしているところです。 

令和 3 年 1 月からはほうきとちりとりを準備し、パンフレットラック周辺

の清掃も行っています。 

市としましては、宇佐市を訪れる観光客の皆さまに快適に旅行していただ

くため、受け入れ環境を整え、観光誘客に努めたいと考えておりますので、

今後ともご協力のほどお願い申し上げます。 

観光・ブランド課 

７ 市役所新庁舎の前も見渡しが良くすっき

りしました。今後、木々を植えるのは環

境のためにも必要なことと思いますが、

市役所新庁舎の外構植栽につきましては、庁舎南側に市民の憩い・交流の

場となるような中庭空間「宇佐ひろば」を設け、その場所に四季を感じら

れる樹木の植栽を計画しています。 

行財政経営課 



管理をしっかりと行うようお願いしま

す。 

木陰として利用できるようにベンチの横には大きい樹木を、その他は視界

の妨げにならないよう低い樹木を植栽予定です。 

工事完了後は、適時、水やりや樹木の成長に合わせて剪定を行うなど維持

管理に努めてまいります。 

８ 先日、市役所を訪れ、窓口に座って係の

方が声をかけてくれるのを待っていまし

たが、みなさん、パソコンに向かったま

まで気づいてもらえませんでした。カウ

ンターと机の間の棚を撤去するか、呼び

出しボタンを置くなど改善をお願いしま

す。市民第一でお願いします。 

職員の窓口対応につきましては、機会あるごとに来庁されるみなさんに気

を配り、積極的な対応を心がけるよう指導しているところですが、ご指摘

のとおり、カウンター前に設置した棚により窓口に来られた方が見えにく

いことから、この度の事象につながったものと思われます。大変申し訳ご

ざいません。 

市としましては、現在、窓口に呼出ベルの設置、職員の配席や棚の移設な

ども含め、対応策を調査・研究しているところです。また、職員の窓口対

応につきましても、これまで以上に指導を徹底してまいりますので、ご理

解をお願いします。 

総務課 

９ 孫が保育園に行き始め、5 日で高熱を出

し、親も熱を出した。アデノウイルスに

感染したようです。コロナ禍で保育園も

清潔にしていると思いましたが、1 歳の

女の子と 3 歳の男の子と高熱が出まし

た。コロナの疑いはないか、消毒はでき

ているか調査をお願いします。 

ご指摘いただいた保育園での感染症対策についてですが、市内の保育園お

よびこども園は、厚生労働省から示されている「保育所における感染症対

策ガイドライン」に則り対策を講じているところです。 

コロナ禍の現在は、消毒作業などを通常よりも入念に行っていただいてい

ます。また、各保護者には登園前の検温をお願いし、熱や鼻水などの症状

があるお子さんについては、登園を控えていただき、登園後に熱が出た場

合は、お迎えをお願いするなど対策を強化しています。 

しかしながら、本来、園は多くの児童が通所し、交流し学ぶ場でもあり、

全ての感染症への罹患を無くす事は困難でありますが、今回いただいた提

言をもとに、市内の各園には再度、感染症対策の徹底をお願いしてまいり

ます。 

なお、新型コロナウイルスへの感染の疑いがあるかどうかは、医療機関や

保健所等の判断となり、必要があれば PCR 検査等を行っていただくように

なります。市では、できるだけ早い段階での正確な情報収集に努め、市民

のみなさまに発信してまいりますのでご理解をお願いします。 

子育て支援課 

10 糸口小学校の南西、下高 944-2 付近のか

なり狭い道路の横にごみ出し場があり、

地域住民が車を路上駐車しごみを出して

います。 

車 2 台がギリギリ離合できる幅員で、通

行を妨害されとても迷惑、また学生が自

転車等で通学しているので危険に思いま

平素より環境行政にご協力をいただき感謝申し上げます。 

ご指摘いただいた地区の区長には、再度、内容を報告し、ごみ出しの際に

は神社付近の空き地を利用してもらうよう、近隣住民への周知をお願いし

たところです。 

今後も、ゴミ出しマナーにつきましては事あるごとに周知していきたいと

考えています。 

生活環境課 



す。 

以前もお願いしましたが、区長さんに相

談していただき地区回覧板に写真を載

せ、迷惑行為改善の啓発をお願いします。 

11 入学祝金の支給は 5 月ですが、入学する

際は、学校用品にお金がかかるので入学

前に支給してほしいです。 

入学祝金の支給につきましては、養育される児童が小学校または中学校に

入学したことを確認する必要があるため、支給対象者の確定が 4 月中旬と

なります。その後、対象者からの申請を受け付け、書類の審査や支払いの

手続きなどに一定の期間を要するため、支給時期が 5 月末となります。 

ご期待に沿えず申し訳ございませんが、今後も子育て支援に係る各種事業

の円滑な運営に努めてまいりますのでご理解のほどよろしくお願いしま

す。 

子育て支援課 

12 伊呂波川河口の堤防付近に大量の漁網が

放置されています。下高家地区や漁民を

動員して環境改善することはできないで

しょうか。 

伊呂波川河口漁港（高津漁港）内に放置された漁網等につきましては、地

元漁業者の所有物である可能性がありますので、漁業者や漁協に確認した

うえで適切に処理を進めてまいります。 

また、漁業者の漁具の保管、管理の徹底について漁協へ指導を行うととも

に、漁港内への粗大ごみの不法投棄に対しては、啓発看板を設置するなど

環境改善に努めてまいりますのでご理解ください。 

林業水産課 

生活環境課 

13 山城川河口西側の投棄ごみを処理したい

のですが、この場所には堤防があるため、

梯子が必要です。東高家地区の区長にも

要望しましたがなかなか進みません。ぜ

ひ、対策をお願いします。 

平素より環境行政にご協力をいただき感謝申し上げます。 

お問い合わせいただきました山城川河口西側付近の投棄ごみの処理につ

いて、河川を管理する県宇佐土木事務所に確認しましたところ、大きな粗

大ごみなど川の流れに支障がある場合は、県北部保健所と相談し回収を行

うとのことです。 

お手数おかけしますが、今後、県所管の河川または海岸のごみに関するご

相談は、県宇佐土木事務所にお問い合わせいただきますようお願いしま

す。 

問い合わせ先：大分県宇佐土木事務所 

建設・保全課 管理班（宇佐市大字法鏡寺 235-1） 

TEL：0978-32-1300 

生活環境課 

14 宇佐市の LINE 活用は非常にありがたく

評価しています。周辺地域と比較し進ん

でいると思います。これで市民の利便性

も高まりました。今後ともスマホ時代に

対応した行政を進めてほしい。 

担当課に供覧しました。 秘書広報課 

15 都市に出ている農地所有者等に対し、粗

放栽培で手間のかからない花木園化等に

宇佐市農業委員会では、遊休農地化を防ぐため、毎年、夏場を中心に農地

パトロールを実施しています。 

農業委員会事務局 



よる無償提供等、集落に何らかの収入や

景観を与えられる呼びかけや提案をして

ほしい。維持管理を共有しなければなら

ない地域集落の負担を減らすためにも、

農地や山林等資産を持った不在地主への

積極的進言が欠かせないと思う。 

パトロールでは、遊休農地の所有者に対して利用意向の調査を行い、農業

委員・農地利用最適化推進委員が土地の所有者と耕作者をつなげるパイプ

役として活動を行っているところです。 

今後もかけがえのない農地を守り活かしていけるように遊休農地の解消

に向けた活動を進めながら、地域集落の負担軽減にも努めてまいります。 

16 廃校になった学校施設を高齢者が利用で

きる娯楽施設として活用できるよう提案

します。オーストラリアでは日本の介護

施設にない“楽しむ”を主とした運営が

なされているようです。ご検討をお願い

します。 

この度は、貴重なご意見をお寄せいただき誠にありがとうございます。 

市教育委員会では、これまでに廃校となった学校施設につきましては所管

替えを行い、学校給食センターや地域交流ステーション、放課後児童クラ

ブなど公共の施設として有効活用を図ってまいりました。また、地区の集

会所やゲートボール場など地域のみなさんの用に供する共用施設として

も活用をしています。今後もお寄せいただきましたご意見なども参考にし

ながら施設の有効活用に努めてまいります。 

教育総務課 

17 介護保険課に老人ホームの一覧が掲載さ

れたパンフレットをいただき、1，2 件施

設を訪ねましたが、パンフレットの掲載

内容と実際は違っていました。 

そこで、施設ごとに現状をホームページ

に掲載してほしい。例えば、この施設は

介護 3 以上で満床ですとか、1 部屋空い

ていますというような内容を作ってもら

えると施設を訪ねなくてすみます。コロ

ナ禍で施設に入れないので困っていま

す。よろしくお願いします。 

本市では、医療と介護の連携を図るための事業受託者である「宇佐市在宅

医療・介護連携支援センター」のホームページにおいて、老人ホーム等入

所施設の空き状況の情報を掲載しているところです。ただし、施設の空き

状況につきましては、日々状況が変わるため、掲載情報と異なる場合があ

りますのでご了承ください。 

なお、介護度等の入所要件につきましては、各事業所での取り扱いが異な

り、一律のご案内が困難であるため掲載をしておりません。お手数をおか

けして申し訳ありませんが、入所要件や直近の空き状況につきましては、

各事業所に直接お問い合わせいただきご確認いただきますようお願いし

ます。 

宇佐市在宅医療・介護連携支援センターのホームページへは、市ホームペ

ージの「宇佐市内の有料老人ホーム等一覧」のページにある入所施設空床

情報からもアクセスできます。 

今後も、施設の空き状況等につきましては、支援センターのホームページ

にて積極的に情報提供を行うとともに、市の窓口におきましても、介護保

険に関する情報をわかりやすく丁寧に説明するよう心がけてまいります

ので、何卒ご理解をお願いいたします。 

介護保険課 

18 大分合同新聞に由布市が高齢者の生活を

支援するサービスを開始した記事が掲載

されており、感銘を受けました。今はま

だ動けますが、年々年老いていく身、三

度の食事のごみをごみステーションに持

この度は高齢者の生活支援サービスについて、貴重なご意見をいただき誠

にありがとうございます。 

まず、配食のサービスについてですが、本市では、民間の事業者による配

達が難しい安心院・院内地域において、主に 65 歳以上の高齢者世帯や要

介護者（1～5 認定）を対象に「食の自立支援事業」を実施しています。 

介護保険課 



っていけなくなるかもしれません。他市

の良いところを取り入れて、高齢者が住

みよい宇佐市にしてください。 

今年度は、配食サービスの配達地域を旧宇佐地域まで拡大し、現在、配食

を行う事業者を募集しているところです。今後、事業内容について詳細が

決まり次第、広報紙や市ホームページ等で周知してまいります。 

また、ごみ出し支援サービスにつきましては、要介護認定を受けた方につ

いては、訪問介護や訪問ヘルプサービスにて支援を行っており、要支援認

定の方や機能低下の見られる方についても、訪問型サービスの中で、必要

であれば支援を行っています。それ以外の方についても、包括支援センタ

ーが中心となり、地域で支援をしている例もございます。 

有償ボランティアによる生活の困りごとをサポートする仕組みづくりは、

全国的にも拡がりをみせていますが、本市においても、地域の方の支援に

より困りごとを解決する仕組みづくりが進められています。今後は、地縁

組織と協力しながら、有償ボランティア等による支援体制が拡がるよう取

り組んでまいります。 

19 近くのかかりつけの医院に申し込みまし

たが全く連絡がありません。中津市では

高齢者対象の 2 回目の接種が始まってい

ます。宇佐市は対策が他市町村に比べて

遅れているのでは？予防注射を早く実施

すれば感染者は減ります。最近、1～2 名

の感染者が出ており、集会も開けず困惑

しています。このままでは経済も低迷し

てしまいます。早急にワクチンを補充し

てください。 

かかりつけの医療機関に申込み後、連絡がないとのことで、ご不安になら

れていることと存じます。現在、医療機関によっては、患者さんからのワ

クチン接種の申込みが殺到し、順番待ちの状況にあると思われます。日程

調整がつき次第、医療機関から連絡があると思いますのでもうしばらくお

待ちください。 

市では、市内の 32 カ所の医療機関で行う個別接種のほか市が用意する会

場で行う集団接種にて接種体制を整えており、既に 2 回目の接種も開始し

ています。また、国に対してもワクチンの十分な供給をしていただくよう

要望しているところです。 

いただいたご意見をしっかり受け止め、今後も市民のみなさまが安心し

て、迅速に接種できるように、市医師会や各関係機関の協力を得ながら努

めてまいりますので、ご理解をお願いします。 

健康課 

20 図書館駐車場の入口に植え込みがありま

すが、現在、市役所側の駐車場が工事中

で使用できないため、出入りの車が多く

なっています。植込みを撤去するか、半

分程度に縮小していただくと出入りが楽

になりますので、ご検討願います。 

いつも、図書館をご利用いただき誠にありがとうございます。 

図書館利用者駐車場の入口幅につきましては、構造上広げることは困難で

