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１ 市政運営に当たっての基本的な考え方 

本市は平成 17 年３月に市制を施行し、今年で 13 年目を迎えました。この間、人口

が６千人減少し、高齢化率は 40％を超えるなど、過疎化、少子高齢化の進行が著しい

典型的な中山間の「まち」になっています。 

国においても 2025 年問題に象徴される超高齢社会に対応するため、平成 30 年に行

われる介護保険法改正と介護報酬・診療報酬改定の大幅な改定により社会保障費の抑

制を図ろうとしています。この改定は過去最大規模と言われており、超高齢社会にお

ける深刻な課題が表面化した形となっています。 

また、平成 20 年から始まったとされる人口減少も社会保障のみならず経済成長にも

大きく影響を与える問題であり、国を挙げてその対策に取り組んでいるところです。 

このように、厳しさを増す社会経済情勢や依然として苦しい財政状況にあっても、

「自己決定・自己責任」という地方分権の本来の目的に立ち返り、住民ニーズに即応

できる行政体質の改善、さらには安心して暮らし続けることのできる自立した、そし

て持続可能なまちづくりを進めていかなければならないことは言うまでもなく、この

ことは、将来世代に対する私たちの社会的責務でもあります。 

こうした状況を踏まえ、この豊後大野市を未来に向かって繋いでいくためには、地

域で育った若者がこの地域に残っていけるようなまちづくりを進めていくことが何よ

りも大切だと考えています。 

そのためには、まず、本市が有する豊かな自然とそこで生み出される農林産物、そ

して延々と引き継がれてきた歴史、文化などの地域資源を活用しながら新たなビジネ

スを創出するとともに、地場産業を活性化することによって雇用創出・拡大を促進さ

せ、働く場を創っていく必要があります。 

そして次に、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりと、次代を担う

子どもたちの個性が尊重され人間性豊かに育っていけるよう、学力だけではなく生き

る力を身につけられる教育に力を入れてまいります。 

こうして、『この豊後大野市で育った子どもたちが将来もこのまちに住みたいと思い、

定住を可能にする仕事が確保され、子育て支援や学校教育が充実している』といった

サイクルの確立を目指すことで、将来に向かって地域を繋いでいくことのできる「持

続可能な豊後大野市づくり」を実現していかなければなりません。 

その他にも防災、防犯対策や買い物弱者対策等の「暮らしの安全・安心」への取組、

道路網の整備や地域情報ネットワークの充実等の「快適に暮らしていくための環境整

備」への取組など様々な施策と併せ、山積する課題に対しても、「持続可能な豊後大野

市づくり」の実現に向け、職員と一丸になって誠心誠意取り組んでまいる所存です。 
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２ 平成 29 年度予算編成方針 

（１）国・県の動向 

内閣府発表の月例経済報告によると、景気は、一部に改善の遅れも見られるが、

緩やかな回復基調が続いているとし、個人消費は、持ち直しの動きが見られるとあ

ります。しかし、一方で海外の経済リスクに対しては、経済の不確実性や金融資本

市場の変動の影響に留意する必要があるとしており、特に、不動産価格や過剰債務

問題を含む金融市場の動向等によっては、景気が下振れする恐れがあり、引き続き

注視していかなくてはならないと発表しています。 

現在の第３次安倍内閣では、アベノミクスの第２ステージとして、「一億総活躍社

会」を目指すと宣言しています。少子高齢化に歯止めをかけ、50 年後も人口１億人

を維持し、一人ひとりが個性と多様性を尊重され、家庭で、地域で、職場で、それ

ぞれの希望どおりに、それぞれの能力を発揮し、それぞれが生きがいを感じること

ができる社会を目指しています。アベノミクスの新しい「三本の矢」を軸に経済成

長、子育て支援、安定した社会保障の実現のため、強い経済の実現に向けた取り組

みを通じて得られる成長の果実によって、子育て支援や社会保障の基盤を強化し、

そして、さらに経済を強くするという「成長と分配の好循環」を生み出す新たな経

済社会システムの構築を目指しています。 

国は、平成 28 年度に景気を下支えする総額 28 兆円規模の経済対策を決定し補正

予算を行い、平成 29 年度予算の編成では、平成 32 年度の基礎的財政収支の黒字化

に向け、「経済・財政再生計画」の枠組みの下、手を緩めることなく本格的な歳出改

革に取り組むとともに、無駄を徹底して排除しつつ予算の中身を大胆に重点化する

としています。 

地方の一般財源総額については、地方が一億総活躍社会の実現や地方創生の推進、

防災・減災対策、公共施設等の適正管理等に取り組みつつ、安定的な財政運営を行

うことができるよう、地方税、地方交付税等の一般財源総額については、平成 28

年度を 0.4 兆円上回る額が確保されています。 

また、県は、景気は、熊本地震による観光面を中心とした下押し圧力が和らぎ、

国内の景気動向に近づいているとして、この流れを確かなものとし景気回復を実現

するため、国の補正予算を積極的に活用し、地域経済を下支えするとともに、平成

29 年度は、“安心・活力・発展プラン 2015”に掲げる新たな政策・施策の取組を加

速し、また、当面の課題である地方創生の実現に向け、着実に成果を上げていかな

ければならないとしており、当初予算編成では、限られた財源の施策推進効果が高

い事業への再配分を進める中で、20 億円の予算特別枠を設け、各般の施策に積極的

に取り組むとしています。 

 

（２）本市の状況及び対応 

本市の財政状況をみると、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、平成 27 年度

決算で 83.7％と前年度に比べ 1.9 ポイント改善し、実質公債費比率も 5.9％と 1.1

ポイントの改善があったものの、地方債残高は 263億 8,025万円と未だ高額であり、
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より一層の歳出削減の必要があります。 

特に、歳入の約８割を依存財源に頼っている本市では、地方交付税の動向次第で

は財政状況の急激な悪化が避けられないところです。また、普通交付税においては、

見直しによる一本算定への加算により、合併算定替と一本算定との差額（臨時財政

対策債を含む。）は減少されているものの、今後、平成 32 年度にかけて 10 億円程度

の縮減が予定されています。特に本年度は、合併特例加算の５割の減額が予定され

ているため、喫緊に歳出の抑制を図っていく必要があります。持続可能な財政基盤

の確立のため「豊後大野市行政改革大綱」の方針に沿い、これまで以上に厳しい事

務事業の優先順位による取捨選択を行う中で、行財政改革の取組を実施していかな

ければなりません。 

以上を踏まえ、今回の補正予算は、いわゆる「肉付け予算」として政策的な予算

を追加し「通年予算」とするものですが、本市の厳しい財政状況について職員全員

が共通の認識に立った上で、特に市民生活に深く関わる喫緊の課題に対しては的確

に対応する必要があることから、事業の見直しや選択と集中の徹底により限られた

財源を最大限有効に活用するとともに、持続可能な財政運営に向け次世代に過度な

負担を回さないよう予算編成を行いました。 

 

３ 平成 29 年度予算（肉付け後）の概要 

（１）総額 

肉付け後の予算総額は、237 億 5,195 万６千円で、前年度当初予算額 240 億 5,000

万円に比して２億 9,804 万４千円、率にしてマイナス 1.2％とおおむね昨年度当初

並みの予算規模となっています。 

本市の自主財源の主となる市税は、市民税や固定資産税の増額によりプラス

3.8％を見込み、地方消費税交付金は県の試算値を用いてマイナス 5.2％の減額計上

となっています。普通交付税は合併特例の段階落ち３年目となり５割の縮減を見込

み、対前年度当初比較では 3.0％の減額を計上しています。また、臨時財政対策債

は、前年度より 5,000 万円減の６億円の発行を見込んでいます。 

以上により、一般財源の総額としては 2,600 万円程度増額となりますが、ほぼ前

年度並みの予算計上となっています。 

一方、特定財源については、市債の発行は、オリジナル住宅団地整備事業や市道

改良事業等の事業費減により 23.5％の減額計上となっており、基金繰入金は財政調

整基金の繰入れや、公共施設整備基金、地域振興基金、地域福祉基金等の活用によ

り 46.5％の増額計上となっています。 

引き続き将来にわたる財政基盤の確立のためには、収入源の確保を含めた行財政

改革の実行は不可欠な状況となっています。 

 

