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１ 市政運営に当たっての基本的な考え方

本年４月をもって 30 年続いた「平成」という時代が幕を閉じます。この歴史上４番

目の長さとなる「平成」を振り返ると、国内外でさまざまな出来事がありました。

国内では、バブル景気とその崩壊、人口減少社会の到来など、社会・経済が大きく

変化したことに加えて、阪神・淡路大震災や東日本大震災など大規模な自然災害が発

生しました。

また、国外では、アメリカのサブプライムローンを引き金とした世界同時不況の勃

発や、ベルリンの壁崩壊、ソ連崩壊など、歴史に残るような事件や出来事が数多くあ

りました。

一方、地方においては、明治維新、戦後改革に次ぐ「第三の改革」といわれる「地

方分権改革」が本格化し、分権改革の受け皿づくりとして進められた「平成の大合併」

と呼ばれる市町村合併や、「三位一体改革」など、地方自治が大きな転換期を迎えた時

代でもありました。

本市におきましても、地方分権改革の流れの中で平成 17 年に合併し、平成 31 年度

で 15 年目という節目の年を迎えます。この 15 年目となる平成 31 年度は、普通交付税

の特例措置である「合併算定替」の最終年度となり、本市は今後、新たなステージで

市政を運営していくことになります。

さて、私が市長に就任して既に１年 10 か月が経過し、間もなく折り返しの２年とな

りますが、これまでの間、「働く場の確保」「子育て支援の充実」「学校教育の充実」を

基本政策として取り組む中で、本年度は、この３本の柱を本格始動させる年と位置付

け、各種事業を展開してまいりました。

３年目となる平成 31 年度は、その歩みを止めることなく、一歩一歩着実に、そして

前へ前へと力強く推し進めてまいります。

まず、１つ目の「働く場の確保」につきましては、本年度に作成した「豊後大野市

企業ガイドブック」を活用しながら、三重総合高校の就職希望者及び保護者を対象に

した地場企業合同説明会を引き続き開催するなど、雇用の確保に努めるとともに、県

内産出額の４割を占めるキク団地の新たな団地形成整備拡大事業や、昨年４月に操業

を開始した誘致企業の農産物加工施設増設事業を支援するなどの取組により、働く場

の確保に努めます。

次に、２つ目の「子育て支援の充実」につきましては、平成 31 年度に設置する「子

育て世代包括支援センター」に臨床心理士や保健師等の専門職を配置し、妊娠・出産・

子育てに関するさまざまな相談に応じ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支

援を提供するとともに、幼児健診時に眼科疾患等の早期発見や早期治療につなげるこ

とを目的とした視覚スクリーニング検査や、出生児の先天性風しん症候群の発症予防

を目的とした風しん予防接種費用の一部助成を新たに実施します。

また、国は本年 10 月から幼児教育・保育を無償化することとしていますが、本市で

は、他市の状況を踏まえ、平成 31 年度からの保育料を国基準の６割の額に低減すると

ともに、国の無償化が開始されるまでの間、現行の保育料の無償化を拡大することで、

子どもを安心して産み育てやすい環境づくりを進めます。
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そして、３つ目の「学校教育の充実」につきましては、「キャリア教育」の視点に立

った「連携型小・中一貫教育」や「コミュニティ・スクール」の充実を図るとともに、

いじめや不登校の解消に向けた取組を強化するため、教育支援センター「かじか」の

支援員を１名増員して平日を毎日開室とし、学校復帰に向けた段階的支援や訪問等に

よる相談活動、教職員及び保護者への啓発活動を充実します。

このほかにも、重度心身障害者医療費給付事業の自動償還払い制度の導入を始め、

耕地災害において農地及び農業用施設の速やかな復旧が可能となるよう災害復旧に係

る重機借上げに対し補助する制度や、認知症による徘徊のおそれがある高齢者を対象

とした賠償責任保険に市が保険契約者となって加入する「認知症高齢者個人賠償責任

保険事業」を新たに創設するなど、安全で安心して暮らせるまちづくりを展開してま

いります。

冒頭に述べましたように、間もなく「平成」という一つの時代が終わります。しか

し、「地方分権時代」は終わることなく続いていきます。そこで、時代の節目となる平

成 31 年度を迎えるに当たり、「地方分権時代」にふさわしい自立した持続可能な行政

運営のもとで、それぞれの地域が持つ魅力や個性、特徴を最大限に生かしながら、豊

後大野市が「元気あふれるまち」となるよう全力で取り組んでいくことを、改めて心

に誓い、「持続可能な豊後大野市づくり」にまい進してまいります。



3

２ 平成 31 年度予算編成方針

（１）国・県の動向

平成 30 年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（以下「基

本方針 2018」という。）では、「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針を

堅持し、力強い経済成長の実現に向け、一人ひとりの人材の質を高める「人づくり

革命」と、成長戦略の核となる「生産性革命」を両輪として取組を進めるとととも

に、地方創生、国土強靱化、女性の活躍、障害や難病のある方の活躍、働き方改革、

外国人材の受入れなどの施策の推進により、経済の好循環をより確かなものとし、

誰もが生きがいを持って充実した生活を送ることができる一億総活躍社会の実現を

目指すとしています。

また、本年 10 月に予定されている消費税率の引上げに伴う対応については、引上

げ前後の消費を平準化するための十分な支援策を講ずるなど、あらゆる施策を総動

員し、経済の回復基調が持続するよう、平成 31・32 年度当初予算において臨時・特

別の措置を講ずることとしています。

財政健全化に向けては、基本方針 2018 に盛り込まれた新経済・財政再生計画を着

実に推進することにより、平成 37 年度の国・地方を合わせた基礎的財政収支（プラ

イマリーバランス）の黒字化を目指すと同時に、債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引

下げを目指すことを堅持するとしており、予算編成に当たっては、我が国の財政の

厳しい状況を踏まえ、引き続き、歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直しを推

進するとともに、地方においても、国の取組と基調を合わせ徹底した見直しを進め

ることとしています。

このような方針に基づいて編成された平成 31 年度の国の一般会計予算案は、予算

規模にして、101 兆 4,564 億円（前年度比 3 兆 7,437 億円、3.8％増）となり７年連

続で過去最高を更新し、本年 10 月の消費税増税に備えた「臨時・特別の措置」や社

会保障の充実のため、初めて 100 兆円を超えました。

この中で、税収については、前年度比 5.8％増の 62 兆 4,950 億円と、過去最高額

を見込んでいるものの、新規国債発行額は 32 兆 6,598 億円としており、公債依存度

は 32.1％と依然として高く、また、国と地方を合わせた長期債務残高は、平成 31

年度末で 1,122 兆円と見込まれるなど借金依存の体質は引き続き変わらない状況と

なっています。

次に、平成 31 年度地方財政対策では、地方財政計画の総額は前年度比 2.7％程度

増の 89 兆 2,500 億円程度と７年連続で増加しており、その主な要因は、高齢化に伴

う社会保障費の伸びや、防災・減災、国土強靱化の緊急対策に伴う財政需要による

ものとなっています。

地方税や地方交付税を始め自治体が自由に使途を決められる一般財源総額は、

1.0％増の 62 兆 7,072 億円と過去最高水準が見込まれており、地方交付税の総額は、

最終的に 1.1％増の 16 兆 1,809 億円で７年ぶりの増加となりました。

本年 10 月から始まる幼児教育・保育の無償化に係る財源も確保され、政府は初年

度の半年分に限り全額国費で負担することで地方と合意したため、地方負担分を措
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置する「子ども・子育て支援臨時交付金（仮称）」として 2,349 億円が計上されてい

