
南院内地区まちづくり懇話会会議録（要約） 

 

と き：平成２９年 ８月１日（火）午後７時～午後８時５５分 

ところ：南院内地区コミュニティセンター 

出 席：  

（市 側）市長、院内支所長、産業建設課長、市民サービス課長、教育委員会 社 

会教育課長、消防本部 南部分署長 

（事務局）秘書広報課長、企画財政課長 

（南院内）２１名 

 

進 行（秘書広報課長） 

 

１． 市長あいさつ 

２． 出席者自己紹介 

３． 前回（平成２７年度実施）の懇話会での質問に対するその後の対応状況 

                （院内支所長） 

４． 市政報告（各担当部課長） 

総合計画など主要施策の進捗状況について「まちづくりレポート」に基

づき説明を行う 

５． 意見交換会 

 

意見① 

ふるさと納税の納税方法、ふるさと納税の仕組み、地区で何に利用したらよ

いかなどについてお聞きしたいのですが。 

 

回 答 

ふるさと納税は、宇佐市以外に居住の方が、そこに住民税や所得税を納めて

いるので、宇佐市のふるさと納税をしますと言えばそこに収めている住民税や

所得税が減って宇佐市に来るしくみです。その時２０００円の手数料がかかり、

1 万円その方が宇佐市にふるさと納税をすると８０００円分は現地の市町村か

ら引かれることになります。宇佐市から３０００円分の御礼をするので、手間

はかかりますが損はないという制度です。収めるときに何に使っていいか例示

をしているので、そこに○をする。また、里づくり協議会に使ってほしいと書

けばストレートにまち協にお金が入るようになっています。出身地の人に働き

かけをすれば直接入ってきます。実際に支払いにあたっては振込用紙を作って

いるので、必要事項を書いて振り込めばよいようになっています。市から市の



ほうにふるさと納税できましたとふるさと納税証明を発行していましたが、以

前は確定申告の必要がありましたが、しなくてもよいように当該自治体から控

除ができるように簡略化していますし、カードでも支払ができるようになって

います。詳しくは担当の観光まちづくり課で説明させていただきます。 

 

意見② 

納税者が納税金額をいれた場合は会社からの源泉徴収からひかれるよう自動

的できるのですか。納税の証明書などは。 

 

回 答 

制度が簡素化されているので、できるようになっていると思います。ただ法

人は別です。個人で納税していただく形になります。法人はふるさと納税の企

業版として制度が別です。あくまで個人の立場でということです。 

 

意見③ 

納税の希望のある方は、里づくり協議会から納税者本人にしくみとパンフレ

ットと納付書を送ればむこうでできるようになるということですか。 

 

回 答 

そうです。協議会にパンフレットを持っていきます。 

 

意見④ 

次男が大分市に住んでおり、住民税などを大分市に支払っていますが、院内

に直接収めたほうがいいなと思っています。振込用紙で宇佐市に振込み、さと

づくりに寄付した場合、本来は大分市に支払しなければなりませんが、宇佐市

から大分市のほうに納税の件は知らせてくれるのでしょうか。また、今、年度

の中途であり、あとまだ何回か払いが残っています。そういう場合、年の途中

で出来るのですか。 

 

回 答 

寄付があった場合、納税の件は自治体間で知らせるようになっています。納

税は１２月までの分が翌年になってくるのではないかと思います。担当に確認

しふるさと納税のお知らせなどもお送りしたいと思います、その時に合わせて

今の質問について回答します。 

 

意見⑤ 



2 年前だったと思いますが、共同墓地のことを要望しましたがどうなってい

るのでしょうか。今、宇佐市の市会議員は多いと思いますか。個人的でもいい

ので答えてください。 

 

回 答 

共同墓地の件については、火葬場のあった四日市の糸口地区の用地の残った

ところに地元用の共同墓地を作っています。そこを宇佐市全域の共同墓地に拡

大するかどうか、今検討しています。地元と協議が必要ですので、引き続き検

討させてください。 

市会議員の数については、市会議員がどの程度がいいかは民主主義として意

見が吸い上げられたほうが適切で、民主主義の根幹にかかわることだと思いま

すので、個人の意見といえどもいうのは差し控えさせていただきます。市議会

で議員定数の特別委員会が立ち上がったので、市議会議員で協議がされ結論が

だされるものと思います。 

 