（２）歳入 

一般財源については、地方交付税や臨時財政対策債が前年度と比べて減額となっ

ているものの、市税の増収や財政調整基金の活用により、総額で 2,600 万円程度増
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額となります。 

基金繰入金については、前年度に比べ 46.5％増の約３億 6,500 万円の増額となっ

ています。その主なものとして、財政調整基金の３億円、公共施設整備基金の約３

億 3,200 万円、地域振興基金の約２億 5,200 万円、ふるさと応援基金の約 2,100 万

円などが挙げられます。 

そのほか、国庫支出金については、臨時福祉給付金支給事業の皆減等に伴い前年

度比 10.4％の減額、県支出金については、教育・保育施設整備事業（ももえだこど

も園、おおのルンビニこども園、双葉保育園）の実施等に伴い 2.9％の増額となっ

ています。 

財産収入については、公共施設整備基金預金利子等により 11.6％の増額、寄附金

については、応援寄附金等により 400.0％の増額、市債については、オリジナル住

宅構想事業や市道改良事業等の事業費減に伴い 23.5％の減額となっています。 

 

（３）歳出 

歳出の性質別経費の状況を前年度と比較すると、増額分では、主に保育所運営費

や生活保護費等により「扶助費」が約１億 6,800 万円の増額、認定こども園整備事

業やサイクリングハブ拠点施設整備事業等により「普通建設事業費（補助事業費）」

が約２億 6,400 万円の増額、ふるさと応援基金積立金等により「積立金」が約 4,400

万円の増額、市道定付線災害復旧事業により「災害復旧事業費」が約 5,400 万円の

増額となっています。 

また、減額分では、主に職員給料などの「人件費」が約 8,000 万円の減額、過疎

対策事業債の償還終了等により「公債費」が約１億 5,600 万円の減額、臨時福祉給

付金の皆減等により「補助費等」が約２億 6,500 万円の減額、オリジナル住宅団地

造成工事の皆減等により「普通建設事業費（単独事業費）」が約３億 7,700 万円の減

額となっています。 

公共施設整備基金の活用については、白鹿浄化センター設備、ケーブルテレビ機

器、市道維持補修、サンスポーツランドみえテニスコート照明設備改修等を予定し、

地域振興基金の活用については、防犯、防災対策事業や観光イベント補助金事業等

を予定しています。 

 

４ 主要施策及び重点事業 

平成 28 年度から平成 37 年度を計画期間とする「第２次豊後大野市総合計画」の基

本構想を実現するために策定された前期基本計画（平成 28 年度から平成 32 年度）の

施策に基づき各種事業を進めてまいります。 

 

（１）豊かな生活を支えるしごとがあるまち 

① 農業の振興 

本市の農畜産物の生産振興については、「ものづくり」としての収益力を高め
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るため、産地化とブランド化を図る取組を進めてきました。今後、更なる産地化

と収益力の向上を図るためには、面積の維持・拡大と消費者が求める高品質で安

全・安心なものづくりが必要であることから、ブランド化の促進とブランド力の

強化を図ります。 

また、担い手の高齢化や減少による遊休荒廃地の拡大、有害鳥獣による農林産

物への被害の増大などにより、農業生産額は減少の一途をたどり地域活力の低下

が進んでいます。これらの課題を解決していくためには、あらゆる担い手の確保

が不可欠であり、新規就農者の確保・育成はもとより、地域農業の核となる認定

農業者、集落営農法人の確保・育成、優良企業及び異業種の農業参入推進など、

多様な担い手の確保に努めます。 

(ｱ) 園芸振興事業 

園芸作物の生産振興については、戦略品目と重点品目の産地規模を拡大する

ため、部会組織の強化と「安心いちばんおおいた農産物認証制度」及び「ＧＡ

Ｐ」認証取得を推進するとともに、拠点選果場や貯蔵庫の整備に取り組みます。 

また、産地規模を維持するための新規栽培者の確保や、産地の維持・拡大を

図るための高品質・安定生産技術の普及定着、気象災害に強い農業づくりと農

業生産の基本である土づくりの推進、農業従事者の高齢化対策及び労働力確保

に向けた支援に取り組みます。 

水田農業の生産振興については、人・農地プランに位置付けられた中心的経

営体への農地集積・集約化による規模拡大を推進します。 

 (ｲ) 担い手支援事業 

新規就農者の確保・育成については、新規就農者技術習得研修施設（インキ

ュベーションファーム）事業により、市農林業振興公社と連携を図りながら認

定新規就農者として育成し、就農後も地域の一員として農村生活に協調できる

よう支援します。 

認定農業者の確保・育成については、後継者確保対策として既存の認定農業

者が子や孫等を後継者として残せるよう、親元就農を柱とした後継者の確保に

向けた取組を重点的に強化するとともに、担い手確保育成基金事業により、本

市独自の就農支援に取り組みます。また、認定農業者が効率的かつ安定的な農

業経営を営むことができるよう、企業的農業者への育成や第三者経営移譲の推

進を図ります。 

集落営農法人の確保・育成については、経営確立と組織力の強化を図るため、

経営改善に向けた品目別の経営分析の指導を行い、中長期の経営改善計画の策

定や後継者確保の支援を強化します。また、規模拡大と生産性の向上を図るた

めの農地の利用集積と団地化を推進します。 

企業の農業参入の推進については、「豊後大野市農業経営基盤強化基本構想」

及び「企業的農業経営体（企業等）の農業参入に向けた基本方針」に基づき取

り組むとともに、参入企業のネットワーク化を進めます。 
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(ｳ) 畜産振興事業 

畜産振興については、優良雌牛の導入・保留の支援や高能力乳牛の整備、畜

産家畜及び動物飼養管理者に対する伝染病予防の徹底等に引き続き取り組む

とともに、本年９月に宮城県で開催される第 11 回全国和牛能力共進会の出品

を目指し、これまで築いてきた畜産技術力を更に磨き、本市から「おおいた豊

後牛」ブランドの名声が高まるよう、生産者と関係者が一丸となって取り組み

ます。 

(ｴ) 農地中間管理事業 

将来に向けた効率的かつ安定的な農業経営の確立を図るため、認定農業者や

集落営農法人等主要な担い手がいる集落やその周辺の農用地を担い手に集

積・集約化することで生産コストを削減し、経営基盤を強化することを目的と

した農地中間管理事業に取り組み３年が経過しています。 

本年度においても、人・農地プランの策定促進と広域化等の見直しを図りな

がら、農地の出し手として、離農農家等の掘り起こしを始め、拡大意欲のある

集落営農法人や水田農業の主要な担い手である個別経営体への集積促進、新規

就農者への農地確保、企業参入の推進を図ります。 

また、畑地については、野菜栽培において問題となる連作障害を回避するた

め、輪作体系に応じた利用調整により最適化を図る仕組みづくりを進めます。 

(ｵ) 農業生産基盤整備事業 

既存農業者や新規就農者、集落営農組織等が農業振興策と連動した戦略作物

の生産性向上や、高収益作物の推進による農業競争力強化を図るため、県営経

営体育成基盤整備事業、県営中山間地域総合整備事業、農業基盤整備事業等の

国庫補助事業に取り組み、農業用排水施設等の長寿命化及び生産基盤の構築を

図ります。 

また、農業者の高齢化や後継者不足により農地の草刈や農業用施設の維持管

理に対する農家負担が増していることから、農業者と地域住民が共同で取り組

む「多面的機能支払制度」を推進し、農村資源の適切な保全活動に取り組みま

す。 

(ｶ) 有害鳥獣被害対策事業 

有害鳥獣被害対策については、電気柵（イノシシ・シカ併用を含む）・防護

柵・防護ネット・ワイヤーメッシュの設置への助成、捕獲補助金制度（シカ・

イノシシ・サル・小動物）、有害鳥獣駆除期間の年間継続、有害鳥獣パトロー

ルの実施、シカ個体数調査等に引き続き取り組みます。 

 