ます。

歳出では、防災・減災、国土強靱化に関する国の３か年緊急対策に基づく補助事

業を自治体が円滑に実施できるよう、投資的経費に１兆 1,518 億円が計上、さらに、

単独事業としての防災インフラ整備を支援する地方財政措置も創設され、「緊急自然

災害防止対策事業費」として 3,000 億円が計上されています。

公共施設の老朽化対策を支援する「公共施設等適正管理推進事業費」は、前年度

と同額の 4,800 億円が、地方創生を推進する観点から「まち・ひと・しごと創生事

業費」には引き続き１兆円が計上されています。

大分県は、４月に統一地方選挙が予定されていますが、県政の停滞を招くことの

ないよう、激甚化する自然災害への対策や子ども・子育て支援など喫緊の政策課題

に対応する新規事業については、当初予算で必要に応じて対応することとしていま

す。

また、安心・活力・発展の大分県づくりを下支えし、災害などの不測の事態にも

対応していくためには、行財政基盤を強化していくことが不可欠であり、健全な財

政運営に必要と考える標準財政規模の 10％相当額（324 億円）の財政調整用基金残

高の確保に向け、「行革マインド」を持って、引き続き「大分県行財政改革アクショ

ンプラン」を着実に実行することとし、政策予算、部局枠予算は前年度当初予算の

額の範囲内、投資的予算においては、継続事業を含め前年度当初予算の 70％の範囲

内としています。

（２）本市の財政状況

平成 29 年度決算を財政指標から見ると、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は

89.1％と平成 28 年度から 3.4 ポイント悪化しており、合併算定替の段階的縮減に比

例した財政硬直化の進展が懸念される状況となっていますが、これまでの行政改革

集中改革プランにおける起債シーリングや市債の繰上償還等により、実質公債費比

率は 4.8％と平成 28 年度から 0.2 ポイント改善、将来負担比率については、平成 24

年度以降は発生しておらず、現在のところ本市の健全化判断比率は基準を下回って

います。

また、市の貯金である基金については、一般会計で平成 29 年度末残高は約 194

億円で、合併初年度と比較して約 141 億円の増額となっています。

しかしながら、今後については、高齢化の進展に伴う社会保障費や既存公共施設

の更新・長寿命化対策経費の増加が予測されるほか、合併に伴う地方交付税の優遇

措置が終了することから、安定的な市民サービスの提供や活力あるまちづくりを行

うためには、政策的経費のみならず、経常経費を含め、施策の重点化とメリハリの

ついた予算とすることにより、社会の変化に対応した持続可能な財政運営を確立し

ていくことが必要となってきます。
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（３）平成 31 年度予算編成の基本的な考え方

平成 27 年度から、合併による普通交付税の優遇措置が段階的に縮減され、平成

31 年度が最終年度となります。一部に、一本算定の見直しが図られる緩和措置が講

じられることとなったものの、財源が縮減していくことに変わりはなく、歳出面で

の更なる効率化が求められるなど、本市の財政状況は、厳しさを増していくものと

考えられます。

一方、本市は、人件費の抑制を始め事務事業を見直し、継続的に行財政改革に取

り組んできました。その結果、地方債の縮減や基金の造成がなされ、財政状況は改

善し、大型事業に着手し得る状況が創り出されました。

そこで、平成 31 年度は、本市の将来を見据えた喫緊の課題の解決に向け、大きく

前進させる年と位置付け、基金や優良債を積極的に活用し、戦略的に大型プロジェ

クトを推進していきます。併せて、必要な行政サービスの水準を確保しながら、事

務事業の見直しを一層徹底するとともに、「スクラップ・アンド・ビルド」の原則の

下、既存事業の縮小又は廃止により財源を捻出するなど、歳入に見合った歳出予算

を編成するという基本姿勢に立ち、持続可能な財政運営を目指した予算編成を行い

ました。
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３ 平成 31 年度予算の概要

（１）総額

平成 31 年度の予算総額は、前年度の予算額と比較して、15.7％増の 291 億 3,200

万円となり、過去最高額となりました。

伸び率の主な要因は、庁舎等整備事業、白鹿浄化センター設備改良事業、園芸産

地整備事業、図書館建設事業などの実施によるものです。

（２）歳入

市税は、前年度とほぼ同額でプラス 1.8％を見込み、地方譲与税や交付金は県の

試算値を用いて増額計上となっています。

普通交付税は増額計上となっており、本年度は補正予算に対応するための財源を

確保（留保）して予算計上しましたが、平成 31 年度は、試算値のほぼ全額を計上し

ています。

そのほか、国庫支出金については、公営住宅建設事業やプレミアム付商品券事業

の実施に伴う前年度比 3.1％の増額、県支出金については、農業用施設災害復旧事

業の減などがあるものの、園芸産地整備事業の実施等に伴い前年度比 11.9％の増額、

寄附金については、ふるさと応援寄附金の増により前年度比 42.9％の増額、市債に

ついては、庁舎等整備事業や白鹿浄化センター設備改良事業等の大型事業の実施に

より前年度比 181.2％の増額となっています。

（３）歳出

歳出予算を款別に見ると、まず、議会費については、議員報酬の減などにより、

2.3％減の１億 7,698 万 3 千円となっています。

総務費については、庁舎等整備事業などの実施により、47.1％増の 59 億 5,987

万３千円となっています。

民生費については、障害福祉サービス事業や幼児教育・保育の無償化に伴う教育・

保育施設運営事業の増などにより、3.7％増の 81 億 342 万６千円となっています。

衛生費については、白鹿浄化センター設備改良事業の増などにより、49.1％増の

31 億 3,984 万１千円となっています。

労働費については、1,839 万９千円で前年度と同額となっています。

農林水産業費については、園芸産地整備事業の増などにより、42.8％増の 26 億

8,848 万２千円となっています。

商工費については、プレミアム付商品券事業や観光施設整備事業（リバーパーク

犬飼施設改修）の増などにより、57.8％増の５億 7,409 万４千円となっています。

土木費については、道路橋梁新設事業や市営住宅整備事業（市原住宅建替）の増

などにより、18.7％増の 19 億 6,867 万円となっています。

消防費については、高規格救急車・消防ポンプ車の更新や防災行政無線の基本設

計などの実施により、16.3％増の 10 億 7,569 万３千円となっています。
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教育費については、スポーツ施設管理事業（大原総合体育館改修事業）などの減