すが、植込みの剪定作業をしっかり行い、通行に支障を来さぬよう努めて

まいります。 

また、ご指摘のように、以前より図書館を利用される多くの方が駐車して

いました最寄りの市役所庁舎駐車場が現在工事中で利用できないため、図

書館駐車場の利用が集中し、出入り口付近で車が混雑しているものと思わ

れます。 

市役所庁舎駐車場の工事期間中は大変ご不便をおかけしますが、10 月末を

めどに工事も完了し、図書館付設の利用者駐車場の集中も解消されるもの

図書館 



と思われますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

21 CO2 削減と騒音軽減のため、企業従業員

送迎バスを EV バスとして導入するよう

に各企業に奨励し、導入を行う企業には

補助金の交付を行ってください。 

本市では、良好な環境を市民共通の財産として次世代へと引き継いでいく

ため、2050 年までに CO2 排出の実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ宣

言を行ったところです。 

これにより、CO2 の排出を抑制する「緩和策」と温暖化による気候変動の

影響を回避する「適応策」を両立させながら、低炭素社会の実現に向けた

取り組みを加速させていきます。 

お問い合わせいただきました EV バス導入補助につきましては、「緩和策」

推進への有効策の一つであると認識しています。現在、計画中の家庭部門

における CO2 削減に向けたグリーン設備の導入支援や次世代自動車を普

及させるためのインフラ整備支援とともに検討を重ねたいと考えていま

す。 

今後も国の助成制度の周知等を通して、次世代自動車への転換を図ってま

いります。 

生活環境課 

22 日本政府は 2020 年 10 月に「2050 年に

カーボンニュートラル達成」の目標を掲

げ「自動車は電動化を推進する」と宣言

し、菅首相は 2021 年 1 月の施政方針演

説においてすべての新車販売を電動車へ

と切り替える時期を今から 14 年後の

2035 年まで、と明言しています。つま

り国策として電気自動車の普及にこれま

で以上に力を入れていくことが確実で

す。 

しかし宇佐市特に安心院地域は電動車の

急速充電設備がなく、近隣を通られる方

や電動車で来訪される観光客のニーズも

高まってくると思われます。 

現在建設中の安心院支所の駐車場やその

他の公共施設のスペースに、電動車の急

速充電設備の設置を要望します。 

本市は昨年 12 月に世界首長誓約に署名し、今年 6 月には「2050 年二酸化

炭素実質排出量ゼロ達成」に向けゼロカーボンシティ表明を行ったところ

です。 

お問い合わせの急速充電設備の設置につきましては、CO2 削減に効果があ

る次世代自動車の普及を促進するにあたり、必要不可欠なものであると認

識しています。 

安心院支所駐車場での急速充電器設置は現在のところ予定していません

が、今後、検討してまいります。なお、市では、公共施設に限らず、市民

のみなさんが利用できる充電スポットが市内により多く設置されるよう

充電設備設置に対する補助金等の交付も予定しています。 

今後も引き続き、地球温暖化対策における有効な手段について協議を重

ね、支援策を講じてまいりますのでご理解をお願いします。 

生活環境課 

23 駅川中学校入口のごみ収集所についてで

す。 

鳥獣対策の為に金属檻で設置くださって

いるのは良いのですが、ゴミの投入口が

お問い合わせのごみ集積所に設置された集積ボックスにつきましては、ア

パートや分譲地など一部の場所を除き自治区の所有となっていますので、

お住いの区長さんにお伝えします。 

なお、市では、自治区の集積ボックスを老朽化などにより買い替える際、

生活環境課 



上部の蓋を開けて投入するタイプになっ

ており、年寄や女性には重たいと思いま

す。蓋を開けきらず閉まり手や腕を挟む

恐れもあるのではと危惧されます。難し

いのは十分理解しておりますが、横開き

タイプに変更するか、何かしらの策を講

じて頂けたらと思い、問い合わせさせて

頂きました。ご検討の程、宜しくお願い

申し上げます。 

補助金（補助率 1/2、上限 4 万円）を交付していますので、区長さんとご

相談の上、検討ください。ご利用の際は対象要件がありますので、詳細は

市生活環境課リサイクル推進係（TEL0978-27-8133）にお尋ねください。 

24 四日市地区は子どもたちの遊べる場所が

全くない。公園が少なすぎる。かんぽの

公園は子供たちが自分たちで行けないの

で全く意味がない。もっと伸び伸びと遊

べる場所を作ってほしい。 

貴重なご意見をいただきありがとうございます。 

駅川中学校区エリアには、宇佐市総合運動場古代ふれあい広場や都市公園

である鷹居地区公園がありますが、いずれも駅館川の右岸側に位置してい

るため、対岸にお住まいの児童や幼児が自力で行き来することは難しいか

と思われます。 

しかしながら、駅川地区や四日市地区のエリア内には開発行為などにより

設置された公園が数多く設置されていますので、こうした既存の公園敷地

を有効に利用しながら、子どもたちが安全で安心して楽しく遊ぶことので

きる遊具や施設の設置を検討してまいりたいと考えています。 

なお、現在、大字法鏡寺にある史跡法鏡寺廃寺跡地の整備を行っています

が、整備にあたっては、子どもたちが歴史について学んだり自然と触れ合

ったりできる場となるよう進めてまいります。 

都市計画課 

25 市民課の窓口が分かりにくいです。12,13

番におくやみコーナーもできたが、まっ

たく利用者がおらず、1，2，3 番のパス

ポート受付も 4，5 番のマイナンバー受

付もいない。その分、6,7,8,9 番の窓口に

多くの人が集まり、以前の 3 倍くらいの

時間がかかっています。整理券の案内も

分かりにくく、間違えたら最初からやり

直しで大変でした。 

この度は、本市の市民課窓口において長時間お待たせし、不愉快な思いを

させてしまいお詫び申し上げます。 

市民課窓口では、お困りのお客様には職員からお声掛けをするよう心がけ

ているところでありますが、休日明けや時間帯によっては窓口が混雑する

ため、お客様への配慮が行き届かない場合もございます。発券機の操作や

届書の書き方などお困りごとやご不明な点がございましたらご遠慮なく

お申し出ください。 

今後は、異動手続きの窓口が混雑している際は、窓口担当以外の職員にも

協力を求めるなど市民課内で連携を図り、お客様の待ち時間を短縮できる

よう努めてまいります。 

市民課 

総務課 

26 中津市などは高齢者のワクチン接種はか

なり進み、教職員や市の職員などの職域

接種も進んでいます。大分県では高校 3

年生を 7 月中に接種出来る様に。という

この度は貴重なご意見をいただきありがとうございます。 

市では、市医師会や各関係機関の協力を得ながら、市内 32 カ所の医療機

関で行う個別接種と市が用意する会場で行う集団接種にて接種を行って

います。職域接種につきましては、教職員の接種を 6 月 25 日より開始し

健康課 



ニュースもありました。宇佐市は中々予

防接種が進んでいないようです。他の市

との差が開かないようにお願いします。

病院やクリニックの医師・看護師の手を

借りどんどん進めていただけないでしょ

うか？土日に各小学校などを使って集団

接種会場で進めていく事も出来ると思う

ので、スピード感をもって対応していた

だきたいです。 

ており、高校 3 年生に対しても今月 7 月 9 日頃に接種券を発送する予定と

しています。 

今回、いただいたご意見をしっかり受け止め、市民のみなさまへの接種が

進むよう接種体制の強化に努めてまいります。 

27 CO2 削減と騒音対策の為に、新聞配達と

デリバリー配達のバイクを EV バイクに

順次導入を行うように各業者に奨励を行

って下さい。EV バイクに導入を行う業者

には補助金の交付を行って下さい。 

本市では、良好な環境を市民共通の財産として次世代へと引き継いでいく

ため、2050 年までに CO2 排出の実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ宣

言を行ったところです。 

これにより、CO2 の排出を抑制する「緩和策」と温暖化による気候変動の

影響を回避する「適応策」を両立させながら、低炭素社会の実現に向けた

取り組みを加速させていきます。 

お問い合わせいただきました EV バイクの購入補助を行うことで、事業所

において導入が促進され CO2 削減につながるものと認識しています。 

現在、本市では、家庭部門における CO2 削減に向けたグリーン設備の導入

支援や次世代自動車を普及させるためのインフラ整備支援を進めていま

すが、EV バイクの購入補助につきましても CO2 削減の有効策と考えます

ので、脱炭素に向けた各種取組を継続しながら、支援策についても協議を

重ねてまいります。 

生活環境課 

28 職員が勤務中にクロックスや草履をはく

のはいかがなものか。 

この度は、職員の勤務態度についてご意見を賜りありがとうございます。 

本市では職員の服装について特に規定等は設けていませんが、公務員とし

て節度ある服装等に心掛けるよう指導しているところです。 

ご意見いただきましたクロックスや草履につきましては、近年、クールビ

ズやスニーカー通勤などの普及によりカジュアルなスタイルで仕事をす

ることが推奨される風潮が影響したのかもしれません。しかしながら、一

人の職員の身だしなみから職場全体に悪い印象を持たれることがありま

すので、職員には、来庁されるみなさんを不快にさせるような身だしなみ

は慎むよう指導してまいります。 

総務課 

29 櫛野地区の子どもたちには、もう何十年

も通学路がありません。区長さんは歩道

を作って頂けるように県に申請しまし

た。がいまだに歩道は出来ていません。

お問い合わせいただきました国道 387 号歩道整備工事につきましては、県

宇佐土木事務所が管轄となりますので、直ちに確認したところ、現在行わ

れている院内町二日市の交差点工事は本年9月中旬に完成予定とのことで

あります。また、二日市から櫛野方面への歩道設置工事につきましては、

院内支所 

産業建設課 



私は、毎月交通安全の日に子供たちを見

守りで出ていますが、今回千葉県で起き

た学童を巻き込んだ悲惨な交通事故を見

て心が痛みました。今は近くで道路工事

も始まっています。そのうえ、車がすご

く多いと感じます。毎朝家の前で野菜に

水をやりますが、自転車に乗った子ども

たちは車の横を通っていますがいつはね

られてもおかしくありません。千葉県の

ような悲しい事故が起きないうちになる

べく早いうちに歩道の整備をお願いしま

す。 

県としても歩行者や自転車で通行する方の安全を確保するため、今後、学

校等と協議を行いながら早期に完了できるよう進めてまいりたいとのこ

とでした。 

市としましても、通行する児童や生徒、地域のみなさんの安全・安心を確

保できるよう、危険回避のための看板を設置するなど安全対策強化につい

て県に要望してまいります。 

工事期間中は大変ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願い申し

上げますとともに、これまで同様、子どもたちの見守り等のご支援を賜り

ますようお願いいたします。 

30 市役所に行きましたが、クールビズにル

ールが無いようで不快感さえ覚えまし

た。 

特に女性の服装はルーズ感が強く、「仕事

をする」服装には決して思えず、お世辞

にも好印象を持つには程遠く、クールビ

ズ＝軽装化が、普段着と勘違いされてい

る方が多くいらっしゃる事は、とても残

念に思います。 

全ての方が不愉快ではなく、中には好印

象な服装の方もいらっしゃる事を付け加

えさせて頂きますが、ルール無きクール

ビズなら定番の、「白色ブラウス＋紺色ス

カート」の方がよっぽど増しに思えます。 

男性職員のトップス、パンツは許せる範

囲ですが、足元はいただけません。クー

ルビズだからスリッパ OK とは嘆かわし

く思います。 

いずれにせよ、誰が見ても恥ずかしくな

い格好、公務員も一社会人であって欲し

いと、切に願うばかりです。 

本市では、環境にやさしい職場づくりと夏季期間中の執務能率の向上を図

ることを目的にクールビズを推進しています。 

職員にはクールビズ期間中の服装について、公務員としての立場を自覚

し、品位を損なわない清涼感のあるものを奨励していますが、近年、クー

ルビズやスニーカー通勤などの普及によりカジュアルなスタイルで仕事

をすることが推奨される風潮が影響したものと思います。 

ご意見を真摯に受け止め、今後は、来庁されるみなさんから不快に思われ

ない身だしなみを心がけるよう指導を徹底してまいります。 

総務課 

31 税務課から固定資産税の督促状が届きま

したが、課税計算の考え方に疑問を感じ

日頃から当市の税務行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、令和 3 年 5 月 14 日に御社よりお問い合わせいただきました令和 3