② 林業の振興 

林業振興については、森林の有する水源のかん養、土砂の流失、崩壊の防止及

び生活環境の保全等の重要な役割を果たしており、適正な森林施業の実施や森林
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の保全の確保により、健全な森林資源が維持造成されます。また、戦後植林され

た人工林が主伐期を迎えていることから、造林事業の補助金を上乗せして実施す

ることで、再造林及び保育、間伐等の森林整備を推進します。 

椎茸振興については、日本一の生産量を誇る大分乾しいたけの主要産地である

本市において、本年度、全国乾しいたけ振興大会を開催し、多くのしいたけ生産

者に対し、更なる生産の拡大に向けた情報を発信するとともに、全国の消費者に

向け安全・安心な乾しいたけをＰＲします。 

また、種駒の補助やしいたけ増産体制整備総合対策事業に取り組み、生産体制

の向上に努めます。 

 

③ 工業の振興 

企業誘致については、企業の地方進出や起業などに関する情報収集の充実に努

めるとともに、工場適地の調査、把握を強化します。 

また、地場や誘致企業の定着、雇用の増大を図ることも重要なことから、これ

ら企業との意見交換を行うなど、事業環境の充実を図ります。 

さらに、これまでは製造業などの大規模誘致が一般的でしたが、今後は、ＩＴ

企業や将来的な成長産業などにも注目し、それらの誘致環境の充実にも努めてい

きます。 

一方、本市の大部分を占める中小企業の振興を図るため、「中小企業活性化基

本条例」（仮称）の制定に向け取り組みます。 

 

④ 商業・サービス業の振興 

商業・サービス業の振興は、商業者等のみならず地域住民にとっても生活基盤

に直結する極めて重要な施策であり、また、商店街のにぎわいは、町の勢いを如

実に表すバロメータとも言えます。 

このことから、市商工会との一層の連携強化に努め、商工業者の経営改善、起

業者の支援、そして商店街活性化に資する施策の充実に努めます。 

また、市民の地域内での消費喚起を促すことを目的に、市商工会が実施するプ

レミアム商品券の発行を継続して支援します。 

さらに、本年４月に施行された「豊後大野市の大地の恵みで乾杯条例」は、正

に本市らしい地産地消を促す条例であり、この条例の普及に努めるとともに、本

条例の趣旨に沿った取組を進めていきます。 

 

⑤ 観光の振興 

本市は、ジオパークに代表されるように豊かな自然とそこで生み出される農林

産物、そして延々と引き継がれてきた文化、伝統芸能等、誇るべき地域資源に満

ちています。 

そのため、これら地域資源を生かした「体験」や「交流」を基盤とする観光施

策を推進するとともに、本年度中に新たな「観光振興ビジョン」を策定します。 
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(ｱ) 観光振興補助事業 

市内各地において、様々な観光、地域イベントが継続して開催されています。

これらは、交流人口の増加など市内観光の発展にも結びついていますが、地域

の活性化にも大きく資するものであると考えています。また、これらイベント

は実行委員会の主導の下に実施されていることから、地域コミュニティ活動の

観点からも、引き続き補助します。 

(ｲ) 観光施設管理事業 

市内には多くの観光施設が存在し、その管理形態も指定管理、地元への委託

など様々です。それぞれの施設の設置目的や利用状況などを総合的に勘案し、

効果的、効率的な管理運営に努めます。 

また、市内には５か所もの道の駅があります。道の駅研究会との連携強化を

図り、本市の観光情報の発信に努めます。 

 

⑥ 雇用環境の向上 

本市は、人口減少、少子高齢化の進行が著しい状態にあることから、市民の定

住促進や市外からの移住等を進める施策の展開が喫緊の課題となっています。 

そうした状況にあって、雇用の場の確保や雇用環境の改善は最優先課題と言え

ます。現在、大分労働局と雇用対策協定を締結するなど、雇用施策に取り組んで

いますが、さらに実践型地域雇用創造事業に取り組むべく厚生労働省への申請準

備を行っているところです。 

 

（２）豊かな福祉社会の実現を目指すまち 

① 保健・医療サービスの充実 

(ｱ) 健康づくり増進事業 

「第２次豊後大野市健康づくり計画」（あけあじ健康 21）の推進や健康寿命

の延伸を図るため、健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果

的かつ効率的な保健事業を実施しながら、生活習慣病対策を始めとした各種健

康増進事業に引き続き取り組みます。 

中でも、特定健診や各種がん検診等への受診行動につながるよう周知・普及

啓発を細やかに行うとともに、健診結果から生活習慣改善に向けた取組が実践

できるよう、各種健康教室や個別保健指導等への取組強化を図ります。 

(ｲ) 自殺対策事業 

厚生労働省の自殺防止対策事業の推進等により、自殺者数は平成 21 年以降

減少しているものの、未だ２万人を超えているのが現状です。こうした状況か

ら、本市を「自殺のない住みよいまち」にするために、引き続き自殺対策連絡

協議会を開催し、関係機関のネットワークの連携強化を図るとともに、市職員

が一体となって継続した取組を進めます。 
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また、これまで取り組んできた地域での支援者育成と普及啓発に加え、困っ

ている方にいち早く気づき、傾聴して適切な支援につなげられるよう、未遂者

対策事業やこころの相談会等の相談体制の強化を図ります。 

さらに、自殺対策基本法の改正により、平成 30 年度までに自殺対策行動計

画の策定が市町村に義務付けられたことから、本年度は、市民 2,500 名を対象

としたアンケート調査による実態把握を行い、平成 30 年度に行動計画を策定

します。 

(ｳ) 母子保健事業 

母子保健事業については、妊産婦や子育て家庭に寄り添いながら切れ目なく

支えていくため、妊娠期から関わりを持ちながら、新生児・乳児期の全戸訪問

や教室、幼児健診等を実施します。 

また、関係機関と連携を図りながら、疾病の早期発見や育児不安を抱える保

護者への支援、虐待予防などに取り組みます。 

さらに、地域ぐるみで子育てを支援するネットワーク体制を強化するため、

住民組織である「愛育会」の育成や活動支援に引続き取り組みます。 

(ｴ) 食育推進事業 

食育推進事業については、「第２次豊後大野市食育推進計画」に基づき、生

涯を通じて健康で心豊かに暮らすために市民一人ひとりが食育の意義や必要

性を理解し実践できることを目的に、農林業・商工観光・環境・教育等の各分

野と協働し市民への啓発や各種事業に取り組みます。 

また、本計画に関する諸活動を積極的に推進するため、関係機関や団体の代

表者を委員とする食育推進協議会を引き続き開催し、連携強化を図ります。 

 

② 地域福祉の充実 

本年度は、平成 29 年度から平成 33 年度までを計画期間とする「第３期豊後大

野市地域福祉計画」の初年度に当たるため、市のホームページや市報で計画内容

を周知するとともに、計画に沿った取組を進めます。 

遺族会援護事業については、戦没者遺族の福祉の増進に寄与し、恒久平和を祈

念するため、戦没者追悼式の開催や遺族会への補助金交付等を行います。 

避難行動要援護者対策事業については、災害時に援護の必要な方の名簿を基に

支援関係機関への名簿公開の同意を得られていない方への取組や関係機関との連

絡調整を行います。 

平成 28 年 12 月 1 日付で民生児童委員が一斉改選となり、委員の約 3 分の 2 が

新規に委嘱されたことから、新任委員を対象とした研修計画を立て各種制度等の

研修を行い、民生・児童委員活動の支援を行います。 

また本年度は、民生委員制度創設 100 周年の記念大会が開催されるため、大会

参加への支援を行います。 
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③ 結婚・出産・子育て支援の充実 