があるものの、図書館建設事業の増などにより、5.5％増の 21 億 3,639 万７千円と

なっています。

災害復旧費については、農業用施設災害復旧事業の減などにより、69％減の３億

5,703 万８千円となっています。

公債費については、元金・利子償還額の減により、2.2％減の 28 億 8,310 万３千

円となっています。
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４ 主要施策及び重点事業

「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」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

農業を基幹産業とする本市では、将来にわたって「農地を活かす、人を活かす」

農業を目指すため、第３次農業振興計画に基づき、「人づくり」、「ものづくり」、

「システムづくり」を基本施策とした各種事業に取り組みます。

まず、「人づくり」においては、インキュベーションファーム事業による新規就

農者の確保・育成や親元就農を柱とした後継者の確保など、農業の担い手確保・

育成事業に取り組みます。また、農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者の

育成を図るとともに、集落の中心的な担い手である集落営農法人の組織力・連携

体制の強化を図ります。さらに、地域との調和を保ちながら企業の農業参入を関

係機関と連携し進めます。

次に、「ものづくり」においては、水田農業の生産振興を図るため、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の推進

や、水田フル活用ビジョン及び水田畑地化による収益性の高い園芸品目の導入に

取り組みます。園芸作物の振興については、ＪＡ各部会と連携を図り、戦略・重

点品目を中心に生産拡大と新規栽培者の確保や安全・安心農業の推進として「Ｇ

ＡＰ」認証取得に引き続き取り組み、高品質・安定生産技術の普及定着に努めま

す。また、「県戦略品目強化対策事業」として、県内産出額の４割を占めるキク団

地の新たな団地形成整備拡大事業や、「強い農業・担い手づくり総合支援交付金事

業」として、昨年４月に操業を開始した誘致企業の農産物加工施設増設事業を支

援し、雇用創出による「働く場の確保」に努めます。畜産振興については、平成

29 年９月に宮城県で開催された第 11 回全国和牛能力共進会における「種牛の部

日本一」の快挙を契機に、畜産技術力の更なる向上と「おおいた豊後牛」「おおい

た和牛」のブランド強化に努めるとともに、優良雌牛の保留や導入の支援、高能

力乳牛の導入の支援に継続して取り組みます。

次に、「システムづくり」においては、遊休農地の拡大防止と効率的な土地利用

を図り、規模拡大による経営体の生産性の向上を目指した農地流動対策に取り組

みます。この取組に当たっては、土地利用調整システムを利活用した実効性のあ

る人・農地プランの策定を推進し、担い手への農地集積が円滑かつ効率的に図ら

れる仕組みづくりに努めます。また、地産地消プロジェクトの推進や地域ブラン

ドの確立と販売戦略の構築、農商工観による６次産業化にも取り組みます。

これらの取組のほかに、農業生産基盤整備については、戦略品目等の生産性向

上を図るため、基盤整備事業による担い手への農地集積や農業の高付加価値化を

進めるとともに、老朽化した農業水利施設の更新・長寿命化対策や、ため池の防

災減災対策に取り組みます。また、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等
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の進行に伴い集落機能が低下し、地域の共同活動が困難となっていることから、

農用地・水路・農道等の地域資源の保全管理活動を支援するための多面的機能支

払制度を推進し、持続可能な農業農村づくりに継続して取り組みます。

耕地災害復旧事業については、近年の災害発生規模や復旧工事の進捗等を踏ま

え、今後の甚大な災害に対処するため、災害復旧に係る重機借上げ補助制度を創

設し、農地及び農業用施設の速やかな復旧が可能となるよう支援します。

有害鳥獣被害対策については、豊後大野市鳥獣被害防止計画に基づき、「捕獲対

策」「被害防止対策」「集落環境対策」を柱に市猟友会等と連携しながら農林業被

害の軽減に努めます。また、豊後大野市鳥獣被害対策協議会による金網柵の貸与

や狩猟免許取得講習会への助成を継続して行います。

≪主要事業≫

□ 農政企画事業 64,893 千円

□ 担い手支援事業 108,795 千円

□ 園芸振興事業 881,265 千円

□ 中山間地域直接支払事業 399,624 千円

□ 畜産業振興事業 50,988 千円

□ 県営等土地改良事業 148,026 千円

□ 市営土地改良事業 55,512 千円

□ 多面的機能支払交付金事業 109,098 千円

□ 有害鳥獣被害防止対策事業 11,085 千円

□ 有害鳥獣捕獲事業 60,396 千円

② 林業の振興

林業振興については、持続可能な森林資源を確保するため、森林づくりの指針

である「豊後大野市森林整備計画」に基づき、主伐・再造林を一体的に実施する

林業事業体の育成はもとより、主伐期を迎える森林の間伐等の実施や伐採後の再

造林及び保育間伐等の事業を推進し、森林の健全化を図ります。

また、平成 31 年度に導入される森林環境譲与税（仮称）を財源とした新たな森

林管理システムを円滑に運用できるよう準備を進めるとともに、関係機関と連携

を図りながら森林環境譲与税（仮称）の効果的な活用を検討します。

椎茸生産については、乾椎茸の生産量が減少傾向にある中、質・量ともに日本

一を誇る大分乾椎茸の主要生産地として、今後も生産量拡大に向け、担い手の確

保・育成や種駒補助を始め、機械導入や路網の整備など生産施設の整備に取り組

みます。

≪主要事業≫

□ 造林事業 16,001 千円

□ 椎茸種駒補助事業 8,405 千円

□ 椎茸生産基盤整備事業 7,195 千円
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③ 工業の振興

企業誘致については、企業の地方進出等に関する情報収集や情報発信に努める

とともに、関係機関と連携を図りながら誘致に努めます。一方、誘致企業等に対

しては、指定立地企業助成金や過疎地域自立促進特別措置法等に基づく税制上の

優遇措置等について、企業訪問等により周知することで工場の増設等を働きかけ

ます。また、中小の地場企業に対しても、「豊後大野市導入促進基本計画」及び「豊

後大野市税特別措置条例」に基づく市税の軽減措置の周知に努め、競争力強化の

ための先端設備等の導入の促進に努めます。

雇用の確保については、本年度に作成した「豊後大野市企業ガイドブック」を

活用しながら、三重総合高校の就職希望者及び保護者を対象にした地場企業合同

説明会や、地場企業、誘致企業、公共職業安定所、三重総合高校などの関係機関

との意見交換会の開催等により就業支援に努めます。

中小企業等の振興については、「豊後大野市中小企業・小規模企業活性化基本条

例」の理念に基づき、創業資金や中小企業者の経営に必要な設備資金に係る融資

の斡旋や保証料の補助を市内金融機関や大分県信用保証協会と協調して行うとと

もに、小規模事業者経営改善資金利子補給についても継続して実施するなど、本

市経済の持続的な発展に努めます。

≪主要事業≫

□ 中小企業振興資金預託金 30,000 千円

□ 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 7,907 千円

④ 商業・サービス業の振興

商業・サービス業の振興については、市商工会との連携強化はもとより、生産

性向上特別措置法などの優遇制度の周知に努め、人手不足への対応や労働生産性

の向上を目的とする設備投資の促進に努めます。

また、「豊後大野市創業支援事業計画」に基づき、大分よろず支援拠点や大分ス

タートアップセンター、市商工会と連携しながら、創業希望者に対しセミナーを

開催するなど、創業支援に取り組みます。

さらに、市民の地域内での消費喚起を促すことを目的として市商工会が実施す

るプレミアム商品券の発行を継続して支援するとともに、大分市でのＰＲショッ

プの事業展開や首都圏等における商談会などを実施し、市内産品の販路拡大を図

ります。

≪主要事業≫

□ 商工会補助金 18,000 千円

□ 商業活性化支援事業補助金（プレミアム商品券補助） 11,100 千円

□ 特産品販路拡大事業 15,482 千円
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⑤ 観光の振興