税務課 



たため、税務課担当者と電話で話し合い

をしていました。すると通話の途中に電

話を切られてしまい、その後、折り返し

の電話もなく大変不快な思いをしていま

す。まだ、協議の途中であり、不躾な督

促通知に納得ができません。対応の経緯

と考え方について説明を求めます。 

年度固定資産税についてですが、土地の地目は、固定資産評価基準におい

て、登記簿上の地目にかかわりなく、基準日（1 月 1 日現在）における土

地の現況および利用目的に重点を置き認定することとなります。 

今回、課税対象になっている土地につきましては、令和 2 年 3 月に農地法

第 5 条の許可を受け、同月に所有権移転されていますが、その許可を受け

た時点で、課税地目は「畑」でなくなります。さらに本市職員が現地での

実地調査を行い、造成工事が確認されたため課税地目を「雑種地」と認定

いたしました。 

また、督促状の発送についてですが、督促処分と賦課処分は、それぞれ異

なる法律効果の発生を目的とする別個独立の行政処分であるため、賦課処

分に不服があったとしても督促状は発送されることとなりますのでご理

解賜りますようお願い申し上げます。 

32 可燃物のごみ袋の件でお願いがありま

す。私は一人で年金暮らしをしており、

現在のごみ袋（小）でも少し大きいです。

袋が一杯になるまで捨てずいると夏は残

飯が臭い困っています。どうかもう少し

小さいごみ袋の導入をお願いします。 

本市の指定ごみ袋の規格につきましては、大 45 リットルと小 20 リットル

の 2 種類がありますが、昨年度の利用状況を見ますと約 8 割の方が大 45

リットルのごみ袋をご利用されています。 

ご意見いただきました小 20 リットルよりさらにサイズの小さいごみ袋に

つきましては、今後の利用状況の推移を見守りながら検討したいと考えて

います。 

生活環境課 

33 コロナ感染拡大防止ということは分かる

が子供たちから何もかも小学校の行事を

奪わないで欲しい。 

プールや運動会もどうするかまだ決定が

出てないが、宇佐市は全て中止ばかりで

何の思い出もなく卒業することをもっと

考えて欲しい。修学旅行は実施してほし

い。日帰りなんてありえない。 

せめて一泊する努力をするよう、教育委

員会がもっと考えるべきだ。我慢我慢ば

かりで子供たちがかわいそうすぎる。 

お問い合わせの小学校の行事につきましては、文部科学省「学校における

新型コロナウイルスに関する衛生管理マニュアル～学校の新しい生活様

式～」および「宇佐市立学校における新型コロナウイルス感染症対策マニ

ュアル」に基づき、地域の感染レベルに応じた対策を講じたうえで、実施

の判断を行っています。 

そうした中、プールにつきましては、豊川小学校など規模の大きい学校に

おいては、密状態の回避が困難であることから本年度は中止としました。

これは、児童生徒の健康・安全を第一に考えての対応であることをご理解

いただきますようお願いします。 

運動会につきましては市内全小学校で秋に開催の予定であり、修学旅行に

つきましても現在のところ、県内 1 泊での実施する方向で進めています。

今後の新型コロナウイルス感染症の状況も懸念されるところですが、子ど

もたちにとって大切な教育活動が可能な限り実施できるよう努めてまい

ります。 

学校教育課 

34 昨今、政府がワクチンとも呼べないよう

な遺伝子改変剤を子供、特に重要なのは

将来において子供を産む可能性がある女

現時点において、国が承認しているファイザーワクチンおよびモデルナワ

クチンは 12 歳以上が接種対象となりましたが、16 歳未満は保護者の同

意・同伴が必要となっています。 

健康課 



児、女性にワクチン接種を勧めるような

動きは断じて容認できません。 

このことに関してどのようなお考えをお

持ちですか。 

国からの情報によりますと、mRNA（メッセンジャーRNA）ワクチンで注射

する mRNA は、数分から数日といった時間の経過とともに分解されていく

ようです。また、mRNA は、人の遺伝情報（DNA）に組みこまれるもので

はないようです。身体の中で、人の遺伝情報（DNA）から mRNA がつくら

れる仕組みがありますが、情報の流れは一方通行で、逆にmRNAからはDNA

はつくられませんので、mRNA を注射することで、その情報が長期に残っ

たり、精子や卵子の遺伝情報に取り込まれることはないと考えられていま

す。 

市としましては、市民の皆様が、ワクチン接種についての効果や副反応を

しっかり理解した上で、自分の意思で接種するか、しないかを選択できる

よう、今後も正しい情報発信に努めてまいります。 

35 コロナウイルスの感染は第 5 波が到来し

その予防策が急務となっています。コロ

ナウイルス予防対策として住民に鼻うが

いの啓発を掲示板や HP などで呼び掛け

てほしいです。 

現在、コロナ予防対策としてうがいが推

奨されていますがそれだけでは不十分だ

と考えます。ウイルスが最初に感染を起

こす部位は鼻咽腔です。発症するまで平

均５日かかるコロナウイルスの場合、ウ

イルスを吸い込んだとしても毎日鼻うが

いをすればウイルスが細胞に取り込まれ

る前に洗い流すことができ感染を防げる

可能性が大きくなります。 

市では、随時、新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催する中で、

新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る今後の対応を協議し、市民の皆

様や関係団体の方々に入念な手洗いと手指消毒、マスクの着用、3 密の回

避、県外等への移動の自粛など基本的対策の推進、また、ワクチン接種体

制の確保、うさ抗原センターの設置等を展開しているところです。 

ご提案の鼻うがいにつきましては、各団体等から感染防止の可能性が高い

と紹介されていますが、現時点で国からの新型コロナウイルス感染症への

予防効果等に係る通知がないため、市として積極的な推奨は考えていませ

ん。 

今後も、国からの情報を確認しながら、感染防止対策の周知に努めてまい

りますのでご理解願います。 

健康課 

36 先般 23 日宇佐市の宇佐平和資料館を訪

問して先般 6月に寄付した資料の残りの

97 式飛行艇の金属クレイモデルをお届

けいたしました。本日ネットを閲覧して

いたら 97 式艦上攻撃機を種子島より宇

佐市が取得との記事がありメ－ルした次

第です。亡叔父 三原春吉の寄付した資

料の中に 99 式艦上攻撃機の取扱説明書

がありなにかの役に立てばと思い連絡い

たしました 機種は一世代違うかもしれ

このたびは貴重な資料をご寄贈いただき誠にありがとうございます。ま

た、先日、平和資料館にお持ちいただいた 97 式飛行艇の金属クレイモデ

ルも拝受いたしました。重ねて厚くお礼を申し上げます。 

99 式艦上爆撃機は宇佐海軍航空隊で訓練に使用していた中心機種であり、

いただいた取扱説明書はとても貴重な資料ですので、平和資料として大切

に保存活用させていただきます。 

なお、ご寄贈いただきました資料につきましては、これから受贈の手続き

を行い、追って受贈書類をお送りしますのでご確認をお願いします。 

社会教育課 



ませんが何かに役立つと幸いです 

37 呉橋から南宇佐交差点へ行く時、夕方は

道の真ん中の石タイルに夕日が反射し

て、目が開けられないぐらい眩しく、対

向車が見えずぶつかりそうになりまし

た。サングラスをしても眩しいです。 

夜は南宇佐交差点の信号が道の真ん中の

石タイルに反射して見えづらいです。 

タイヤもガタガタ鳴っています。 

とても危ないです。 

宇佐神宮呉橋から西に伸びる勅使街道は、かねてより夕日と道路が毎年 2

度にわたって真っすぐに重なる光景として地元や参拝するみなさんに注

目されてきました。 

市では、平成 25 年度から地元協議会と協議を重ねながら、官民協働で街

なみ環境整備事業として勅使街道の整備を進めてきたところです。 

整備された勅使街道は、かつての賑わいを思い起こさせるように石畳をか

たどった路面を中央に配置したことで歴史的な景観や風景を取り戻すだ

けでなく、路面の凹凸が通行車両の減速を促す効果を期待したものとなっ

ています。 

ご提言のように今の時期の夕日は勅使街道と真っすぐに重なり、時間によ

っては通行する方の視線が、眩しく見づらいものとなっていると思います

が、安全で安心して通行できることは基より、この街なみや景観に配慮し

た勅使街道がこれからも維持できるよう関係する機関や団体などと連携

を図ってまいりたいと思いますので何卒ご理解の程お願いいたします。 

都市計画課 

38 今、宇佐市が UI ターン者などに力を入れ

ている為、奨学金返還支援をするのは分

かりますが、ずっと宇佐に在住し大学も

宇佐から通い、奨学金を借りていた人へ

の支援は無いのでしょうか？ 

どちらも宇佐で就職した場合、戻ってき

た人だけ支援するのは少しおかしいと感

じます。 

人数としては少ないと思いますが、一定

数はいると思うのでそのような人たちも

対象に入れてみてはどうかと思います。 

市では、死亡者が出生者を大きく上回る自然減や転出者が転入者を上回る

社会減などにより人口減少が加速化する中、移住・定住等の促進に向けた

各種施策を行っています。 

UI ターン者奨学金返還支援事業は、移住対策の一環として、新たに市内に

来られた方や他県で学び本市に戻られ就職した方を対象に返還した奨学

金の一部を支援する事業です。 

ご意見のとおり、市内の高校を卒業し就職する方や、自宅から大学や専門

学校に通われ就職する方などもいますので、現在の補助金制度を改正する

か、また、新たな事業を構築するかなど財源の確保と制度の効果を検証し

ながら定住施策を進めてまいります。 

商工振興課 

39 宇佐市役所から「無料で子宮頸がん検診

が受けられます」というハガキが届きま

した。内容が良かったと感じた部分があ

ったので、ぜひ今後も継続、発展してい

ただきたく、お伝えしたいと思います。 

まず「女性医師・女性技師が対応します」

という所。全国的に男性医師による不祥

事が続く中、婦人科検診を女性に対応し

てもらえる機会というのは「今がチャン