(ｱ) 婚活支援事業 

少子化の要因となる未婚化・晩婚化に対する取組として、結婚を希望しなが

らも相手にめぐり合えていない独身男女に結婚のきっかけとなる出会いの場

を提供することにより、定住人口の増加につなげていきます。 

(ｲ) 子育て支援サービス事業 

子育て支援については、「第２次豊後大野市キラキラこどもプラン」に基づ

き取り組んできた地域子育てサポート事業や子育て短期支援事業、家庭訪問型

子育て支援事業、地域子育て支援拠点事業、児童館、放課後児童クラブ等の子

育て支援施策を進め、より一層子育てしやすい環境の整備に取り組みます。 

また本年度は、教育・保育施設や子育て支援事業の情報提供を行う「利用者

支援事業」を開始するとともに、その利用に当たっての助言や利用支援を行う

など子育て支援体制の更なる充実に努めます。 

(ｳ) 保育サービス事業 

本年度は、「第２次豊後大野市キラキラこどもプラン」の中間年度であり、

各施設の利用定員である「教育・保育の量の見込みと供給体制」の見直し時期

となることから、関係機関や子ども・子育て会議と協議しながら入所希望者と

施設の適切なマッチングが図れるよう、各施設の利用定員の見直しを進めます。 

また、認定子ども園や保育所の改修を計画的に行うとともに、病児・病後児

保育施設を新たに整備するなど、利用定員の増加や多様な保育ニーズに対応す

るよう保育サービスの充実を図ります。 

 

④ 高齢者福祉の充実 

今や日本の高齢化率の高さや早さは世界一と言われており、国は、いわゆる

2025 年問題に向け、制度改正を含めた様々な対策を講じています。このような中、

本市においては、後期高齢者人口のピークを過ぎ減少傾向にあるものの、高齢化

率は 40％を超え、また過疎化・核家族化に伴う高齢者の一人世帯や高齢者のみ世

帯も増加している状況にあり、コミュニティのあり方が問われているところでも

あります。 

こうした状況の下、本市では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを続けるために必要な支援体制、いわゆる「地域包括ケアシステム」の

構築を目指し、各種事業に取り組んでいるところです。 

具体的には、昨年度から開始した新総合支援事業で取組を進めている元気クラ

ブや、いきいき介護予防事業、げんき学校、生活援助サポーター派遣事業、在宅

生活助言事業等を引き続き実施するとともに、元気高齢者が更に増えるよう事業

の充実を図ります。 

また、認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることのできる社会を実

現するため、大分県認知症疾患医療センターと連携を図り、昨年発足した認知症



 

11 

初期集中支援チームの活動と併せ、本年度より各町に配置した専任相談員による

独居高齢者等への訪問など、きめ細やかなケアを行うことのできる体制を構築し

ます。 

さらに本年度は、「豊後大野市老人福祉計画」及び「第６期介護保険事業計画」

の最終年度であることから、昨年度に実施したアンケート調査結果を基に法改正

を反映した平成 30 年度から３年間の計画を策定します。 

 

⑤ 障がい者福祉の充実 

(ｱ) 障害福祉サービス事業 

「第２期豊後大野市障がい基本計画」及び「第４期障がい福祉計画」に基づ

き、障がいがあっても地域の中で安心して生活ができるよう、障がい者や障が

い児及び保護者のニーズを把握しながら、関係機関と連携してサービスの充実

を図ります。 

また、サービス基盤整備及び障がい者個々のサービス利用計画を策定し、そ

れぞれの状態に応じたよりきめ細かい適切なサービスを提供するとともに、障

がい者の地域移行、地域定着を支援するため、自立支援協議会の機能強化を図

ります。 

さらに、障がい者の経済的負担を軽減するため、各種医療費の公費負担制度

等を推進していきます。 

本年度は、「第４期障がい福祉計画」の最終年度であることから、次期計画

においてサービスの提供体制の確保や推進のための取組が計画的に提供され

るよう、障がい者福祉に対する実効性の高い計画を策定します。 

(ｲ) 地域生活支援事業 

障がい者相談支援事業及び地域療育支援事業を委託し、専門的な指導助言を

行うことで、ニーズに対応したサービスを身近な地域で受け入れられるよう地

域生活の定着を目指した相談支援の充実を推進します。 

また、本年４月に施行された豊後大野市手話言語条例に基づき、手話通訳者

養成研修事業を拡充するなど、手話が言語であることの普及や環境の構築等必

要な施策に取り組みます。 

 

⑥ 社会保障の充実 

生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者対策として、平成 27 年度より自立

相談支援事業や住居確保給付金に取り組むとともに、昨年度からは、家計相談支

援事業と子どもの学習支援事業、生活困窮者支援食糧支給事業を実施しています。 

また、生活保護の適正な運営の確保と保護受給者の自立支援と生活の質の向上

を目指し、医療扶助の適正化を図る「診療報酬明細書点検等充実事業」や、認定

事務の適正化を図る「収入資産状況把握等充実事業」等に取り組むとともに、生

活保護受給者就労支援事業では、就労支援員１名を配置し保護受給者に対する就
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労支援を実施します。 

（３）豊かなくらしと安心を実感できるまち 

① 交通ネットワークの整備 

(ｱ) 地域公共交通対策事業 

現在、コミュニティバス 41 路線、あいのりタクシー５路線を運行していま

すが、過疎化・少子高齢化が進む本市においては、公共交通に求められる役割

が増大しています。 

このような状況の中、昨年度に地域内路線の活性化を目的とした「地域公共

交通網形成計画」を策定し、今後５か年で取り組む基本方針と目標を定めまし

た。今後は、この目標を達成すべく本市の持つ交通資源を有効活用した効率的

な交通体系を構築していきます。 

また、地域の公共交通を持続的に運行させていくためには、利用者数を確保

し、利用者数の維持・増加を図る必要があることから、モニタリングによる利

用状況の把握や、市民皆様により多く利用していただくための大人の社会見学

やバス停コンテスト等の取組により利用促進を図ります。 

(ｲ) 市道維持管理事業 

市道の維持管理事業については、老朽化した施設の改修、視距改良や離合所

設置等により利便性の向上及び通行の安全を図ります。 

また、道路施設の重要構造物である橋梁、トンネルについては、長寿命化修

繕計画に基づき、計画的に修繕を行うことによりライフサイクルコストの低減

に努めるとともに、安全、安心のため計画的に点検を実施します。 

(ｳ) 道路橋梁新設事業 

市民生活の利便性や安全性を確保し、経済活動の活力を高めるため、市道７

路線の新設改良を計画的に実施します。 

 

② 上下水道の整備 

(ｱ) 水道事業 

水道事業では、現在、１つの上水道、５つの簡易水道の管理運営を行ってい

ます。 

水道は、市民生活や社会活動に不可欠なものであり、水道事業の目的である

良質で安全な水を安定的に供給するため、適切な施設の更新、維持管理に努め

ます。 

また、市民の皆様に水道施設の重要性に対する認識を深めるための啓発を行

い、上水道・簡易水道への加入を促進し、水質改善による生活環境の向上に努

めます。 

上水道事業については、管路の更新を図るとともに、三重浄水場の適切な管

理運営に努めます。 
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簡易水道事業については、千歳簡水送水管布設工事に昨年着手し、本年度完

了予定となっており、三重浄水場から千歳簡水に送水することにより水量不足

を補い、維持管理の効率化を図ります。 

(ｲ) 下水道事業 

生活排水処理事業については、集合処理施設として１つの公共下水道、７つ

の農業集落排水施設及び個別処理施設として市町村設置型合併処理浄化槽の

管理運営を行っていますが、平成 27 年に策定した「豊後大野市生活排水処理

施設整備構想」に基づき、集合処理及び市町村設置型浄化槽の整備は行わず、

個別処理として、市内全地域で個人設置型合併処理浄化槽事業を実施し、くみ

取り便槽又は単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換することによる生活排

水処理を推進します。 

そこで、この転換を促進するため、合併処理浄化槽への転換に対し支援（補

助）を行い、汚水処理人口普及率の向上を図ります。 

また、平成 26 年度から 28 年度までの３年間実施してきた上乗せ補助（市 10

万円、県 10 万円）を３年間延長し、より一層の推進を図ります。 

 