観光振興については、「豊後大野市観光振興ビジョン」に基づき、豊富な地域資

源を生かした「体験型」・「交流型」の観光施策を柱に取組を進めます。

観光イベントについては、本年度に見直した観光イベント補助金の基本方針に

基づき、「市が推進・推奨するイベント」と「協働推進型イベント」をすみ分けす

る中で、各実行委員会と協議しながら、補助金のより効果的な運用を図ります。

観光施設の管理については、指定管理や地元への委託など管理する形態が異な

っていることから、各施設の利用状況等を踏まえ設置目的に応じた効果的かつ適

正な運営に努めます。また、道の駅研究会との連携により観光情報の発信強化に

努めます。

≪主要事業≫

□ 観光イベント補助金 33,507 千円

□ 観光施設一般管理事業 49,671 千円

□ 里の旅公社補助金 16,600 千円

□ 道の駅等管理事業 13,167 千円

⑥ 雇用環境の向上

人材不足が深刻化する中、職種や雇用条件、生活環境の不適合などによる雇用

のミスマッチや、女性の就業機会の不足など地域で生かされない潜在的な労働供

給力を地域の雇用に的確につなげる取組が必要となっています。

本市では、こうした雇用を生み出す取組として、平成 29 年 12 月から豊後大野

市地域雇用創造事業を実施してきました。最終年度となる平成 31 年度は、各種セ

ミナーなどの雇用創出事業を計画的に遂行するとともに、雇用創出実践メニュー

である地域ブランド品（新商品）の開発と豊後大野を巡る観光プログラムの作成

をさらに追求することによって、新たなビジネス分野を開拓し、雇用の創造と地

域経済の活性化を図ります。

≪主要事業≫

□ 地域雇用創造協議会補助金 6,000 千円

（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

健康増進については、健康寿命の延伸を図るため、「健診受診率の向上と保健指

導の充実」、「生活習慣病の重症化予防」、「健康づくりの普及啓発」及び「医療費

の適正化推進」の４つを柱に、関係機関と協働した各種健康増進事業に取り組み

ます。特に、壮年期以降の歯科口腔面の健康づくりを推進するため、平成 31 年度

から市歯科医師会の協力の下、歯周疾患健診事業に取り組み、生活習慣病対策の

拡充を図ります。

自殺対策については、これまで、関係機関や地域の仲間づくり推進員と協働し
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て取り組んできた結果、自殺死亡率が減少してきました。平成 31 年度からは、本

年度に策定する「豊後大野市自殺対策行動計画」に沿って、保健、医療、福祉、

教育、労働その他の関連施策との有機的な連携を図りながら、総合的な事業推進

を行います。

母子保健については、平成 31 年度に設置する「子育て世代包括支援センター」

と連携して、妊産婦や子育て家庭が抱える母子保健及び育児に関するさまざまな

悩み等に円滑に対応するとともに、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援が

提供できる体制づくりに取り組みます。また、「愛育会」の育成や活動を支援し、

地域ぐるみで子育てを支援するネットワークの強化に努めます。さらに、平成 31

年度から幼児健診において、新たに眼科疾患等の早期発見や早期治療につなげる

ことを目的とした視覚スクリーニング検査を実施し、母子保健事業の充実を図り

ます。

食育推進については、本年度に中間見直しを行う「第２次豊後大野市食育推進

計画」に基づき、農林業や商工観光、環境、教育等の分野と協働して啓発活動や

各種事業に取り組みます。また、地域で食育活動を推進する「食生活改善推進協

議会」の育成や活動を支援するとともに、関係機関や団体の代表者で構成する食

育推進協議会の開催等により連携強化を図ります。

予防接種については、市民の感染症拡大防止と疾病予防を推進するため、予防

接種法に基づく定期及び任意予防接種を市医師会の協力の下、引き続き実施しま

す。また、平成 31 年度から新たに出生児の先天性風しん症候群の発症予防を目的

に、妊娠を希望する女性等に対し、風しん予防接種費用の一部を助成します。

地域医療の充実については、市民が安心して治療を受けられるよう、市民病院

と地域の医療機関が緊密な連携を図るとともに、現行の救急医療体制や休日・時

間外の小児救急医療体制を維持します。

≪主要事業≫

□ 健康づくり増進事業 66,440 千円

□ 精神保健事業 3,429 千円

□ 母子保健事業 29,773 千円

□ 食育推進事業 1,218 千円

□ 予防接種事業 83,472 千円

□ 地域医療推進事業 378,070 千円

② 地域福祉の充実

「地域共生社会」の実現に向け改正された社会福祉法が昨年４月に施行され、

地域住民等が把握した地域生活課題の解決に支援関係機関が連携して取り組むこ

ととなったことから、今後、包括的な相談支援体制及び地域課題を解決する体制

の構築に取り組みます。

また、地域福祉の推進のため、関係団体等と連携を図るとともに、民生・児童

委員協議会への活動費補助や社会福祉協議会への運営費補助を行い、事業を円滑
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に推進するための支援を行います。さらに、これまで隔年で開催していた地域福