担当課に供覧しました。 健康課 



ス、検診を受けよう」という気持ちが持

てて良いと感じました。 

もう一点「有料で超音波の乳がん検診が

受けられます」という所。職場による検

診カーで受けるマンモグラフィはとても

痛いので、超音波で乳がん検診が受けら

れる機会というのも「今がチャンス、受

診したい」と思えて良いと思います。 

また、全ての女性に当てはまることでは

ありませんがシングルマザーなど頑張っ

ている女性が「託児所があります」とい

う後押しを受けて受診しやすくなる所も

とても重要だと思います。様々な理由を

持っている女性が、取りこぼされないよ

うに、健康的に生活できるために市がサ

ポートしてくれていると感じられまし

た。今後婦人科検診を受ける子どもたち

にも暮らしやすい宇佐市のために、ずっ

と継続・発展していただきたいです。よ

ろしくお願いいたします。 

40 基本的対策（マスク着用、手指消毒、3

密回避）、不要不急の外出の徹底をお願い

しますと言うが、基本対策は取っている。

これ以上どうせよというのか！ 

人流削減しか言わない政府分科会の尾身

会長の言うことを市は徹底しているが、

全然効果なし。なんら感染者減に繋がっ

ていない。 

県知事や市長が医師会に対してコロナ治

療せよとなぜ言わない！ 

政府に 2 類→5 類変更要請なぜしない。 

イベルメクチン投与有効と治療している

医者が言っているのに市として政府に要

望なぜしない 

以上を市民に説明してほしい。 

この度は貴重なご意見をいただきありがとうございます。 

市民のみなさまには日頃から感染予防対策にご協力をいただき大変感謝

しています。そんな中、感染が長期化しており、ご心配をおかけし大変恐

縮に感じています。 

市では、市民のみなさまや関係団体の方々に入念な手洗いと手指消毒、マ

スクの着用、3 密の回避、県外等への移動の自粛など基本的対策を推進す

るとともに、ワクチン接種体制の確保、うさ抗原センターの設置等を展開

しているところです。 

医療提供体制の確保等につきましては、全国市長会を通じて国へ要望を行

っています。今後も、国からの最新情報を確認しながら、ワクチン接種や

感染防止対策に努めてまいりますのでご理解願います。 

健康課 



41 幼児音楽祭について意見です。 

新型コロナ感染症予防のため小中学校、

高校などもイベントが制限され保育所や

幼稚園でも運動会やお遊戯会の中止や無

観客などが行われているのは周知の事実

と思います。そんな中幼児音楽祭が今年

も開催予定と聞きとても不安を感じてい

ます。 

保育士や関係者が消毒やソーシャルディ

スタンスなど気をつけていると思います

が、幼児本人がどこまで意識を持って取

り組めるのか悩ましいところです。 

参加予定の保育士の知り合いも上の決定

だから欠席はできないが、この感染症の

流行する中どうやって子どもたちを守れ

ばいいのか不安を抱えていると聞きまし

た。 

参加する園の中には自園の行事は中止に

し、こちらには参加する予定の園もある

と聞きます。 

調べてみたところ宇佐市からの後援があ

り、例年市長のコメントなども出してい

ると見受けられます。 

宇佐市としてこのコロナ禍の中でも、こ

のイベントを支援し続けるというのはダ

ブルスタンダードになるのではないので

しょうか。流石に無観客と思いますが、

子ども同士の接触を完全に避けるのは難

しくまた、先日教会での賛美歌などによ

るクラスターも注目を浴びたばかりで

す。 

続けていくことで価値が深まるのかもし

れませんが、今年だけでも開催の可否は

問うべきではないでしょうか。 

イベントへの支援を行うのならば、正し

幼児音楽祭は、市内こども園と保育園 10 園を中心とした宇佐市幼児音楽

祭実行委員会が開催するもので、音楽活動を通して子育て家庭と地域との

交流を図るとともに子どもたちの育ちを支援する音楽祭です。 

本市ではこの趣旨に基づき、必要な経費に対し補助を行っています。また、

新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じた上で事業を実施する事な

どを条件に本実行委員会に対して後援を行っています。 

幼児音楽祭の開催につきましては、参加者の健康や安全に配慮してイベン

トを行う「安全配慮義務」が主催者にあるため、本実行委員会にて判断さ

れるものであります。 

また、昨年度の幼児音楽祭では国の定めた「イベント開催時の必要な感染

防止対策」に基づき、感染防止対策を徹底して無観客で開催されましたが、

今年度も昨年度と同様の対策を行った場合、後援の基準は満たされている

ものと考えています。 

本市といたしましては、コロナ禍におけるイベントや事業の実施につきま

しては、国のガイドラインに則り、実践するよう周知してまいります。 

なお、今回いただきましたご意見は、新型コロナウイルス感染対策本部会

議でも報告させていただきます。 

子育て支援課 



く行われているか、危険はないかなど確

認するのも一つの支援だと思いますし万

が一クラスターが出たならば、後援した

宇佐市にも責任の一部は問われると思い

ます。 

42 昨年の 12 月から、柳ヶ浦小学校周辺に

マスクが多く落ちている。今年の 3 月に

小学校に伝えたが、依然として変わらな

いため、なんとかならないか。 

【対応内容】 

標記の件について、当課が柳ヶ浦小学校に連絡し、状況を確認したところ、

写真での確認のためすべて児童が捨てた（もしくは落とした）ものとは特

定できませんが、児童のものも想定されるとのことでした。 

その後、柳ヶ浦小学校校長が相談者を訪問し、今回の件を謝罪。9 月 1 日

の始業式に全校児童を対象にマスクの使用の仕方およびポイ捨てについ

て指導を行うことで了承済み。また、長洲中学校校長にも、当該場所を通

学路とする生徒について指導するよう依頼しています。 

学校教育課 

43 コロナ感染が九州に広がり始めてから早

期に抗原検査センターを立ち上げてくだ

さったことに感謝いたします。仕事で都

心に出かけた際にも帰ってから検査を受

けられるのは大きな安心でした。また、

他市町村の方も検査できることを知り、

実際、隣の市の知人に教えたところ、大

変喜ばれご家族で検査を受けたそうで

す。 

「諦めずに立派なことを行い続けるな

ら、やがて刈り取ることになる」という

言葉がありますが、私も気を緩めずに引

き続き感染対策をしていきたいと思いま

す。 

担当課に供覧しました。 健康課 

44 先日コロナワクチンの接種を終えまし

た。対応してくださる方々に感謝の気持

ちでいっぱいです。 

おそらく休日返上で対応して下さってい

る市の職員の皆様、医療関係者の方々が

いて下さること本当に有難いです。ワク

チン接種には色々な意見があると思いま

すが、なるべく市民の意向に寄り添って

担当課に供覧しました。 健康課 



くれる宇佐市の対応はとても助かりま

す。ワクチン予約の公式 LINE も とても

使いやすく分かりやすいです。他県の方

からも驚かれるほどのきめ細やかさ、素

晴らしいです。 

ワクチン接種対応の皆様に休日、もしく

は手当というかたちで何かしらベネフィ

ットもありますように。本当にありがと

うございました。 

45 令和 2 年度の成人式がオンラインで行わ

れましたが、しっかり開催してもらった

身としては何か可哀想な印象を受けまし

た。 

豊後高田市は来年の成人式を令和 2 年度

対象、令和 3 年度対象の 2 部構成にして

行うというお話を耳にしました。 

是非、令和 2 年度成人の皆さんにも同じ

ように盛大に成人式を開催してあげてほ

しいです。どうかご検討ください。 

本市では、毎年、新成人の門出を祝うとともに、社会人としての自覚と自

己の責任を持つよう励ますことを目的に成人式を開催しています。 

成人式につきましては、市と市教育委員会のほか市議会や社会教育関係、

市自治体連合会、市商工会議所、民生児童委員協議会の各代表者および新

成人代表者 7 名から成る市成人式実施委員会を組織し、日時や場所、式典

やアトラクションの内容等を決定し実施しているところです。 

令和 2 年度宇佐市成人式も同様に委員会を開催し、新型コロナウイルス感

染症感染対策を講じながらいかにして開催していくか検討し準備をして

まいりましたが、感染拡大の影響により 1 度の延期に加え、延期開催の 8

月 14 日(土)当日も感染者の減少が見られなかったため、やむを得ず式典開

催を見送りオンライン開催とすることを決定しました。 

式典を開催し、新成人の皆さまが集まる場を提供できなかったことを大変

心苦しく残念に思っています。しかしながら、オンラインでの開催ではあ

りましたが、新成人の皆さまの祝福と励ましの場を創出できたと考えてい

ます。 

来年の成人式で令和 2年度と令和 3年度の二部制での開催というご提案を

いただきましたが、令和 2 年度宇佐市成人式はオンライン開催ではありま

すが終了していますので、誠に残念ですが、再度、開催する予定はありま

せん。 

 令和 3 年度成人式につきましてもコロナ禍での開催が予想されますが、

いただいたご意見も参考にしながら新成人に安全に参加していただける

成人式の開催をめざしてまいりますのでご理解をお願いします。 

社会教育課 

46 四日市 28-3 の敷地内がごみ集積場所に

なっています。確実に回収されていれば

問題ないのですが、回収漏れがあった場

合、カラスや猫がごみを撒き散らします。

このたびは貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 

また、平素より環境行政にご協力をいただき感謝申し上げます。 

ご指摘いただいた該当地区の区長と一緒に現場を確認した後、地元のみな

さんや地権者の方の同意を得たうえで「ごみ出しマナー」の看板を設置し、

生活環境課 



生活環境課へ連絡しても区長さんへ連絡

してくださいとのこと。自宅とは違い、

店舗では自治会への加入はしていないた

め、区長さんが誰かもわからず、面識も

ない方に連絡するというのも困ります。

本来は市役所から区長さんへ連絡して対

処するのが筋ではないかと思います。 