③ 住宅環境等の整備 

(ｱ) 住宅・建築物安全ストック形成事業 

地震による建築物倒壊の被害から市民の生命及び財産を守るため、昭和 56

年以前の木造建築物の耐震診断と改修に係る費用に対し助成するとともに、健

康に影響を及ぼすアスベストの飛散防止対策のため、建築物のアスベスト含有

調査に係る費用に対し助成します。 

(ｲ) 市営住宅整備事業 

市営住宅については、平成 27 年度に作成した「公営住宅長寿命化計画」に

基づき国庫補助事業を活用した整備を行います。 

また、建替事業では三重町菅尾住宅と三重町市原住宅、建設事業では朝地住

宅、ストック総合改善事業では緒方町平原住宅を整備し、安全で快適な居住環

境を提供します。 

(ｳ) 公園管理事業 

大原つつじ公園、平吹児童公園、下赤嶺児童公園、大原児童公園、及び西ノ

宮児童公園などの都市公園を市民が安全に使えるよう適切に維持管理します。 

 

④ 土地利用・景観の整備 

市内の良好な景観を形成し次世代に残すため、昨年度より開始した景観計画策

定委員会を引き続き開催します。また、重要文化的景観との調整や市民との合意

形成を図り、平成 31 年度に景観計画を策定するとともに、「景観条例」の制定に

向け取り組みます。 
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また、現在、空き家が放置され危険な状態な家屋が増加し、近隣住民も対応に

苦慮しています。そのため、空き家等対策協議会において将来の空き家増加に対

する検討を行い、「豊後大野市空家等対策計画」を策定します。また、今年度より

老朽危険空き家の除却費用に対し助成制度を開始します。 

さらに、三重町駅周辺のまちづくりを市民が主体となって考える「市民会議ぶ

んごおおの未来カフェ」にて昨年度に作成された「三重町駅周辺まちづくり基本

計画」の実現に向け、地元説明会等を開催し合意形成を図ります。 

 

⑤ 環境衛生の推進 

(ｱ) 一般廃棄物処理事業 

一般廃棄物処理については、ごみ・し尿等収集計画表の配布や、ごみ収集情

報などが確認できる「豊後大野市分別アプリ２“ごみの出し方・分別辞典”」

を配信し、多様化するごみの分別、排出に努めます。また、循環型社会を形成

するため再資源化対象品の地区別集団回収や、ごみの排出量抑制の取組を推進

し、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を住民・事業者・行政が連携

して行い、正確なごみの分類や小型家電リサイクルなど、ごみの減量化と資源

化を推進します。 

一般廃棄物処理施設については、平成 39 年度までの延命化を目指した清掃

センター基幹的設備改良事業が完了したことにより、ごみ質の高質化に伴う能

力低下対策、ダイオキシン類の削減、地球温暖化対策の一環としての二酸化炭

素の排出削減目標が達成されています。今後も安定的かつ適正な廃棄物処理を

行いながら施設の管理運営を行い、生活環境の保全に努めていきます。 

また、次期施設を平成 39 年度までに整備する必要があるため、ごみ処理施

設の広域化を前提として、平成 28 年度から近隣自治体と協議を重ねてきまし

た。本年度からは大分都市広域圏推進会議に一般廃棄物処理施設整備専門部会

を大分市、臼杵市、由布市、竹田市及び豊後大野市の５市で立ち上げ、次期清

掃センターの建設に向け協議を行いながらごみ処理施設の広域化を目指して

いきます。 

白鹿浄化センターについては、水質保全に努め適切な管理運営を行うととも

に、今後の施設整備の状況等を考慮しながら管理運営の民間委託等を検討して

いきます。 

(ｲ) 環境衛生事業 

廃棄物の不法投棄防止、環境美化の推進等環境衛生委員を通して啓発活動を

行うとともに、公営水道区域外の飲料用水施設の施設改善整備について補助金

を交付し、公衆衛生の確保と生活環境の改善を図ります。 

(ｳ) 塵芥処理事業 

塵芥処理事業については、廃棄物の不法投棄防止対策のため、不法投棄防止

看板を作成、設置するとともに、ごみの減量化や再資源化を図るためにコンポ
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スターの給付を行います。 

(ｴ) 葬斎場事業 

葬斎場管理運営については、人生終焉の場にふさわしい施設として市民皆様

が安心して利用できるよう、三重葬斎場及び大野葬斎場の適正な維持管理と円

滑な運営に努めます。 

 

⑥ 移住・定住の促進 

(ｱ) 定住促進事業 

空き家バンク事業については、移住定住に関する情報の提供手段として、市

のホームページや市報に加え、固定資産税の納税通知の際に、空き家バンク事

業のお知らせと物件登録の募集を行い、利用希望者のニーズにマッチした空き

家の掘り起しや情報提供に努めています。 

また、おおいた暮らし相談窓口、県東京、大阪、福岡事務所、県まち・ひと・

しごと創生推進室と連携した取組により、移住希望者へ本市の空き家、移住定

住の各種補助金の情報発信を行い、移住相談会で本市の魅力を積極的にＰＲし、

移住定住人口の確保に向けた取組を進めます。 

さらに、定住促進を図るため、オリジナル住宅構想や旧大野高校跡地の宅地

造成の利活用等を進めていきます。 

(ｲ) 豊後大野市生涯活躍のまち推進事業 

大分県では、平成 27 年度に県と本市を含む県内 14 市町で「大分県ＣＣＲＣ

（生涯活躍のまち）検討会」を立ち上げ、先進地視察や検討会を実施してきま

したが、昨年度には更なる推進に向け検討会を研究会に再編し、大学や社会福

祉法人、社会福祉協議会、金融機関等の有識者を新たに加え、研究及び検証を

行いました。 

本年度は、「大分県版生涯活躍のまち」の具体的推進を図るため、大分ＣＣ

ＲＣモデル事業として、新たに県が事務局となって県外移住者の確保に向け、

大分県の移住に興味をもつ東京圏のアクティブシニア層を対象に実施する「大

分プラチナライフ実現セミナー（仮称）」などを実施する予定となっています。 

そのため、本市においても県の事業と連携しながら検討を進めます。 

 

⑦ 交通安全・防犯対策の推進 

交通事故や犯罪から市民を守るためには、市民一人ひとりの意識向上はもとよ

り、これらを未然に防ぐためのあらゆる対策を講じることが重要となります。そ

のため、市民皆様の積極的な取組と関係機関の連携・協力により、地域が一体と

なった、安全・安心のまちづくりを推進していきます。 

交通安全対策については、交通安全協会や交通指導隊など、交通安全を目的と

した関係機関・団体と連携し、高齢者や未成年者への交通安全教室や街頭啓発活

動などの取組により、市民の交通安全意識の高揚を図り、交通事故防止に努める
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とともに、見通しの悪い交差点等へカーブミラーを設置するなど、危険箇所の解

消を図ります。 

防犯対策については、犯罪のない住みよいまちづくりを進めるため、安全安心

パトロール連合隊や防犯協会、警察署と連携し、防犯パトロールなどの各種防犯

活動を推進し、犯罪抑止を図ります。 

また、防犯灯については、地域からの要望箇所を確認しながらＬＥＤ照明に更

新・新設していくことで、安全と地球環境に配慮した防犯事業に取り組みます。 

さらに、例年開催している「安全で住みよいまちづくり推進大会」を本年も開

催を予定しており、大会を契機に市民総参加による交通事故と犯罪のないまちづ

くりに努めます。 

 