祉推進大会を、平成 31 年度から毎年開催とし、社会福祉協議会と協働して取り組

むことで地域住民の地域福祉への主体的な参加を促します。

遺族会援護事業については、戦没者追悼式の開催や遺族会への補助金の交付な

ど戦没者遺族の福祉の増進に寄与し、恒久平和を祈念します。

避難行動要支援者対策事業については、災害時に支援の必要な方の名簿を基に、

避難支援関係機関等へ情報を提供するなど関係機関との連絡調整を行います。

≪主要事業≫

□ 民生・児童委員関係補助事業 7,031 千円

□ 社会福祉協議会支援事業 55,250 千円

□ 遺族会援護事業 1,037 千円

③ 結婚・出産・子育て支援の充実

結婚支援については、少子化の要因の一つとなっている未婚化・晩婚化への対

策として、結婚相談会の開催やボランティアとして活動する婚活サポーターの育

成等により、結婚を希望される方を支援します。また、結婚希望者同士の相互理

解を図る機会としての役割をより果たせるよう、婚活イベントの内容等を充実し

ます。

子育て支援については、平成 31 年度に設置する「子育て世代包括支援センター」

に臨床心理士や保健師等の専門職を配置し、多職種とのネットワークを強化する

とともに、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援をすることで安心して子育

てできる環境を整えます。

また、放課後児童の安全・安心な居場所づくりを進めるため、平成 31 年度から

市内 13 の児童クラブに作業療法士等の専門職を派遣し、児童クラブ施設の環境改

善や支援員のスキルアップを図ります。

要保護児童関連やひとり親の自立支援については、相談体制の充実に努めると

ともに、地域子育てサポート事業や家庭訪問型子育て支援事業（ホームスタート）

を含む地域子育て支援拠点事業、子育てほっとクーポン活用事業、子育て応援券

給付事業など、子育て世帯に必要な支援を継続して行います。

また、平成 31 年度は、「第２次豊後大野市キラキラこどもプラン（子ども・子

育て支援事業計画）」の計画期間の最終年度であることから、本年度に実施したニ

ーズ調査の結果やこれまでの事業を検証しながら次期計画を策定します。

保育料について、国は、本年 10 月から幼児教育・保育を無償化することとして

いますが、本市では、他市の状況を踏まえ、平成 31 年度からの保育料を国基準の

６割の額に見直すとともに、国の無償化が開始されるまでの間、国の無償化の対

象となる児童及び第２子以降の保育料を無償化することで、子どもを産み育てや

すい環境づくりに取り組みます。

≪主要事業≫

□ 婚活支援事業 3,000 千円
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□ 子ども医療費助成事業 118,068 千円

□ 利用者支援事業 5,447 千円

□ 教育・保育施設運営事業 1,229,741 千円

□ 放課後子どもプラン推進事業 79,024 千円

□ 保育対策等促進事業 76,350 千円

④ 高齢者福祉の充実

我が国では、世界でも類を見ない速さで少子高齢化が進行し、それによる社会

保障費や医療費の増大、介護人材の不足といった課題に直面しています。

本市においても、高齢化率が 42％を超える中で独居高齢者や高齢者のみの世帯

も多いことから、今後さらに高齢者福祉施策の推進と介護保険制度の円滑な運営

を図っていく必要があります。

このような中、昨年３月に「豊後大野市老人福祉計画及び第７期介護保険事業

計画」を策定し、地域包括ケアシステムを深化・推進するための取組や、地域共

生社会の構築に向けた取組を進めているところです。

具体的には、市・町単位で設置した、生活支援コーディネーター（地域支え合

い推進員）や生活支援サービスの提供主体等で構成する協議体を中心に、高齢者

の支え合いのシステムを構築します。また、介護予防・日常生活支援総合事業や

在宅医療・介護連携を推進するとともに、高齢者の自立支援・重度化防止への取

組、地域包括ケアシステムの中核的な役割を担う地域包括支援センターの更なる

強化等を進めます。

さらに、今後増加が見込まれる認知症高齢者への支援として、認知症による徘

徊のおそれがある高齢者を被保険者とし、事故等により第三者に負わせた被害を

補償する賠償責任保険に市が保険契約者となって加入する「認知症高齢者個人賠

償責任保険事業」を新たに創設し、認知症の方やその御家族が安心して暮らすこ

とのできるまちづくりを推進します。

≪主要事業≫

□ 生活支援体制整備事業 10,101 千円

□ 認知症施策推進事業 14,550 千円

□ 認知症高齢者個人賠償責任保険事業 232 千円

（認知症予防推進対策事業 1,848 千円のうち）

⑤ 障がい者福祉の充実

障がい福祉サービスについては、「第２期豊後大野市障がい者基本計画」及び「第

５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画」に基づき、障がいがあっても地

域の中で安心して生活できるようサービスの充実を図ります。

障がい者相談支援事業における一般相談では、身体・知的・精神の障がい及び

発達障がいに関する相談に対し、委託事業所が有する知識や経験、ネットワーク

により専門的な指導・助言を行います。
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障がい福祉サービス事業では、障がい児（者）個々のサービス利用計画を策定

し、ニーズに応じた適切なサービス提供を目指します。

また、障害者総合支援法等の改正により、障がい児（者）と高齢者が同一の事

業所でサービス利用できる「共生型サービス」が位置付けられるなど、地域共生

社会の実現に向け、障がい福祉と他の施策との更なる連携が求められることから、

相談支援事業所とサービス提供事業所及び関係機関が協働して取り組むことので

きる体制づくりを推進します。

重度心身障害者医療費給付事業については、平成 31 年度に市窓口での償還払い

申請手続きが不要となる自動償還払い制度を導入し、助成対象者の負担軽減に努

めます。

また、豊後大野市手話言語条例に基づき、手話が言語であることへの理解を促

進するため、ケーブルテレビ自主制作番組での手話放送に引き続き取り組みます。

≪主要事業≫

□ 障害者相談支援事業 20,000 千円

□ 重度心身障害者医療費給付事業 135,261 千円

□ 障害福祉サービス事業 1,278,126 千円

⑥ 社会保障の充実

生活保護支援について、本市の保護動向をみると、人口千人当たりの保護率は、

福祉事務所が発足した平成 17 年度の 10.88 人から、人口減少が大きな要因となっ

て、平成 29 年度には 15.60 人に増加しています。また、扶助費についても同様で、

特に被保護者の高齢化の影響等により医療扶助が毎年増加しています。

こうした状況に対応するため、生活保護の適正な運営を確保するとともに、就

労支援員の配置やハローワークとの連携により、保護受給者への就労支援を実施

します。

生活困窮者に対する支援については、生活保護に至る前の段階における自立支

援策の強化を図るため、生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者対策として、

「生活困窮者自立支援事業」に取り組むとともに、生活困窮者からの相談に包括

的に対応する自立相談支援や家計相談支援、子どもの学習支援を引き続き実施し

ます。

また、生活困窮者の中には複数分野の課題を抱える方も多く、生活困窮者相談

窓口だけでは対応が困難なケースも見られることから、関係機関や関係団体、地

域住民と連携し、支援できる体制づくりを進めます。

≪主要事業≫

□ 生活保護事業 1,042,093 千円

□ 生活保護受給者就労支援事業 4,563 千円

□ 生活困窮者自立支援事業 14,535 千円
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（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