付近にお住いのみなさんへも「ごみ出しマナー」の啓発ちらしを配布した

ところです。 

今後も、「ごみ出しマナー」につきましては事あるごとに周知していきた

いと考えていますのでご理解をお願いします。 

47 国有財産払い下げに係る資料（①公共物

用途廃止申請書、②用途廃止理由書およ

び用途廃止公共物の利用計画、③市の意

見書）について専門家による法律的な検

査をしてください。 

市では、当該用途廃止関する質疑、行政文書開示請求その他様々な申し出

について、個別に精査を行い対応しています。その中で、当該用途廃止が

「法定外公共物管理事務の手引」の「当該財産が公共用財産としての機能

を失っており、かつ、これを元の用途に供する必要がないと認められる場

合」という用途廃止要件に基づき行っていますので、改めて専門家による

精査は行いません。 

土木課 

48 日本テレワーク協会ホームページにて、

貴所が賛助会員となられたことを確認し

ました。 

私は宇佐市出身で、現在も両親と姉が在

住しています。今は横浜市に居を構えて

おり、コニカミノルタジャパン株式会社

（以下、KMJ）に勤務しています。 

KMJ の中では、働き方改革・テレワーク

推進のリーダーとして活動しており、テ

レワーク推進に関わる外部セミナー講演

やアワード受賞及び学会誌での執筆活動

をしています。 

この経験が、今回の貴所テレワーク施策

に多少なりとも貢献できるのでないかと

連絡させていただきました。 

長年、故郷に何等か貢献できないかと考

えた中で、最もお役に立てる取り組みと

考えております。 

本提案は、KMJ からの提案ではなく、個

人活動として費用抜きでお手伝いできれ

ばと思います。 

一方的な提案かと存じますが、是非とも

この度は貴重なご提案をいただき誠にありがとうございます。 

今回の日本テレワーク協会への入会についての経過ですが、ご存じのとお

り、本市は自動車関連の部品企業が多数集積しており、高校卒業後の就職

先や U ターンで帰って来る方の多くが自動車関連企業に勤めています。 

しかしながら、一方では情報通信業等の事業者は非常に少なく、その企業

への進路を希望する若者は都市部へ流出していく状況です。 

そこで、本市としても新型コロナウイルス感染症を契機としたサテライト

オフィスやワーケーションによるテレワークに取り組む企業の誘致も視

野に入れたところ、大分県の企業誘致推進課から日本テレワーク協会への

入会の勧誘があり、会員企業の皆様と連携できる機会があるのではと今回

の申込みに至ったところです。 

本市としてはこれまで製造業を中心とした誘致活動を行ってきたため、情

報通信業等の皆様との接点もなく、どのような切り口で活動を行っていく

か模索していた時に前向きなご提案をいただき、今後の可能性を大いに期

待しているところであります。 

現在の本市の取り組みとしては、お試しでサテライトオフィス等の視察を

行っていただいた事業者様への交通費や宿泊費用等の補助を行う事業を

創設しております。 

もし、お知り合いの事業者様で地方でのテレワークをお考えの方がいらっ

しゃれば、是非「宇佐市サテライトオフィス推進補助金」をご紹介いただ

き、本市の自然や食を堪能していただければと考えています。 

最後になりますが、まだ歩き出したばかりの本市のテレワーク施策であり

商工振興課 



前向きなご検討をお願いいたします。 

よろしくお願いいたします。 

ますので、今後メール等での情報交換や可能であれば意見交換等、様々な

方法でご教示いただければ幸いです。 

49 高齢の父が運転免許証を返納し、高齢者

運転免許自主返納支援事業の交通回数券

の交付申請の為に市役所に伺いました。

実は父は半年前に体調不良で病院に入

院、今日ようやく退院し、帰宅前に市役

所に手続きに寄ったそうです。受付で、

どこに行けばいいのか尋ねると、係に取

り次いでくださり、担当の方がわざわざ

一階まで降りて来て対応してくださった

そうです。まだ移動が大変な状態だった

ので、とても助かったと母が感謝してい

ました。 

私が離れて住んでいて何もできないの

で、高齢の両親に寄り添った優しい対応

をして頂いたこと、本当に嬉しくて、感

謝の気持ちを是非お伝えしたくてメール

させて頂きました。 

本当にありがとうございました。 

担当課に供覧しました。 危機管理課 

50 最近の広島牡蠣養殖漁具用プラスティッ

クの海岸漂着が酷く、どうにかならない

ものかと苦慮いたしております 

広島牡蠣養殖漁具用プラスティックにつ

いては下記のごとく、広島県には再三メ

ールでお願いしてまいりました。 

広島県は対策しているという返事です

が、宇佐市としては海岸は県が担当だと

無視してよいものでしょうか？ 

永年にわたる海岸清掃ボランティア活動につきましては、心より感謝を申

し上げます。 

宇佐市の海岸に、台風等の災害時のみならずプラスチックごみ等が漂着

し、海岸環境を害していることに苦慮しております。また、ご指摘いただ

いたように、「カキ養殖パイプ（プラスチックごみ）」が、本市を含めて瀬

戸内海沿岸自治体の多くの海岸に漂着していることを市内海岸部へ行き

確認したところです。 

現在、「カキ養殖パイプ（プラスチックごみ）」につきまして、広島県のカ

キ出荷量は、全国の 60％を占めていることから、そのほとんどが広島県か

らの流出と推測できます。 

カキ養殖パイプ流出防止対策につきましては、広島県農林水産局水産課に

確認致しました。 

また、広島知事は、令和 2 年 6 月 23 日に瀬戸内海の海洋プラスチック問

題の解決に向け、「2050 年までに瀬戸内海の新たな海洋プラスチックごみ

をゼロにする」と宣言しており、カキ養殖資材（カキ養殖パイプ）流出防

生活環境課 

林業水産課 



止についても、対策を講じているものと認識しています。 

本市といたしましても、これまで同様ボランティアごみ袋の配布や収集し

たごみの回収など支援していきたいと考えており、関係各機関と協力しな

がら海洋プラスチックごみの削減に努めてまいりたいと考えております

のでご理解をお願いします。 

51 先日、フラワーロードを走行中、建築住

宅課の立て札をみると実に草だらけの花

壇、立て札が泣いています。他の所は一

生懸命手を入れた跡が見受けられます。

実に恥ずかしい光景です。お手本を示す

はずの所がこれでは宇佐市の発展につな

がりません。 

「宇佐市 USA フラワーロード花いっぱい運動」は、現在の県道和気佐野線

の植栽帯を活用し、市民参加型の運動として平成 5 年度にスタートしまし

たが、来年は 30 回目の植栽を迎えることとなります。29 年という長きに

わたり続けてこられたのは、これまでご参加いただきました市民の皆さま

のおかげです。 

さて、今回お寄せいただきましたご意見についてですが、早速現地を確認

し、該当する部署には花壇の良好な管理に努めるよう依頼したところで

す。 

また、見まわり回数を増やすなどして参加団体へ良好な花壇管理に努める

ようお願いするとともに、耕うんを希望された花壇を対象に来年1月以降、

肥料を加えた耕うん作業を実施する予定です。 

さらに、この運動が継続していけるよう、散在した管理のない空き花壇エ

リアを集約し、連続した美しい花々が咲き誇る花壇を目指していきますの

で何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。 

都市計画課 

52 子育て給付 10 万円については、残念な

がら、いつものように鈍足なように感じ

ます。ペイペイなどの窓口支払いがスピ

ーディにできたのだから、世相を反映し

ているものについては、よりスピーディ

にしていただきたいものです。できるな

ら 10 万円一括で年内に、できないにし

ても、年明け早々にでも 10 万一括でお

願いしたいものです。いろいろ公務が忙

しいとは思いますが宜しくお願い致しま

す。 

このたびは貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 

今般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として盛り込まれた

子育て世帯への給付金のうち、先行の 5 万円の現金給付につきましては、

宇佐市議会の議決を経て 12 月 27 日からの給付が決定しております。 

残る 5 万円の取扱いにつきましては、現在、審議中のため公表を差し控え

ております。 

議会承認後、該当する世帯のみなさまへ随時通知書を発送するとともに、

市ホームページや SNS などで周知したいと考えていますので今しばらく

お待ちください。 

子育て支援課 

53 12 月 15 日朝、交通安全で立っていた方

の 1 人が、横断歩道を通らず、車の間を

横断し、自分の軽トラへ行っていました。 

交通ルールを守ろう、運転に気をつけよ

うという活動をしている人の行動ではな

このたびは貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 

当日は、おおいた冬の事故ゼロ運動最終日の一斉街頭啓発日であり、早朝

街頭啓発時のことと思います。 

ご指摘いただいた件につきましては、交通安全啓発員が所属する団体へ今

後そのような振舞いをしないよう伝えさせていただきます。併せて、交通

危機管理課 



いと思います。とても残念で信じられま

せんでした。皆さん朝早くからボランテ

ィアで出ていただき大変だと思います

が、今回の事は伝えて欲しいです。 

安全活動に参加する団体に会議等の場で街頭啓発時の行動について指導

を徹底してまいります。 

今後とも、本市の交通安全施策にご理解とご協力をお願い申し上げます。 

54 アジア太平洋戦争中、市内に有ります戦

争遺跡について（どんな施設が有りまし

たか、又、現在も残っていますか）、又主

な産業についてご返事お聞かせくださ

い。 

宇佐市の歴史、産業、戦争遺跡・遺産の

歴史等に興味がありますので何卒宜しく

お願いします。 

このたびは、大分県宇佐市に関心を寄せていただき誠にありがとうござい

ます。ご依頼のありました資料をご送付させていただきます。今後ともよ

ろしくお願いします。 

 