意見⑥ 

なぜ質問したかというと老人の祝い金は７００円です。市会議員が一人減せ

ばゆうに出ると思います。祝い金は少なすぎるので上げていただければと思い

ます。 

 

回 答 

老人の祝い金については、敬老の日の行事をするのに、さまざまな形で財政

的な支援をしようと以前から検討がされてきました。個人に対するお祝い金と

いう形をどうするか、一連の行財政改革で今は米寿からお祝い金を出すように

しており、個人に直接いきます。老人の祝い金の７００円については、それぞ

れの地区で敬老の祝い行事をする補助として自治区に出すという考え方で出し

ています。しかし、院内や安心院を中心に自治区では、敬老の祝い事もマンパ

ワーがなくできないということで、自治区によっては７００円をそのまま老人

の方に配っているところもあります。市としては、本来の使い方は自治区に７

００円を人数分地区に渡して、地区で敬老行事をしてもらおうという制度の組

み立てです。が、高齢者の人口の多いところは成り立っていない現状があるの

で、今後は担当課で整理をさせていただきたい。旧宇佐市では敬老会をしてい

るところが多いです。実態がかなり違うのかなという感じです。 

 

意見⑦ 

マチュピチュや岳切渓谷などを観光してくれる人がいて、マチュピチュにし



まなみ街道とかいているバスが２台停まっていました。玖珠に行く途中に寄っ

たと思っていたら宇佐に下っていたので、わざわざ院内を観光してくれたとほ

こらしく思えました。また、マチュピチュを作る１０年くらい前からきれいに

掃除をしてくれている人がいます。できたら市長から感謝状を贈ってもらえな

いでしょうか。 

私は、田所の昔からの旧道を管理していますが、地震や大雨で通りにくくな

っています。掃除程度していただければと思います。 

 

回 答 

マチュピチュの清掃の件は、西椎屋の河野さんではないかと思いますが、昨

年の１１月の功労者表彰で表彰をして感謝状をお渡ししています。 

温見・田所線は国道を改良したので、使わなくなったのですが、地元の方が

使用しているということでしたら、現地を確認し危険なところがあれば検討さ

せていただきたいと思います。 

 

意見⑧ 

南院内コミュニティセンターで放課後児童クラブのサポートをさせていただ

いています。夏休みに入っても朝から子供たちが来ています。一番心配してい

るのは外壁が崩れ落ちていることです。周りにコーンを置いて近寄らないよう

にしていますが、心配なので早急に対応していただきたいと思います。院内支

所にお願いしていたがそのままになっています。工事はいつ頃するのでしょう

か。 

 

回 答 

空調ですが、２台フルに回っています。これから来年度の予算を要求してい

くので考えていきたいと思います。外壁については、危険なので、どういった

修理ができるか専門業者に見積もりをとって来年度予算を検討していきたいと

思います。 

 

意見⑧－２ 

それは遅すぎるのではないでしょうか。何かあったらどうするのですか。半

年以上たつのに問題がおきてからは遅いと思います。児童クラブが毎日きてい

ます。早急に対応してもらえないでしょうか。 

 

回 答 

近日中に業者にみてもらい、どういった処置ができるか対応したいと思いま



す。 

 

意見⑨ 

南院内の子どもが３８７号線を歩いて帰る時、住宅の先から歩道がなくて路

側帯を歩いて帰っているので、危険だと感じます。中学校の生徒たちは南院内

に帰る時半分くらい歩道がなく、斎藤の曲がり角の側溝に一年に一人くらいは

落ちます。国道なので市に直接というわけにはいかないかもしれませんが、早

急に歩道の設置をお願いできないでしょうか。 

さとづくり協議会の中で大学生を招いてトークをしましたが、ある移住してき

た方が水と空気がいいと言いましたが、宇佐駅になぜエレベータがないのかと

言われました。是非、お願いしたいと思います。 

 