⑧ 防災対策の充実 

近年、災害は大規模化、多様化、複雑化の様相を呈していると言われています。 

本市においても、５月に発生した朝地町綿田地区の地すべりにより家屋や農地、

河川が被害を受け、作付けできない農地が発生し、現在も避難を強いられている

方がおられます。 

こうした状況の中、市民の生命・財産をあらゆる災害から守り、誰もが安心し

て暮らしていけるまちを目指して、災害に強いまちづくりに取り組んでいかなけ

ればなりません。 

その取組の一つに、自主防災組織の強化が挙げられます。この自主防災組織に

対して防災資機材購入費等の補助を継続して行うとともに、全地域において自主

防災組織が結成されるよう促進し、その育成と活動を積極的に支援します。 

また、防災士の育成・強化も必要であり、防災士養成講座の開催により地域防

災リーダーを養成するとともに、防災士資格取得者に対するフォローアップ研修

を継続して開催し、地域における防災力の向上と防災意識の醸成を図ります。 

さらに、昨年度に作成した「防災ガイドブック」を全世帯に配付しました。こ

の冊子により、市民皆様が市内における土砂災害危険個所や浸水想定区域等を把

握するとともに、災害発生時における初動対応などについて認識を深め、日ごろ

からの災害に備えていただけるよう、あらゆる機会を捉えて周知してまいります。 

 

⑨ 消防・救急体制の充実 

近年の各種消防業務の需要増加や、頻発し続ける地震を始め複雑・多様化する

災害に迅速かつ的確に対応できる消防職員を育成するため、教育機関への計画的

な派遣や資格取得を継続するとともに、日常から各種災害を想定した訓練を重ね、

職員の資質の向上に努めます。 

予防業務については、住宅用火災警報器の普及啓発活動を継続し、更なる設置

率の向上と維持管理の重要性を周知します。また、不特定多数の者が出入りする

特定用途防火対象物及び災害等により重大な被害が懸念される危険物施設に対し、

重点的に防火査察を実施するとともに、署員による非特定用途防火対象物への査
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察を継続的に実施し、火災予防に取り組みます。 

救急業務については、救命率の向上を目指し応急手当の普及啓発活動を継続し

て実施します。また、救命士の救命処置範囲拡大に伴い、隊員の専門的知識と技

術の向上を図ると同時に、事後検証会議等を通じて医療機関とのスムースな連携

体制を構築します。 

消防業務については、活動時における安全管理の徹底を図るとともに、市消防

団との連携・強化に努めます。 

消防施設整備については、通信指令室システム部材の更新を実施し、防災機能

体制の維持を図ります。また、非常備消防においては、防災倉庫の設置及び消防

団車両の更新を行い、安全・安心のまちづくりを目指します。 

 

⑩ 情報管理、情報化の推進 

(ｱ) ケーブルテレビ管理事業 

加入者にケーブルテレビ放送及び行政情報等を安定的に提供するため、放送

設備機器の維持管理と計画的な機器更新を継続して行っています。 

本年度は、行政情報を含む自主放送番組の制作を業務委託したことにより、

番組制作を市職員が担当しない状態でも、専門知識を取り入れた制作技術の向

上が図れるかを検証しながら、効率化を図ります。 

また、事業運営においても各種業務の見直しを行い、市民から信頼される運

営を行い、より親しまれる番組放送に努めます。 

(ｲ) 携帯電話等エリア整備事業（携帯不感地域解消事業） 

携帯電話は国民生活の中で欠かせないものとなっており、生活者の利便性の

向上、事故・災害時における通信手段の確保、さらには観光･産業振興等の観

点から､整備された高速情報通信網を利用して携帯電話事業者の事業参画の協

力を得ながら、携帯電話不感地域の解消に取り組みます。 

本年度は、３局の携帯電話基地局の整備を予定しており、清川町中山局の整

備により清川町大白谷地域の一部が携帯電話のエリアとなります。 

また、三重町奥畑地域に三重町奥畑代局と三重町奥畑本村局の２つの基地局

を整備し、奥畑から国道 326 号へ連結する県道伏野宇目線の沿線が、ほぼ携帯

電話の通じるエリアとなります。 

(ｳ) 社会保障・税番号制度に対する取組 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（通称：マイナンバー法）」が昨年１月から開始され、行政事務の一部をマ

イナンバーで管理するようになりました。 

本年度は、これまで市民の皆様方から添付書類として取得していた各種の情

報を、市が自ら対象者のマイナンバーを利用して情報保有機関等から直接取得

する取組が開始されます。 

一方、本制度の開始とともにマイナンバーカードが導入されました。本年度
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は、カードの利便性を実感していただくための取組であるマイナポータルサイ

トが始まり、特にサイト内の「子育てワンストップサービスコーナー」の立ち

上げを行います。 

なお、このマイナンバーカードについては、順次、健康保険証の機能も持た

せる方針となっています。これらの取組については、全て国の方針に基づき行

われますが、セキュリティーに留意した個人情報の保護の観点、及び費用対効

果を勘案しながら、適切に取り組んでいきます。 

 

（４）豊かさをつなぐ協働によるまちづくり 

① 地域コミュニティ活動の推進 

平成 29 年３月 31 日現在、高齢化率 50％以上の自治区数は、206 自治区中 101

自治区となっており、山村、辺地の自治区を加えると 112 自治区と、過半数を超

えている状況です。 

本市では、平成 25 年度に策定した「豊後大野市地域コミュニティビジョン」

の趣旨に沿って、地域振興協議会が地域の抱える課題を解決し、地域を活性化さ

せる取組を明示して、自ら策定した地域づくり計画書に基づく経費等の一部に対

し「地域づくり交付金」を交付しています。この交付金や自主財源を用いて地域

振興協議会が予算配分や使途を自ら考え取り組み、行政は、その取組に対して支

援することで、協働によるまちづくりを推進していきます。 

また、平成 27 年度から各町に設置した「まちづくり協議会」では、市民自ら

が地域の活性化や課題解決に取り組み、市民の連携強化により自主的な地域づく

り活動を協議するものとしています。 

昨年度より各協議会が自主的な地域づくり活動の実践ができるよう、「まちづ

くり創生交付金」を創設し、将来にわたって市民が誇りを持てる個性的で魅力あ

る地域社会を実現するため、地域の活性化や課題解決策等をまとめた、「まちづく

り地域計画」に基づく活動に対して「まちづくり創生交付金」を交付し、支援し

ていきます。 

 

② 協働によるまちづくりの推進 

市民が主体の地方自治の実現と協働のまちづくりの推進を図ることを目的と

して平成 24 年３月に制定された「豊後大野市まちづくり基本条例」に、自治の基

本理念や基本原則を明らかにするとともに、市民、市議会と行政の役割や責務、

行政運営上において行わなければならない基本的な取組などを定めています。 

この基本条例の実効性を確保するため「豊後大野市自治推進委員会」を設置し、

条例の運用や事業の実施等の検証を毎年１回行うとともに、その結果を公表して

います。また、昨年度に、基本条例に基づいた規定の検証を行い、必要な改正を

行ったところです。 

今後においても基本条例の効果的な推進のため、自治推進委員会による基本条

例の点検・検証を行います。 
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③ 広域連携の推進 

近年の社会を取り巻く環境は複雑化・多様化・高度化しており、同様に基礎自

治体が行っている事務内容も変化が求められています。特に、行政区域を越えた

行政需要への対応は重要課題となっており、そのため周辺市町等との緊密な連携

が不可欠となっています。 

こうした状況の中、平成 26 年の地方自治法改正により導入された広域連携制

度を活用し、昨年、大分市を始め県内８町村による「大分都市広域圏」を形成し、

本市単独では解決できない課題や連携による相乗効果が期待できる施策などにつ

いて、各市町と意見交換しながら、持続的かつ安定的な行政サービスの提供に努

めます。 

 