≪ご提供資料≫ 

１．2014 宇佐市市勢要覧 

２．宇佐海軍航空隊跡戦争遺構めぐりガイドマップ 

３．宇佐市平和資料館パンフレット 

４．宇佐市宇佐空の郷リーフレット 

５．令和 2 年版 消防年報 

総合政策課 

社会教育課 

消防本部総務課 

55 院内町岩下地区は急傾斜地崩壊の危険地

域に認定されている地区ですが、地区内

でも補修された箇所とされてない箇所が

あります。私の住まいの崖はまだ補修さ

れていませんのでどうかお願いします。 

ご要望いただきました崖の補修ですが、保全人家が 5 戸以上の場合は大分

県が行い、保全人家が 5 戸未満の場合は本市が県の補助を受け行います。 

既に施工された箇所は県の実施によるものですが、貴殿のお宅につきまし

ては市が実施する補修事業に該当する可能性があります。許可をいただけ

れば条件に当てはまるかどうか一度現地を調査させていただきたいと思

います。 

なお、実施にあたっては注意点が 2 点ほどございます。 

1 点目は、市が補修を実施する場合、条例に基づき補修費の 10 分の 1 を

地元の当事者の方に負担していただく必要があるということです。 

2 点目は、危険区域に指定されていましても各種要件に該当しない場合は

補修できないこともありますのでご理解をお願いします。 

土木課 

56 12 月 11 日に宇佐文化会館大ホールであ

った大正琴ですが、市報の 11 月号では

13 時～16 時となっていたため、13 時に

間に合うように楽しみにしながら行きま

した。しかし、入口の表示には 14 時 30

分～17 時となっており、当初お知らせし

ていた時間と 1 時間半の開きがあり一度

帰宅しました。再度、14 時 30 分前に行

くと今度は既に演奏途中でした。腹立た

しさで聴く気にもなりませんでした。こ

このたびは、第 32 回市民文化祭大正琴合同演奏会の開催時間について、

広報うさ 11 月号でお知らせした時間と会場に設置された案内看板の表示

時間に相違が生じたことで困惑させてしまい大変申し訳ございませんで

した。 

ご不快な思いをさせてしまい深くお詫び申し上げます。 

市民文化祭は、宇佐市文化協会が主催する文化活動の成果を発表する場で

あり、本市の文化芸術の振興に貢献するものと考え、活動に係る広報など

支援しています。 

市の担当課としましても初日の文化祭の様子を視察した際に開催時間に

相違があったため、急遽、市ホームページにて時間の変更を行い市民の皆

文化・スポーツ振

興課 



れが試験だと大問題です。誰も気づかな

いのですか？中途半端なことはやめてほ

しい。 

さまへ周知を図ったところです。 

今回の原因としましては、市文化協会と協会に加盟する団体との連絡不足

によるものと思われます。市文化協会には加盟団体としっかり意思統一を

図り、今後このようなことがないよう強く要請いたしました。 

市としましても再発防止に向けて、市文化協会との連絡・調整を徹底して

まいります。 

57 年末年始、豊後高田市は丘の公園テニス

コートを開放しています。宇佐市も、使

えるようにならないのでしょうか？旧宇

佐市域には、照明のあるテニスコートが

ありません。既存のはちまんの郷テニス

コートに照明を整備してもらえないでし

ょうか？ 

年末年始のテニスコートの利用につきましては、市スポーツ施設条例およ

び規則により年末年始の施設利用を休止しています。ただし、はちまんの

郷テニスコートにつきましては、市テニス連盟およびソフトテニス連盟会

員のみなさまに使用後のコート整備や施錠をしっかり行うことを条件に 1

月 1 日から 3 日間のみ開放することとしています。 

また、同施設の照明設備の整備につきましては、市民のみなさんからも多

くの要望が寄せられており、必要性は十分に承知していますが、具体的な

整備には至っていません。 

今後、市公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、中長期的な利

用見込や維持管理費の試算などを踏まえ、設備整備に向けて努力してまい

りたいと考えています。 

文化・スポーツ振

興課 

58 敷田周辺に最近カラスが多く道など糞が

すごく困っています。出来れば駆除か追

い出しをお願いします。 

ご相談いただいたカラスの駆除についてですが、カラスなどの野生鳥獣は

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により捕獲や駆

除することが一般的に禁じられています。 

ご相談のカラスは 10 月上旬から 3 月下旬まで越冬のために飛来するミヤ

マガラス（渡り鳥）だと思われますが、追い出しの対策としましては、強

い光を出せる LED 懐中電灯を電線などの上にいるカラスに照射し、その場

所を居心地悪い場所と覚えさせることが効果的と言われていますので、ま

ずは、ご自身で対応のほどお願いいたします。なお、被害防除対策を行う

際は、歩行者や自動車等に光を向けないように十分注意するなど周囲の安

全確認をお願いします。 

林業水産課 

59 市職員に髪型がおかしいのがおる。もう

いい年だと思うが、上司は何も言わない

のか？採用するときにも身なりをみると

思うが入ってしまえば何でもいいのか？

髪型はこんな風にとか規則を作らないと

まともな髪型もできないのか？どうにか

しろ。 

この度は、貴重なご意見を賜り誠にありがとうございます。 

職員の髪型については服装なども含め、常日頃より、公務員としての立場

を自覚し、品位を損なわないよう指導しており、職場にふさわしい身なり

が必要だと考えています。 

今回のご意見をいただき、消防職場においては、消防職員としての身な

り・接遇等について消防長より改めて文書で指導を行いました。 

今後は、来庁されるみなさんから不快に思われない身だしなみを心がける

よう全職員に指導を徹底してまいります。 

総務課 



60 市内でインターネットを使用した事業を

行っていますが、以前、市の政策で全戸

に引いた光回線が J:COM 大分ケーブル

テレコムを利用しているため、速度が遅

いです。データのクラウド化等が進みフ

レッツ光は 1G が当たり前になっている

時代 100M では正直つらい状態です。も

ちろん宇佐市もNTTのフレッツがつかえ

る一部地域は問題ないと思いますが、ほ

とんどの地域は JCOM の回線です。 

今後 IT 企業や EC 事業者は宇佐市での事

業の継続が難しくなってくると感じてい

ます。すでに一部業務は東京に移管して

いますが、このまま高速回線の引き込み

が行われない場合、事務所の移転を検討

しなければいけませんし、今後広がるオ

ンライン化、IT 化に対応していくには新

たな事業は宇佐市では難しいと判断せざ

るをえません。今後の光インターネット

回線についての方向性等を教えてくださ

い。 

この度は、貴重なご意見を賜り誠にありがとうございます。 

ご存じのとおり宇佐市内においては、四日市を中心とした旧宇佐市の一部

エリアを除いて、採算性等の問題から NTT 西日本など民間電気通信事業者

による光インターネットサービスは対象外となっており、情報格差を解消

するため、平成 22 年より本市が光ファイバー網の整備を進めようと、公

募により選定した J:COM 大分ケーブルテレコム（株）が光インターネット

サービス等の運営を行なっているところであります。 

お問い合わせいただきました回線速度につきましては、課題は把握してい

るものの、J:COM 大分ケーブルテレコム（株）によるとケーブルテレビ等

を含んだフルサービスの提供でなければ、現状サービスからの向上は困難

であるとのことですので、1Gbps サービスをはじめとした新たなサービス

提供については、残念ながら方向性を見いだせていない状況です。 

しかしながら、国が推進するデジタル社会の構築によりインターネット環

境の重要性が一層高まる中、本市では昨年策定した「宇佐市 ICT 化推進ビ

ジョン」の施策展開の 3 本柱のひとつに「地域社会の強靭化」を掲げ、情

報通信基盤の充実に取り組む方針を定めたところです。光インターネット

設備の改修等には多額の事業費が見込まれ、具体的なスケジュール等につ

いては、現時点で見通せない部分はありますが、今後、国が推奨する自治

体光伝送路網の民間への譲渡を含めて、具体的な対策を検討していきたい

と考えています。 

なお、J:COM 大分ケーブルテレコム（株）には 1Gbps を提供する事業者向

けのサービスもありますので、その内容等につきましてご提案させていた

だければと思います。 

総合政策課 

61 車イス生活者が借りられるアパートが宇

佐市にはないので、バリアフリーの市営

住宅を建設してほしいです。建設の際は、

車イス生活者の意見を取り入れてほしい

ので設計に参加させてください。 

平素より公営住宅施策にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 本市では高齢者や身体障がい者等に配慮したバリアフリーの整備を行