回 答 

３８７号の歩道の件ですが、下恵良の切れていることころは昨年から測量を

始めまして、今年の６月に説明会を開催して、了承を得られたので、用地測量

に入ります。用地が買えて、予算がついてから工事になりますので来年から工

事に入りますということではないのですが、進んでいます。 

宇佐駅の件ですが、地元議員とまち協の方とでＪＲ九州大分支社に要望にい

きました。バリアフリー化にするのには一日の乗降客が３０００人以上の駅を

整備するという第一基準があり、国、自治体、ＪＲがそれぞれ３分の１ずつ負

担するということです。柳ヶ浦駅を改修したときは 1 億４０００万円かかった

ので、ざっと５，０００万円ずつ負担しました。大分県内の日豊本線でまだバ

リアフリー化していない駅が５駅ありそこの優先度が高いと思います。宇佐駅

の乗降者数は９００人であり１０００人にも達していないので乗降客だけで判

断されると厳しいと思います。特に地元からの要請があればというポイントが

あるので、人数が少ないが地元をあげて取り組んでいるし、世界農業遺産に認

定されたり、宇佐神宮に近いのでお客さんが増える可能性があるので、粘り強

く要請を続けていきたいと思います。 

 

意見⑩ 

昨年、院内町の乳児の出生は１７名でした。そのうち南院内 1 名、東院内０

名、あとは北部のようでした。6 年後南院内の小学校入学児童は 1 名、東院内

小学校は０名で、その先どうなっていくのでしょうか。南院内保育園は３名い

ます。小学校は２５名いますがその後、小学校、保育園はどのように変わって

いくのでしょうか。住宅はりっぱなものがありますが、宇佐市の中心部に住居

を構え外に就学させる人もいるそうで、南院内地区は疲弊していくようで心配



しています。 

 

回 答 

南院内小の児童数も少なくなっており、対策として、下恵良に若者の定住の

住宅を建てています。入居要件のハードルを低くしたので現在３棟全部入居し

ています。少しでも努力して、地域から保育園などが減ることがないよう維持

していきたいと思います。 

 

意見⑪ 

若者定住促進住宅は１８歳になったら出なくてはならないのですか。ずっと

定住は無理なのでしょうか。 

 

回 答 

若者定住促進住宅はあくまでも市営住宅なので、永遠に入居するのは認めて

いません。入所されるときに中学校以下の子どもがいることが条件です。子ど

もがいたら第１子は 1 万円、第２子・第３子にそれぞれ５，０００円家賃を補

助しようと最大限引いて格安に１万円でよいようにしています。子どもが高校

を卒業したら明け渡すようにしています。子どもが居なくなり住んでいたら何

のために作っているのかということになるので、新たに子どもがいる方に入っ

てもらうようにしています。南院内小学校の生徒２５名のうち６名くらい定住

促進住宅にいます。住宅がなければ１０何人ということになっていたと思いま

す。市の施策で、家族支えあい住宅の補助があります。ご両親と同居か、近く

に家を建てて支えあっているということで補助金を出しています。是非とも、

南院内出身で市内中心部に出ている人がいれば呼び戻してほしいのです。有効

な対策がないのですが、出来ることから手を打っていきたいと思います。 

子育て祝い金や放課後児童クラブや保育料の軽減などで子育ての負担が軽減

されたという風潮に慣れてきたので、少し出生率が伸びてきました。宇佐市全

体では底打ちをしてきたので、町部にでている人を地域で引き寄せていただけ

ればと思います。また、政策的に何かあればご提案をしていただければと思い

ます。 

 

意見⑫ 

岳切渓谷に人が多くなったといいますが、田所は埃をかぶるだけでいいこと

はありません。岳切渓谷で何かしら働けるところがあれば、区長に相談してで

きるだけ村の人を雇ってほしいと思います。 

 



回 答 

岳切の集落の人に維持管理をしてもらっています。岳切地区の人から、管理

する人がいなくてどうにかならないかと言われています。田所の方がそういう

気持ちがあれば、岳切地区の方に相談をしてみたいと思っています。 

 

意見⑬ 

消火器をどこで買ったらよいか聞かれたので教えてほしいのですが。 

 

回 答 

ナフコやホームセンターセブンにあります。購入する時、古いのを持ってい

けば処分してくれると思います。家庭用でしたら５０００円くらいであると思

います。 

 

意見⑭ 

コミュニティバスの件ですが、連れて行ってくれても待ち長いので使わない

のではないかと思います。携帯電話があるので、寄るときに迎えに来てくれる

ようにすれば待たないでいいのではないかと思います。（コミュニティバス運

用の件） 

 