市民の日常生活を支える交通手段を確保し利便性の向上を図るため、コミュニ

ティバス及びあいのりタクシーの安全で安定した運行を維持するとともに、市外

及び市内地域間の広域的な移動を担う路線バスの運行の維持確保に努め、コミュ

ニティバスと路線バスの連携等を通じて、持続可能な公共交通網の整備に取り組

みます。また、コミュニティバスのルートやダイヤ等に対する要望については、

沿線自治会や運行事業者など関係機関との連携を図りながら、市民の声を可能な

限り運行計画に反映するよう努めます。

市道の新設改良については、居住地から各生活拠点や市内中心部へ快適で安全

な移動や歩行ができ、また経済活動の活性化も期待されることから、平成 28 年度

から平成 32 年度までを計画期間とする「豊後大野市過疎地域自立促進計画」に基

づき、計画的な実施に努め、早期完成を目指します。

また、市道の維持管理事業については、老朽化した舗装等の道路施設の改修や、

視距改良、離合所の設置等により利便性の向上及び通行の安全を図るとともに、

道路環境の保持に努めます。また、道路の重要構造物である橋梁及びトンネルに

ついては、定期的な点検と長寿命化修繕計画に基づく計画的な補修工事により、

ライフサイクルコストの低減に努めます。

≪主要事業≫

□ 路線バス運行補助事業 50,825 千円

□ 地域公共交通活性化事業 94,088 千円

□ 道路橋梁新設事業 549,010 千円

□ 市道維持管理事業 360,087 千円

② 上下水道の整備

水道は、住民の生活に直結し健康を守るために欠くことのできないライフライ

ンです。そのため、将来にわたって安定的に事業を継続することを目的に、平成

29 年度に策定した｢豊後大野市水道事業経営戦略｣に基づき、平成 31 年度から清

川、緒方、大野及び犬飼簡易水道事業を上水道事業（三重、千歳）に事業統合し、

経営基盤を強化するとともに地域住民サービスの維持・向上等を図ります。また、

良質で安全な水を安定的に供給するため、適切な施設の維持管理・運営に努め、

老朽化した水道施設及び管路の長寿命化並びに適切な更新を図ります。

生活排水の処理については、「豊後大野市生活排水処理施設整備構想」に基づき、

河川や用水路などの公共用水域の水質の保全、公衆衛生の向上を図るため、農業

集落排水、公共下水道及び市町村設置型浄化槽などの処理施設の適正管理、並び

に合併浄化槽の普及促進など、生活排水の適切な処理を推進します。特に、くみ

取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を図るため、引き続き、

浄化槽設置整備事業に基づく補助を行い、生活排水処理率の向上に努めます。
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≪主要事業≫

□ 水道事業 88,933 千円

□ 生活排水処理事業 298,141 千円

③ 住宅環境等の整備

市民の生命、財産及び健康を守るため、がけ地に近接している住宅の移転に対

する助成を行うとともに、昭和 56 年以前の木造建築物の耐震診断及び改修に係る

費用、建築物のアスベスト含有調査に係る費用に対して助成します。また、近隣

や通行人に損害を与える危険性のある空き家については、「豊後大野市空家等対策

計画」に基づき、空き家の諸問題を周知・啓発するなど、空き家の適正管理の推

進を図るとともに、老朽危険空き家の除却費用に対し助成します。

市営住宅については、「公営住宅長寿命化計画」に基づき、安全で快適な居住環

境を提供するため、建替事業では、三重町市原住宅を継続して整備し、建設事業

では朝地住宅を、ストック総合改善事業では緒方駅前住宅を整備します。また、

住宅環境の整備を図るため、適切な維持管理を行うとともに、老朽化した危険な

市営住宅を計画的に取り壊します。さらに、財政の健全化と市民負担の公平性を

図るため、引き続き滞納家賃の徴収を強化します。

都市公園については、市民が安全に利用できるよう適切な維持管理に努めます。

≪主要事業≫

□ 住宅家賃等支払及び明渡訴訟事業 2,041 千円

□ 市営住宅整備事業 438,568 千円

□ 公園管理事業 5,206 千円

□ 住宅･建築物安全ストック整備事業 11,475 千円

□ 空き家対策事業 15,199 千円

④ 土地利用・景観の整備

本市の中心地である三重町駅周辺の都市機能を高め、賑わいの創出を図るため、

本年度から取り組んでいる都市再生整備計画事業を実施するとともに、賑わいの

創出による活性化と人材育成を図るため、「市民会議ぶんごおおの未来カフェ」を

引き続き開催します。

また、市内の美しい景観を保全・形成し次世代に継承していくため、「景観条例」

の制定と「景観計画」の策定に取り組み、併せて、良好な景観を損なう樹木等の

伐採を行う景観修復事業にも取り組みます。

さらに、本市の将来を見据えた持続可能なまちづくりを進めるため、平成 23

年度に策定した「豊後大野市都市計画マスタープラン」を見直すとともに、「立地

適正化計画」の策定に着手します。

≪主要事業≫

□ 都市再生整備事業 185,903 千円

□ ぶんごおおの未来カフェ事業 3,036 千円
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□ 景観修復事業 3,630 千円

□ 都市計画見直し事業 6,964 千円

⑤ 環境衛生の推進

一般廃棄物処理については、ごみ・し尿等収集計画表を配布するとともに、ご

み収集情報などがスマートフォン等で確認できる「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、排出に対応します。

また、循環型社会を構築するため、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、住民・事業者・行政が連携して行う３Ｒ運動など、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、清掃センター基幹的設備の延命化工事の完了

によりダイオキシン類の削減や二酸化炭素の排出削減目標が達成されており、今

後も安定的かつ適正な廃棄物処理に努めながら施設の管理運営を行います。また、

平成 39 年度から稼働する次期施設の整備については、関係自治体と協議を重ねな

がらごみ処理の広域化に向け取組を進めます。

白鹿浄化センターについては、基幹的設備改良工事を実施し、今後の維持補修

費の削減を図るとともに安定した運転稼動を行います。また、今後の定員管理や

維持管理費の削減を目的に運転管理業務を委託します。

葬斎場管理運営については、人生最終の大礼にふさわしい施設として、市民が

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。

そのほかにも、公衆衛生に関する公営水道区域外の飲料用水施設等の整備や、

狂犬病予防など衛生的な居住環境の確保にも取り組みます。

≪主要事業≫

□ 一般廃棄物処理事業(清掃センター） 545,411 千円

□ 一般廃棄物処理事業(白鹿浄化センター） 217,468 千円

□ 白鹿浄化センター設備改良事業 877,611 千円

□ 葬斎場管理運営事業 52,745 千円

□ 飲料用水施設改善補助事業 13,330 千円

□ 公衆衛生事業 5,630 千円

⑥ 移住・定住の促進

本市では、平成 24 年２月に空き家バンク制度を開始して以降、移住・定住の促

進策として、持家取得助成金や空き家成約奨励金、空き家改修補助金等の各種補

助事業に取り組んでおり、引き続き、おおいた暮らし相談窓口や県と連携しなが

ら、移住希望者に対して本市の移住・定住に関する情報を発信するとともに、移

住相談会において本市の魅力をＰＲしていきます。また、市ホームページの移住・

定住支援情報に加えて、平成 31 年度から移住・定住促進の外部ポータルサイトの

新設や、ハローワークと連携した求人情報、子育て支援に関する情報を掲載する
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など、提供する情報の充実を図ります。