っている住宅を別府団地、下市団地、中須賀団地に設置しており、特に中

須賀団地は部屋内のトイレも引戸にするなどの配慮を行っています。 

また、入居者の方が介護保険等の制度を利用して公営住宅住戸内のバリア

フリーの改造、改良等を行う場合の申請も受け付けています。 

 今後は令和 4 年度から令和 13 年度までの 10 年計画である「第二期宇佐

市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、公営住宅の建替および管理を行っ

ていきますが、建替等の実施計画策定の際は、高齢者や障がい者、ひとり

親世帯等のみなさんのご意見をお聞きしてまいります。 

建築住宅課 

62 確定申告に必要な証明があり税務課の窓

口を訪ねましたが、職員の対応がとても

担当課供覧済み 税務課 



良く、知らないことも教えていただき嬉

しかったです。ありがとうございました。 

63 宇佐市でハロウィンのおまつりを開催し

てほしいです。 

この度は、本市の知名度向上に向けた楽しいご提案をいただき誠にありが

とうございます。 

本市では、観光振興による交流人口拡大や地域の活性化に向けて、観光客

や地域のみなさんに喜んでいただけるイベント企画を考えているところ

です。 

ご提案のハロウィンイベントの開催につきましても検討させていただき

ます。 

今後とも、本市を応援していただけますようお願い申し上げます。 

観光・ブランド課 

64 県畜産関係事業、子牛市場活性化対策人

工授精事業、事業主体市町村、2 年間周

知無し、担当課へ問い合わせ済み。2 年

間放置は考えられず、協力農家さんは申

請を願っています。市の返答を願います。 

お問い合わせの畜産関係事業は県が実施するもので、おおいた肉用牛振興

協議会が「肉用牛関連補助事業の手引き」として肉用牛経営者のみなさま

が規模拡大や産地の活性化に取り組む際の補助事業や制度資金などの情

報を冊子にまとめ、県下の生産農家に配布し周知を図っています。 

また、子牛市場活性化対策人工授精事業につきましては、授精師のみなさ

まより生産農家から要望があるとの情報をお聞きしましたので、昨年の 2

月に実施した牛の頭数調査の際に畜産農家から要望量の聞き取りを行い、

令和 3 年度事業として補助金の交付事務を進めているところです。なお、

事業の採択要件として、対象となる人工授精が行われた期間は令和 3 年 4

月 1 日から令和 4 年 1 月 31 日までとしており、現在、実績数の把握を行

っているところですので、補助金の交付まで今しばらくお時間をいただけ

るようご理解願います。 

農政課 

65 マイナンバーカードを申請しましたが、

休日に受け取りに行くにも平日の開庁時

間内に電話予約しなければならないのは

厳しいです。平日の開庁時間内に連絡す

る時間がなおので、ネットで申請できる

ようにしていただきたいです。 

このたびはマイナンバーカードの申請に関する貴重なご意見をいただき

ありがとうございます。 

本市では、マイナンバーカードの申請や受取り、マイナポイントの相談な

どを休日に行っておりますが、取扱いによって必要な時間が異なることか

ら、事前に内容や一緒に来庁されるご家族の人数など詳細をお伺いして予

約を調整するため、お電話のみでの予約とさせていただいています。 

今後課題を整理し、ご期待に沿えるようオンラインでの申請フォームの作

成についても検討してまいります。 

今回は、お手数ですが休日開庁時にお電話いただくか、もしくはメールに

てお名前・生年月日・ご連絡先の電話番号・人数（同行される方のお名前・

生年月日）・希望日時の候補を複数お知らせいただきましたら、空き状況

も考慮し直近でのご予約をご案内させていただきます。 

なお、2 月の休日開庁日は 13 日（日）、19 日（土）、27 日（日）8 時 40

市民課 



分～12 時となっています。3 月以降の休日開庁日は広報うさや市ホームペ

ージ等で後日お知らせいたします。ご不明な点等ございましたら、併せて

お申し出ください。 

66 間もなく、子どもたち（5 歳から 11 歳）

への新型コロナワクチン接種が始まりま

すが、重症化率 0％で安全な⼦ども達に

対して、ワクチン薬害のリスクが大きす

ぎるため、私たち保護者⼀同は、即刻、

接種を中止していただきたく嘆願してい

ます。 

国民には、憲法で保障された知る権利が

あります。資料をご覧いただき、各部署

へ転送いただくと共に、地域の医師の

方々にも、共有して頂きたく存じます。

人命がかかっている緊急事態です。 

そして、PTA や地域の方々とも連携し、

できる限り多くの保護者の方々に広く周

知してください。お願いいたします。 

大切な子どもたちの生命がかかっていま

すので、どうか、皆さまのご賛同をいた

だけますよう、心より、お願いを申し上

げます 

厚生労働省は、5 歳から 11 歳の子どもの新型コロナウイルスワクチン接

種についてワクチンの有効性や安全性が確認できたとして 1 月 21 日にフ

ァイザー社からの申請を正式に承認しました。それに伴い、本市において

は、安心して受けられるよう小児科において接種を行う体制を整えていま

す。 

ただし、5 歳から 11 歳の子どもの接種については努力義務の規定は適用

されていませんので、接種についてはメリット・デメリットをご検討いた

だき、判断していただくようお願いします。 

健康課 

67 宇佐市民図書館は、とても勉強しやすい

空間です。そのため自習でよく使わせて

もらっていますが、開館時館が 10 時、

また一番自習として使いたい日曜は閉館

時間が 17 時となっていてもう少し開け

てもらえないかなと思ってしまいます。

今の時期消毒作業の時間などもあると思

いますが、検討いただけるとありがたい

です。 

いつも図書館をご利用いただき誠にありがとうございます。開館時間延長

の希望についてのご意見ですが、図書館では、平成 29 年度から 3 か年に

わたり、金曜日に開館時間を 1 時間延長し、夜 7 時までとする取り組みを

続けてまいりました。しかしながら、コロナ禍の折、利用者のみなさまに

短時間での館内利用をお願いしているため、令和 2 年度より時間延長を中

止しています。なお、延長を実施する曜日につきましては、過去に実施し

た利用者アンケート結果に基づき金曜日とさせていただいたところです。 

今後につきましては、感染状況の推移や利用者のみなさまからのご要望を

考慮しながら改めて検討してまいります。 

受験シーズンにご不便をおかけいたしますが、当面は短時間でのご利用に

協力いただきますようお願い申し上げます。 

図書館 

68 2 月 20 日にワクチン接種の 3 回目を受 このたびは、集団接種予約確認票の送付に係る貴重なご提言をいただきあ 健康課 



けました。16 日に接種券が届いて、その

日の夜、予約しましたが、接種後の 21

日に集団接種予約確認票が届きました。

消印は大分中央で 2 月 17 日 12‐17 と

なっていました。親切な心遣いとは思い

ますが、接種後に予約票が届くのであれ

ば、通知を出さない方がいいと思います。

ご一考を 

りがとうございます。 

集団接種を予約した方には、市が委託する業者から事前に予約確定ハガキ

が送られるようになっています。毎週、火曜日に発送するようにしていま

すが、今回は発送が遅れ木曜日となったため、同一週に予約を行い、接種

した方には、接種後に届いてしまうこととなりお詫び申し上げます。 

今後は、市民のみなさまにご迷惑をおかけすることのないよう、委託業者

には発送が遅くなる際は市に報告し、水曜日以降に予約を行い同一週に接

種される方には確認票を発送しないよう指導してまいります。 

69 大分市に住んでいた時は、温水の市民プ

ールが 2 つあり、年中安く利用できたの

ですが、宇佐市には冬に利用できる市民

プールがないのがとても残念です。 

本市では、スポーツ施設整備計画の拠点づくりにおいてトレーニングルー

ムの新設を掲げており、その中で温水プールや浴室など設置の必要性をあ

げています。 

しかしながら、スポーツ施設の新設にあたっては、市の公共施設等総合管

理計画との整合性を図りながら、中長期的な施設の利用見込みや維持管理

経費の試算のほか、市民ニーズの把握が必要となります。温水プールにつ

きましては、市内に民間施設があることから、具体的な調査まで至ってい

ません。今のところご期待には沿えない状況ですが、今後も「スポーツが

できる場所づくり」の実現に向けて、スポーツ振興を総合的かつ効果的に

進めてまいりますのでご理解をお願いします。 

文化・スポーツ振

興課 

70 久しぶりに双葉の里に行ってきました

が、猫を数匹見ました。 

トイレの近くでえさを与えているようで

したが猫を飼っているのですか。 