回 答 

路線バスの利用者が少ないということで減便になっている田所円座線につい

て要望があり、実証実験をジャンボタクシーに委託して 6 月から 9 月にかけて

行っています。6・7 月を見ると、ほとんど利用がない状況であり、沿線の区長

さんに、厳しいがもう一か月様子をみようということの状況説明をさせていた

だいきました。電話で予約してきてもらったらということですが、同じような

要望はコミュニティバスが走っているところからもいただいています。バス停

までが遠いという意見もあり、それを解決するにはタクシーに近いシステムに

しないといけないと思います。デマンド方式ですが、実施したらうまくいくか

というと地域の実態など利用者が少なくなるとタクシー事業者を圧迫し、撤退

していくということが発生しています。デマンドを含めてどういった方法がい

いのかを検討させていただいているところです。区長さんの意見を含めて検討

していきたいと思います。 

 

意見⑮ 

現在宇佐市庁舎は平野に建っていますが、災害があれば本部になると思いま

すが海抜がないのでどうするのでしょうか。 



回 答 

新庁舎の関係ですが、南海トラフ地震は３０年以内に 7 割くらいの確立で起

こるといわれていますが、東日本の震災を受け大がかりなシュミレートをして

おり、その結果、宇佐市は震度で６弱、津波高が２ｍと言われています。仮に

日向沖で起こった場合、こちらのほうは遠浅なので、想定で３時間か４時間後

に２ｍと言われています。さらに倍くらいは見ており、今、庁舎が立っている

ところは標高１２ｍあり、津波が起こった時に仮に大雨で駅館川が増水してい

て、津波が逆流したとしても今の逆流パターンが川部くらいで流れる水と当る

ところとなり、今のところどうシュミレートしても、津波の影響で川の水が超

すことはないと思います。駅館川が増水して内水がはけないことを想定して、

対策に備えて新庁舎は電気システムを屋上につくるようにしています。また、

免震構造のところにプールも作っており、少々の水が流れ込んでも対応できる

ようにしています。色んなものに７２時間耐えられるようにしています。今、

駅館川の堤防は９ｍあり、駅館川氾濫危険判断水域は４．４ｍです。想定外な

どいろんなことを考えて新庁舎を造っています。 

 

意見⑯ 

救急講習を受講した時、講師の消防士から普通救命講習も受講した方が良い

と言っていましたが、消防の救急救命士の具体的な内容について教えてほしい

のですが。 

 

回 答 

救命士がＰＴＡや学校などに出向き、心肺蘇生やＡＥＤや救命講習などの応

急処置などを学ぶ普通救命講習は随時申し込みを待っています。去年は２９回

行い、２７９人が受けています。受けたい人は月２・３回行っていますので、

申込んで下さい。 

 

意見⑰ 

岳切渓谷は夏場だけの利用になっていますが、フルシーズン使えるようにで

きないでしょうか。 

 

回 答 

岳切渓谷は今年からコテージを作っています。来年夏からのスタートです。

翌年度からは冬は雪が降るので３シーズンはお客さんが来れるようしたいと計

画を立てています。どういう形態で行うかはまだ詰めていないので、これから

詰めて行きます。 



意見⑱ 

義務教育の内容について留学制度などがありますが、地元に残れるような対

策は取れないのでしょうか。 

 

回 答 

非常に難しい問題だと思います。社会教育課の生涯学習として取り組んでお

り、宇佐学子供講座や体験教室、放課後チャレンジ教室などを行っているが、

歴史文化などを大切していく教育が大事だと思っています。大学などで外に出

たとしてもまた、郷土がいいなと思って帰ってくるということで、宇佐学顕彰

事業で偉人の漫画本なども発行しています。短期留学事業もつづけており、長

く行っていくことが重要だと思っています。 

 

意見⑲ 

有害鳥獣について金網以外に鳥獣を防ぐ方法はないのでしょうか。 

 

回 答 

有害鳥獣の件ですが、鉄線柵や電気柵が今のところは有効と思います。電気

柵であれば畔の高さは２０ｃｍがベストだと思うのですが、３０ｃｍにしてい

ます。間違えてしているという部分があります。鉄線柵も中に入れないといけ

ないが飛び越すのは最後しかしなくて下をくぐる。最初あとずさりして、３０

分もしたらいってしまいます。 

 