オリジナル住宅事業については、昨年 10 月から定住人口の増加と地域の活性化

を目的に旧大野高校跡地の宅地分譲を開始し、これまで好調に推移しています。

今後は、残りの宅地をすべて分譲できるよう取組を進めます。

≪主要事業≫

□ 定住促進住宅補助事業 12,416 千円

□ 定住促進空き家対策事業 25,471 千円

□ オリジナル住宅事業 3,159 千円

□ 生涯活躍のまちづくり推進事業 1,504 千円

⑦ 交通安全・防犯対策の推進

交通安全及び防犯対策については、市民が安全で安心して生活できるよう、引

き続き、関係機関・団体等と連携して取り組むとともに、市民一人ひとりの交通

安全意識と防犯意識の高揚を図り、地域ぐるみによる「安全・安心なまちづくり」

を推進します。

交通安全対策については、高齢運転者による交通事故抑止を図るため、「高齢者

運転免許証自主返納支援事業」を継続して実施し、高齢者が安心して自主的かつ

積極的に運転免許を返納できる環境整備に取り組みます。また、警察署や交通安

全協会などの関係機関等と連携し、高齢者や児童・生徒等への交通安全教室や街

頭啓発活動などに取り組み、市民の交通安全意識の高揚を図るとともに、危険箇

所へのカーブミラーやガードレールの設置など交通安全施設の整備を行い、安全

な道路環境づくりに努めます。

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、各種防犯活動に取り組むと

ともに、「安全で住みよいまちづくり推進大会」を平成 31 年度も引き続き開催し、

市民の交通安全意識と防犯意識の醸成に努めます。また、明るく消費電力の少な

いＬＥＤ防犯灯への更新・新設を継続し、地球環境にも配慮した防犯事業に取り

組みます。

≪主要事業≫

□ 高齢者運転免許証自主返納支援事業 2,000 千円

□ 交通安全施設整備事業 6,000 千円

□ 防犯灯施設整備事業 5,250 千円

⑧ 防災対策の充実

近年、豪雨や台風、地震等による大規模な自然災害が全国各地で発生しており、

また、今後 30 年以内に 70 から 80％の確率で南海トラフ巨大地震が発生すると予

測されていることから、これらの大規模災害に対する防災力・減災力の強化が必

要です。そのため、「豊後大野市地域防災計画」に基づき、組織体制の確立や関係

機関との連携を強化するとともに、備蓄品等の拡充を進めます。
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また、災害時に「共助」の中核となる自主防災組織の結成を推進するとともに、

訓練等を通じて組織力や防災意識の向上を図ります。加えて、自主防災組織の中

心となり地域防災のリーダーとして活動していただく防災士の養成に取り組みま

す。

さらに、現行のアナログ式防災行政無線を、ＩＰ通信網を利用した防災行政無

線に変更し防災行政情報伝達手段の多重化に取り組みます。

≪主要事業≫

□ 防災行政無線基本・実施設計業務委託 35,156 千円

□ 防災行政無線施設維持管理事業 12,602 千円

□ 震度計情報システム移設工事 7,876 千円

□ 自主防災組織活動事業費補助金 1,900 千円

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、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、消防施設や資器材の充実強化を図りながら、日常から各種災害を

想定した訓練を重ね、市民の負託に応えるべく組織の資質向上に努めます。

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、維持管理

における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、重点的な

防火査察や署員による査察を継続的に実施し、火災予防に取り組みます。

警防業務のうち救急業務については、隊員の専門的な知識と技術の向上と併せ、

事後検証会や救急症例検討会、病院実習等を通じて医療機関とのスムーズな連携

体制を構築します。また、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。消防業務については、活動時における安全管理の徹底や消防