④ 主体的で計画的な行財政運営の推進 

(ｱ) ふるさと応援寄附金事業 

ふるさと応援寄附金事業は、自主財源の確保と併せ、市内の法人や団体、個

人事業者の商品・サービスを市外・県外にＰＲし、産業振興を図ることを目的

として推進しており、昨年度からふるさと応援寄附者に対する返礼品を大幅に

グレードアップしたことやポータルサイトからの受付を開始したことにより、

前年度と比べ約 10 倍の寄附金を受け入れることができました。 

しかし、返礼品の送付については、地方団体間の競争が過熱していることや、

一部の地方団体においてふるさと納税の趣旨に反するような返礼品が送付さ

れているなどの状況から、本年４月１日付けで総務省が、「制度の趣旨に沿っ

た責任と良識ある対応をするよう、及び返礼品割合に関しては、速やかに寄附

金受入額の３割以下とするよう」通知を発出したため、寄附金受入額の４割の

返礼品を送付している本市においても、対応を迫られている状況となっていま

す。 

そのため、本年度は、他の地方団体の状況を見ながら、返礼品割合について

寄附金受入額の３割以下とするよう見直しを進めるとともに、地方団体間の返

礼品競争が激化している状況から、本市をどのようにＰＲしていくか、また返

礼品の内容や寄附金の使い道などについて創意工夫を重ねていきます。 

(ｲ) 行財政改革推進事業 

本年度は、平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間を計画期間とした「第

３期豊後大野市行政改革集中改革プラン」の中間年となります。 

これまでも、市行政改革大綱に基づき経常経費の削減に努め、その結果、平

成 27 年度決算では経常収支比率が 83.7％と県下でも上位に位置し、市の借金

に当たる起債残高は、合併当初から 119億 2千万円減少して 263億 8千万円に、

また貯金に当たる基金総額は、合併当初から 140 億 2 千万円増額して 192 億 9

千万円となり、これまでの取組の成果が現れてきたところです。 
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本年度は、平成 27 年度から始まった普通交付税の段階的縮減率が５割にな

ります。また、平成 27 年度に実施した国勢調査人口の結果により、人口減少

が加味された縮減額の影響もあり、平成 28 年度中期財政計画では平成 32 年度

の経常収支比率が 96.6％と財政構造の硬直化が進んだ数値となっています。 

今後においては、平成 31 年度までの普通交付税の段階的な縮減が確実に行

われることを踏まえ、市行政改革大綱及び第３期プランの着実な実施に向け取

組を強化します。 

また、事務事業評価による事業効果の検証と併せ、市民の皆様や関係団体の

御理解と御協力をいただき、選択と集中による事業の推進と事務事業の効率化、

公共施設や補助金等の見直し等を行うとともに、市税等の収入財源の確保を着

実に進めていくことで、健全で持続可能な行財政運営による行財政基盤の確立

を図り、市総合計画で定めた将来像の実現を目指します。 

 

（５）豊かな心と学ぶ意欲を育むまち 

① 学校教育の充実 

(ｱ) 学校教育力向上対策事業 

「芯の通った学校組織」を基盤に、学校・家庭・地域における目標協働達成

型の学校改革を更に進め、子どもたちの夢の実現に向けた教育ＴＲＹ（トライ）

運動を充実・強化します。その中で、本市独自のコミュニティスクールを母体

とした連携型小・中一貫教育を推進し、子どもの力の向上と地域コミュニティ

の活性化を目指します。 

(ｲ) 特色ある学校づくり推進事業 

ジオサイトとリンクした「ふるさと学習」を系統的・計画的に展開するとと

もに、地域の特性や地域人材を積極的に活用することを通して、ふるさとを愛

する心豊かな子ども、そして、豊後大野市の将来を展望できる子どもの育成を

目ざした特色ある学校づくりを進めます。 

また、ふるさと応援基金を活用して学校図書館の充実を図り、豊かな心の育

成や学びの基礎となる読書活動を推進します。 

(ｳ) 中学校教育振興事業 

長期休業を利用して、生徒の個々のつまずきに対応するために「中学校夏休

みＴＲＹ講座」を実施します。各中学校において、地元出身大学生による個別

指導を効果的に行うことにより、基礎的・基本的内容の定着と学習意欲の向上

を図り、進学等に係る夢実現に向けて支援します。 

また、豊後大野市出身の大学生と後輩とのふれあいの場として捉え、ふるさ

とを愛する心情を醸成します。 

(ｴ) 高等学校支援 

本市で唯一の高等学校である県立三重総合高等学校の維持・発展に地域ぐる
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みで支援するため、「三重総合高校の明日を拓く会」が行う教育環境整備や地

域に根ざした学校づくりに向けた取組に対し補助金を交付します。 

また、大学進学を目指し、学業、人物ともに優秀な生徒に対して奨学金を給

付することで、地域の将来を担う人材の育成を図ります。 

 

② 生涯学習の充実 

(ｱ) 青少年健全育成事業 

複雑・多様化する社会において、次代を担う青少年を将来の夢や希望を抱い

て積極的かつ主体的に生活し自立した存在として育成するため、様々な体験活

動や学習の機会を提供するともに、学校や家庭、地域、行政が連携して年齢に

応じた発達ができる環境づくりに努めます。 

また、体験活動や学習支援を取り入れた「放課後チャレンジ事業」を全市で

実施するとともに、学校・家庭・地域の教育の協働を推進するための「協育」

ネットワークを構築し、子どもの活動を総合的に支援します。 

さらに、郷土の先輩特別事業や、子ども文化・郷土芸能大会事業、児童生徒

農業体験活動事業、実行委員会により実施する成人式、青少年健全育成市民会

議が主催する「豊後大野市次代を担う豊後大野っ子を育てる市民のつどい」も

引き続き実施します。 

(ｲ) 公民館管理運営事業 

公民館は、地域住民にとって最も身近な学習拠点であるばかりでなく、交流

の場、地域活動の拠点として重要な役割を果たしています。 

そのため、各公民館に配置した地域コーディネーターを中心に、地域課題の

解決に向けた住民の主体的な学習・実践活動を行いながら公民館活動の強化を

図ります。 

また、公民館活動への主体的な参加と地域住民の意見を公民館運営に反映で

きるよう、活動を工夫しながら社会教育・生涯学習の充実に取り組みます。 

(ｳ) 図書館管理運営事業 

インターネットや携帯電話等の普及により情報拠点としての図書館のあり

方が大きく変わろうとしています。 

そうした中、市民の多様なニーズに迅速かつ的確に対応し、常に新しい情

報・資料を提供できるよう図書館資料の収集及び計画的な蔵書整備に努めます。 

また、引き続き月曜日の祝日の開館と平日の開館時間の延長を行うことで、

利用者の利便性を図ります。 

さらに、「新刊案内」「図書館だより」の発行や、各種行事の開催、インター

ネットを活用した情報提供を行い、市民の図書館への関心と理解を深めていき

ます。 

(ｴ) 図書館建設事業 
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本年３月に「図書館及び資料館建設検討委員会」から「新しい図書館及び資

料館の建設検討に関する答申書」をいただきました。 

本年度は、この答申を基に、幼児から高齢者に至るまで親しみやすく利用し

やすい施設として図書館機能の整備と充実を図るべく、市民皆様の意見を伺い

ながら、図書館及び資料館に関する基本計画の策定及び基本設計を行い実施設

計へとつなげていきます。 

 

③ スポーツの振興 

スポーツや運動には、単に「健康づくり」や「体力づくり」だけでなく、「仲

間づくり」や「地域づくり」など地域コミュニティの形成につながることが期待

されています。 

そのため、市体育協会や、スポーツ少年団、スポーツ振興会、スポーツ推進委

員等と連携し、競技水準の向上と生涯スポーツの推進を図るとともに、「チャレン

ジデー」をきっかけとした運動の日常化により、介護予防の視点に立った運動を

推進します。 

また、市民が安全で快適にスポーツができるよう、計画的に体育施設の維持補

修を行っていきます。特に、大原総合体育館の長寿命化のための施設改修工事と、

サン・スポーツランドみえテニスコートの照明施設改修工事に取り組みます。 

 