この度は貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 

双葉の里は、本市が双葉の里管理組合（施設がある布津部地区の住民等で

組織された団体）に指定管理委託している施設です。 

お問い合わせの猫につきましては、昨年末から施設に迷い込んできた近隣

の猫と思われます。現在、指定管理者の方で保護している状況ですが、観

光客のみなさまが施設を快適にご利用いただけるよう、里親が見つかるま

での間は、利用者の目の止まらない場所で保護するよう伝えてまいりま

す。 

観光・ブランド課 

71 正午に流れる音楽の曲を再検討できない

でしょうか。現在の曲「恋は水色」は何

か理由があって選定したのでしょうか。

豊後高田市は市の歌を流し、学校に市の

歌を教えに行っているそうです。宇佐市

も市の歌を広めるべきだと思います。 

本市が、現在、正午に放送しています『恋は水色』は、平成 10 年度の防

災行政無線整備当初から機器の試験放送曲として使用しているものであ

ります。 

放送曲の選定にあたっては、当時、無線機器に内蔵されている楽曲の中か

ら、正午は『恋は水色』、17 時は『夕焼け小焼け』に決定し、現在に至る

まで約 20 年以上、市民のみなさまに馴染みのある楽曲として浸透してい

るところです。 

ご意見いただきました正午に放送する市の歌への変更ですが、長年にわた

り市民のみなさまにお馴染みをいただいており、曲の変更には市民のみな

危機管理課 

総合政策課 



さまに十分な周知とご理解が必要となりますので、現時点での早急な変更

は困難と考えます。 

しかしながら、児童をはじめとした市民のみなさまへの市の歌の普及につ

きましては、豊後高田市の普及例を参考にするなど、今後、関係部署が連

携を図りながら努めてまいりますので何卒ご理解のほどよろしくお願い

します。 

72 宇佐市山本から中津市秣に繋がる広域農

道とその周辺に解体され破損した自動車

の部品が日常的に多く落下しています。 

自動車を運転していても危険ですし、田

畑にも入っています。 

運搬しているのは限られた業者と思いま

すので行政の指導と落下物の処理をお願

いします。 

このたびは、貴重な情報提供をいただきありがとうございます。 

本市では、広域農道を含む市内にある農道を維持するため、道路上落下物

の確認や支障木の伐採など定期パトロールを実施しています。特に、道路

上の落下物は、車両の妨げや時には重大事故にもつながりかねず、市民の

みなさまから通報を受けた際には、速やかに現地に向かい、落下物を撤去

するよう努めているところです。 

今回のご提言につきましても現地を確認するとともに沿線業者に対し、道

路落下物防止に向けた注意喚起を促してまいります。 

耕地課 

73 あおり運転や傍若無人な運転をする悪質

ドライバーが近年余りにも多すぎるので

運転技能訓練や審査をもっと厳しく行っ

た上で運転免許取得を行って下さい。 

また、高齢者ドライバーによるアクセル

とブレーキを踏み間違える交通事故が近

年余りにも多すぎるので、高齢者ドライ

バーの運転を認めるのならば運転技術や

とっさ的判断能力や記憶力や視力検査等

を運転技能訓練や審査をもっと厳しく行

った上で高齢者ドライバーの運転免許更

新取得を行って下さい。 

市では、悲惨な交通事故を防ぎ、安全で安心して暮らせる社会を築いてい

くために、警察や関係機関と連携し、交通ルールの順守と交通マナーの励

行に関する啓発を行っています。 

また、高齢者が加害者とならないため、運転中の様々な場面での操作の俊

敏性や正確性を測定する体験講座や、運転能力が低下した高齢運転者の免

許の自主返納の促進など、交通事故抑止に向けて様々な取組を行っている

ところです。 

みなさまのおかげにより、本市の交通事故の発生件数、負傷者数、死亡者

数は、昨年に比べ減少してきていますが、ニュースなど報道によると依然

として高齢運転者による事故のほかにも、あおり運転や飲酒運転など悪質

な違反行為は後を絶っておらず、交通事故防止対策の大きな課題となって

います。 

いただいたご意見につきましては、宇佐警察署の地域交通課を通じて、運

転免許証の取得や更新に係る業務を行う大分県公安委員会に伝えさせて

いただきます。 

危機管理課 

74 美馬市と同様に市ホームページに 5 歳か

ら 11 歳の小児接種に使用するワクチン

が特例承認であることを明文化して告知

して下さい。市民に知らせないことは市

民が大変困ることになるので、宜しくお

願いします。 

ご指摘のとおり、5 歳から 11 歳の小児接種に使用するワクチンについて

は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第 14 条の 3 に基づく特例承認が行われています。 

本市としましては、接種券と同封する使用ワクチンに関する予防接種につ

いての説明書や新型コロナワクチン接種についてのお知らせ（厚生労働

省）に事前に感染症予防の効果と副反応のリスクや特例承認等のワクチン

健康課 



接種の内容を確認したうえでお子様と一緒に接種のご検討を行っていた

だくようお知らせするほか、市ホームページにおいても 5 歳から 11 歳の

小児接種に使用するワクチンが特例承認であることを掲載し、周知してま

いります。 

今後も市民のみなさまに今回の予防接種について、よりご理解いただける

よう周知してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

75 近隣の異臭対策についてお願いです。 

日本国憲法第二十五条に定められた｢す

べて国民は健康で文化的な最低限度の生

活を営む権利を有する」の条文にも十分

抵触するレベルの異臭が近隣で長年続い

ています。どうか一市民の声に耳を傾け

てください。 

お問い合わせいただきました近隣の異臭の件につきまして、ご自宅を訪問

しご在宅者の立会いのもと現地を確認いたしました。 

周辺を臭気測定した結果、ご自宅前道路側溝の堆積物から臭気を確認しま

したが、発生の原因特定までは至りませんでした。 

今後は、必要に応じて側溝の状況を監視するなど対応にあたってまいりま

す。 

生活環境課 

76 宇佐市内の観光地などで観光ガイドが必

要な場合、宇佐市観光協会が受付窓口と

なって宇佐市観光ガイドの会に依頼する

が、どのような契約になっているのか。 

観光ガイドの派遣運営・育成につきましては、市が一般社団法人宇佐市観

光協会に補助金を交付し、事業実施しているところです。 

市としましては、観光客が快適に旅行できるよう、宇佐市観光協会など関

係機関と連携を図りながら環境整備に努めてまいりますのでご理解をお

願いします。 

観光・ブランド課 

77 厚生労働省のデータを見る限りワクチン

接種の必要性が理解できない。国内にお

ける新型コロナ流行前の年間死亡者内訳

（年代別）と新型コロナによる死亡者内

訳（年代別）にほとんど差がないことか

ら本当に死因が新型コロナによるものな

のかが疑問である。5 歳以上へのワクチ

ン接種が始まるが、死亡率や重症化率が

極端に低い若い世代にワクチンを打つ理

由を教えてほしい。 

効果や安全性の説明は何度も聞いている

が、そもそもの必要性についての見解が

ほしい。 

現在、国内の新型コロナ感染者全体に占める子どもの割合は増えており、

本市においても 10 歳未満と 10 代で全体の半数を占めています。また、子

どもの感染から親世代、さらには祖父母世代へと感染が拡大している状況

です。 

国からの情報によると、小児（5～11 歳）新型コロナワクチンの効果につ

いては、2回接種後 7日以降の発症予防効果は 90.7％と報告されています。

子どもの感染拡大を押さえ込むことにより、高齢者等の感染による重症化

を防ぐことができると考えます。 

オミクロン株出現以前に行われた国のアンケート結果では、新型コロナワ

クチンを受けられるようになった場合に、小学生の 5～6 割が「とても受

けたい」「どちらかというと受けたい」と回答しており、小学生以下の子

どもの保護者の 7 割以上が「とても受けさせたい」、「どちらかというと受

けさせたい」と回答しています。 

本市としましては、ワクチン接種を受ける際には事前に説明書を読み、感

染症予防の効果と副反応のリスクの双方に対して正しい知識を持ったう

えで、お子様と一緒に接種を検討していただきたいと考えていますので、

ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 

健康課 



なお、本市では、希望する方が接種できるように市内 2 か所の小児科での

接種体制を整えており、保護者の同意と立ち合いのもと接種してもらうよ

う進めてまいります。 

 