④ 文化・芸術の振興 

(ｱ) 文化振興事業 

平成 30 年秋に大分県で開催予定の第 33 回国民文化祭は、市民が行っている

文化活動を全国規模で発表し、交流するものです。同時に全国障害者芸術・文

化祭も開催されます。そのため、本年度は国民文化祭実行委員会を組織し、プ

レイベントの開催や本イベントの開催に向けた協議、調整を行います。 

総合文化センター（エイトピアおおの）については、平成 26 年度から指定

管理による管理運営を行っており、今後も民間のノウハウを活用し、市民に多

様な芸術文化に触れる機会を提供するとともに、市の受託事業については、指

定管理者、各実行委員会と協議しながら実施します。 

神楽会館については、伝統文化の情報発信や後継者の育成のため、毎月定期

公演を開催します。 

朝倉文夫記念館については、朝倉文夫の顕彰と収蔵作品の充実を図るととも

に、自主事業において、市民の作品発表の場を提供します。 

(ｲ) 国際交流・地域間交流促進事業 

国際交流事業については、市民による草の根の交流を重視するため、市国際

交流協会等の民間主導による交流事業を行い、市がその支援を行っています。 

本年度は、清川町日韓国際交流協会が中心となり韓国機張郡ホームステイ交

流事業を計画しています。また、20 周年を迎える犬飼町わかあゆ国際交流会と
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香港中文大学の学生とのホームステイ交流事業では、現地交流会や記念式典を

計画しています。 

子どもを対象とする事業については、中学校国際交流事業の実施や、小学校

５・６年生を対象にしたＡＰＵ立命館アジア太平洋大学の学生との国際キャン

プ事業を開催し、子どもたちが外国文化に触れる取組を推進します。 

地域間交流促進事業については、台東区と友好都市提携 30 周年を迎え、ま

た、台東区政 70 周年記念の年にもなることから、文化交流や人的交流、物産

交流などを行い、友好を深めるとともに、本市のＰＲ活動に取り組みます。 

 

⑤ 文化財等の保存・継承 

(ｱ) 歴史民俗資料館運営事業 

歴史民俗資料館については、おおいた豊後大野ジオパークの拠点施設として、

児童・生徒に対し出張授業やジオサイト現地学習を行うことで、大地の成り立

ちと豊後大野の歴史を学ぶ機会を提供するとともに、市内の全小中学校でふる

さと学習が行われるよう、小学３年生以上と中学１・２年生を対象とした学習

を計画的に行います。 

また、社会教育においては、公民館講座やジオガイド養成講座、高齢者大学、

地域サロンでの講座などを実施し、各種団体の学習活動を支援します。 

さらに、ジオパークに関する資料展示の充実を図り、本年度のジオパーク再

審査に備えるとともに、市民の学習活動の拠点として資料館の機能を充実させ

るため、図書館建設に併せ資料館の整備を進めます。また、埋蔵文化財の発掘

調査・文化財保護の拠点として、「埋蔵文化財センター」（仮称）の設置につい

て検討します。 

(ｲ) 文化財保護事業 

本市は、県下で内陸部における前方後円墳・円墳などの古墳集中地帯として

注目されている地域です。 

現在、古墳の形状・年代等の基礎資料収集のため、継続して遺構範囲確認調

査を実施しており、この調査により古墳の学術的価値を定め、より上位の文化

財指定を目指します。 

本年度は、小坂大塚古墳（三重）、竜ヶ鼻古墳（三重）、立野古墳（三重）、

道ノ上古墳（三重）の調査（地中レーダー探査）を実施するとともに、平成 23

年度に発掘調査を実施した陣箱遺跡（三重）の発掘調査報告書を作成します。 

また、大野川流域の農村景観を形成・構成するアーチ式石橋群や長大な水路

網、棚田の景観等の「文化的景観」に関する調査を大学等の専門機関に委託し、

「大野川流域の文化的景観」の指定を目指します。 

この文化財景観指定のためには、「景観計画」の策定と「景観保護条例」の

制定など適切な保存計画を立てるとともに、おおいた豊後大野ジオパーク推進

協議会と連携を図ります。 
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⑥ 人権尊重社会の実現 

(ｱ) 人権教育・啓発推進事業 

昨年度、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解

消法）、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に

関する法律」（ヘイトスピーチ解消法）、「部落差別の解消の推進に関する法律」

（部落差別解消推進法）と人権に関係する３つの法律が施行されました。 

そのため、これらの法律についての告知と法律の内容を踏まえた「豊後大野

市人権教育・啓発基本計画」の見直しを図り、誰もが暮らしやすい地域づくり

を推進します。 

(ｲ) 隣保館運営事業 

隣保館は、地域の人権課題の把握・解消に努めながら、福祉の向上や人権啓

発のための住民交流の拠点施設として、生活上の各種相談事業を始め社会福祉

に関する事業を実施してきました。 

昨年度に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消

推進法）の第４条に「相談体制の充実」が規定されており、これまで以上のき

め細かな相談体制の充実に努めます。 

(ｳ) 男女共同参画社会啓発事業 

本年度は、「第２次豊後大野市男女共同参画基本計画」（ぶんごおおの生き活

きプラン）が策定されて２年目となります。 

本年度においても、男女共同参画市民のつどい、癒しのコンサート、男女共

同参画講座、男女共同参画ミニ学習会を継続して実施します。中でも「男女共

同参画ミニ学習会」については、市内各地で開催し、男女共同参画の意識の高

揚に努めます。 

(ｴ) 人権同和教育推進事業 

市民一人ひとりが、人権が尊重される社会を確立する担い手であることを認

識し、今なお現存する部落差別を始めとする様々な人権問題に対する正しい理

解と認識を深め、人権問題の解決に主体的に取り組めるように人権教育を推進

します。 

また、ＰＴＡや一般公募の市民を対象に、同一受講者による人権連続講座を

年６回開催し、より深く人権意識を身に付けるとともに、若い世代のリーダー

の育成に努める「人権同和教育講座事業」や、市内の児童・生徒を対象に、放

課後の時間を利用した「人権を学ぶ子ども会事業」を開催し、子どもたち一人

ひとりの人格や個性の違いをお互いに尊重し合い、自分の大切さとともに周り

の人も大切にすることができる心の育成と態度や実践力の醸成に努めます。 

そのため、同和問題を始めとした様々な人権課題の解決に向けて、学校・家

庭・地域・関係機関や団体などとの連携を深め、地域ぐるみで真に住みやすい

地域づくりのため、人権・同和教育の推進を図ります。 
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（６）豊かな自然を未来に残し伝えるまち 

① ジオ・自然との共生 

「おおいた豊後大野ジオパーク」は、平成 25 年 10 月 15 日に日本ジオパーク

ネットワークの一員として認定証の交付を受けました。その後「自然環境と、そ

こに生きる人々の文化を楽しみ学ぶことのできるジオパーク」を目指して活動し

てきましたが、今後においても市民皆様の御理解と御協力をいただきながら、継

続した取り組みを進めます。 

さらに、大分県と宮崎県の関係６市町で、ユネスコエコパークの登録に向け取

組を進めてきましたが、その決定が本年となります。そのため両県及び関係市町

と連携した取組を一層強化していきます。 

これら、ジオパーク・エコパークの取組、さらには生物多様性ぶんごおおの戦

略に基づき、雄大な自然と、その恵みにより育まれた伝統文化や産業など、本市

ならではの魅力を発信していくことで、ブランド力を培い、本市の農林産品の知

名度や付加価値の向上、そして観光振興などによる経済効果の増大を目指します。 

 

② 環境保全の推進 

(ｱ) 新エネルギー導入促進事業 

エネルギー政策については、昨年度に、今後のエネルギー政策の基本方針を

定めた「豊後大野市新エネルギービジョン」と、誘致した民間企業の木質バイ

オマス発電所の発電過程で発生する排熱の利用を行う「分散型エネルギーイン

フラプロジェクト・マスタープラン」の２つの計画を策定しました。 

今後は、それらの計画に基づき、再生可能エネルギーの地産地消を目指した

取組を進めます。 

(ｲ) 市営太陽光発電所管理事業 

平成 26 年度より稼動開始している、市内５か所の直営太陽光発電所の適切

な運営と維持管理を遂行し、自然再生可能エネルギーによる環境保全、地球温

暖化対策などに取り組むとともに、売電収入による自主財源の確保に努めます。 

 