団との連携を強化し、隣接消防本部との合同訓練の実施による連携及び協力体制

の強化並びに消防職員としての災害対応能力の向上に努めます。

消防団活動事業については、各種災害に対し迅速、確実で、より効率的に活動

できるよう、出動体制及び連絡体制の構築に努めるとともに、消防団員の安全確

保装備を整備し、地域防災力の充実強化を図ります。

消防施設整備については、消防団組織再編実施計画に基づく消防団詰所の適正

配置や、消防用水利の計画的な整備を行い、安全・安心なまちづくりを目指しま

す。

≪主要事業≫

□ 高規格救急自動車更新（本署） 42,000 千円

□ 通信指令設備部材交換 13,567 千円

□ 消防団員活動服更新事業 14,138 千円

□ 消防団詰所・車両整備事業 81,696 千円

□ 防火水槽補修・有蓋化事業 10,288 千円



21

⑩ 情報管理・情報化の推進

情報管理については、情報システムのネットワーク分離等の対策を行い、情報

セキュリティの向上に取り組んできました。平成 31 年度においても、必要な対策

を講じながら、より高いセキュリティレベルでの情報管理に努めます。

ケーブルテレビ事業の管理については、保守に加え、テレビ放送等を安定的に

加入者に提供するため、平成 28 年度から実施している放送設備機器の計画的な機

器更新を継続して行うとともに、障害の発生に備え、ケーブルテレビ伝送路障害

監視システムや災害復旧等の協定の運用を着実に履行し、早期復旧できるよう対

処します。また、地域に密着した番組作りや地域情報の発信など、市民に愛され

るケーブルテレビ放送に努めます。

携帯電話不感地域の解消については、平成 26 年度から国・県の補助を受けて「携

帯電話等エリア整備事業」に取り組み、これまで７か所の携帯電話基地局の整備

を行ってきました。残る 10 地区の携帯電話不感地域については、今後も不感地域

解消に向け、国や県、携帯電話事業者に対し粘り強く事業要望を行います。

広報広聴について、広報事業では、平成 31 年度から視覚に障がいがある方への

情報提供を充実するため、広報誌の点字版及び音声版を発行します。また、市ホ

ームページを便利で快適に利用できるよう、内容の充実と機能の向上を図ります。

広聴事業では、「ふれあいミーティング」や「みんなの意見箱」など、広く市民皆

様から市政に対する意見等を聞く取組を継続して行います。

≪主要事業≫

□ ホームページ改修委託料 1,487 千円

□ ケーブルテレビ関係機器更新工事 97,900 千円

□ 基幹電算システム改修業務委託料 52,957 千円

（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

本市に 206 ある自治会のうち、65 歳以上の高齢者が過半数を占める小規模集落

が本年１月末で 109 自治会あり、その数は 10 年前に比べ約２倍となっています。

このように、各町の周辺部地域では高齢化・過疎化が著しく、今後、自治会単独

で対応することが困難な課題が多方面に広がることが想定されるため、関係機関

と連携して地域コミュニティ活動への支援に取り組みます。

小規模集落対策については、複数の自治会が協力して地域課題に対応できるよ

う、地縁関係のある旧小学校区単位を基本に設立された「地域振興協議会」の取

組に対し、地域づくり交付金などの財政支援を行います。また、協議会の設立に

至っていない地域に対しては、関係自治会等への働きかけなどにより設立を推進

します。

また、各町に設置した「まちづくり協議会」については、自主的な地域づくり

活動に対して「まちづくり創生交付金」を交付し、個性的で魅力ある地域づくり

を支援します。
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≪主要事業≫

□ まちづくり協議会事業 29,710 千円

□ 小規模集落対策事業 15,116 千円

□ 地域活動支援事業 15,326 千円

② 協働によるまちづくりの推進

本市の市政運営における最高規範である「豊後大野市まちづくり基本条例」に

ついて、本条例を市全体へ広く浸透させる取組はもとより、他の条例や計画等に

基づき実施した事業の進捗状況等の公表など、本条例に基づく各種の取組を継続

して行います。

本年度に創設した「市民提案型協働のまちづくり活動推進事業」については、

市民活動団体等が自ら企画・提案し実施することによって、より効果的な地域課

題の解決や地域活性化を目指すものであり、平成 31 年度も継続して実施します。

平成 31 年度が最終年度となる「地域リーダー育成事業」については、地方創生

の推進と地域の課題を解決に導く地域リーダーの育成を目指し、プログラムに沿

った研修等を行います。

≪主要事業≫

□ 自治基本条例関連事業 286 千円

□ 市民提案型協働のまちづくり活動推進事業 3,022 千円

（地域コミュニティ支援事務費 9,911 千円のうち）

□ 地域リーダー育成事業 7,546 千円

③ 広域連携の推進

大分市を圏域の中心市として、本市を含む８市町の一体的かつ持続的な発展を

図るため、大分都市広域圏で策定した「大分都市広域圏ビジョン」に基づき、各

市町が役割を分担して圏域の経済を活性化し、魅力を高めるとともに、住民が安

心して快適に暮らすことができる圏域の形成に努めます。

また、圏域内の体育・文化施設等の相互利用を促進し、住民の利便性向上を図

るため、平成 31 年度から公共施設案内・予約システムの共同利用を開始します。

④ 主体的で計画的な行財政運営の推進

平成 29 年度決算において、市債残高が、合併初年度と比較して約 150 億５千万

円減少の約 232 億４千万円となり、同じく基金総額が、約 141 億４千万円増額の

約 194 億１千万円となりました。また、平成 29 年度決算における経常収支比率に

ついては、89.1％と県内でも上位に位置していますが、前年度と比べ 3.4 ポイン

ト悪化しており、本年度の中期財政計画においても、普通交付税が一本算定に移

行する平成 32 年度の経常収支比率が 94.9％、平成 34 年度には 98.9％と財政構造

の硬直化が進行する推計値となっています。

このように財政状況が更に厳しさを増す中で、平成 31 年度は「豊後大野市行政
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改革大綱」及び「第３期集中改革プラン」の最終年度となることから、事務事業

評価による事業効果の検証や、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、滞納処分の強化等に引き続き取り組むとともに、

これまでの行財政改革の検証を行いながら、多様化する行政課題に的確に対応し、

持続的・安定的な行政サービスを提供していけるよう、次期計画等の策定に向け

取り組みます。

ふるさと応援寄附金については、寄附金による自主財源の確保と地元産品等の

認知度向上を図るとともに、本市の魅力を市外・県外に情報発信していく貴重な

手段であることから、引き続き、関係機関等の協力を得ながら、個人事業者等を

訪問し、魅力ある市内産品等の掘り起こしを行い、返礼品の品揃えの充実に取り

組みます。また、いただいた寄附金については、地域課題や将来のまちづくりを

見据えた分野に活用していくことで、共感や賛同を通じた寄附のリピーターや本

市のサポーターの獲得につなげていきます。

≪主要事業≫

□ 行革推進事業 332 千円

□ ふるさと応援基金積立金 100,002 千円

（ふるさと応援寄附金事業 176,514 千円のうち）

（５）豊かな心と学ぶ意欲を育むまち

① 学校教育の充実

学校教育については、本年度は、「主体的な自己実現を目指して ～15 に春を～」

を基本方針として定めるとともに、その基本方針を達成するために７つの重点的

取組を掲げて、多面的な教育を進めてきました。平成 31 年度も引き続き重点的取

組を基本に教育実践活動を展開します。

小学校一般管理事業（英語教育推進事業）については、平成 32 年度から小学校

で本格実施される英語教育の指導体制を確立するため、その推進役として臨時講

師を４名配置し、担任と共に授業実践を重ねるとともに、授業の進め方や楽しく

学習できる教材の研究のほか、中学校英語教諭やＡＬＴとの連携を図るなど、コ

ーディネーターとしての役割も担いながら英語教育の充実を図ります。

教育支援センター運営事業については、「いじめ０と不登校０」を学校教育の目

標に掲げ、「行きたい学校、学びたい学校、楽しい学校」を目指して、子どもたち

の行動や日常生活で出される何らかのサインを見逃さない「見逃し０」運動によ

り、いじめや不登校解消の取組を進めます。

そして、これらの取組の中核を担う教育支援センター「かじか」の機能を強化

するため、支援員を１名増員して開室日を拡大し、学校復帰に向けた取組や訪問

及び電話による相談活動、教職員や保護者への啓発活動の充実を図ります。また、

スクールソーシャルワーカーや「子育て世代包括支援センター」との連携により

教育支援センターの機能向上を目指します。

小中学校施設維持管理事業については、児童・生徒の学習環境を整えるため、
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平成 28 年度から２か年かけて市内全小・中学校の普通教室や音楽室、理科室など

にエアコンを設置しました。このエアコン設置が完了して初めて迎えた昨年の夏

に「夏休みの短縮」を実施し、猛暑の中で２学期を始めましたが、熱中症等の心

配をすることなく快適に過ごすことができました。一方、学級数の多い三重中学

校では、エアコンが設置されていない特別教室での授業回数が極めて多い状況と

なっていることから、平成 31 年度にエアコンを設置し、快適な学習環境を整える

ことで、学習意欲の高揚を図ります。

教育振興事業については、学校の教育活動全体を通じて「キャリア教育」を推

進するため、「コミュニティ・スクール（学校運営協議会）」を核とした特色ある

学校づくりに取り組みます。また、「ようこそ先輩」や「はぐくみ先生」など、大

人が子どもたちに語る「生き方教室」や体験学習を９年間で計画的に取り組むこ

とで、ふるさとを知り、ふるさとに学び、ふるさとを愛する児童・生徒を育成し

ながら「連携型小・中一貫教育」の充実を図ります。

≪主要事業≫

□ 小学校一般管理事業 176,858 千円

□ 教育支援センター運営事業 7,022 千円

□ 中学校施設維持管理事業 22,337 千円

□ 教育振興事業 85,972 千円

② 生涯学習の充実

社会教育については、次代を担う青少年を、たくましく、心豊かに成長させる

ため、学校・家庭・地域・行政が一体となった青少年健全育成活動の充実を図り

ます。

具体的には、体験学習やボランティア活動、文化・芸能活動、国際交流、異文

化との交流など、さまざまな体験活動を推進することで子どもの視野を広げると

ともに、社会の変化に適応できる感性や社会性などの「生きる力」の育成や、周

りの全ての人に感謝の気持ちを持つことができる子どもの育成を図ります。また、

家庭の教育力と地域の協育力の向上を図るため、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」を実施するとともに、学校・家庭・地域における教

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、キャリア教育の充実を図るため、児童生徒農業体験活

動事業を学校教育と連携して取り組むとともに、子ども文化・郷土芸能大会事業、

実行委員会を主体として実施する成人式、青少年健全育成市民会議が主催する「次

代を担う豊後大野っ子を育てる市民のつどい」を継続して実施します。

公民館については、地域住民にとって最も身近な生涯学習の拠点として、地域

の特色を生かした教室や講座の開催に努めながら、公民館教室や講座、自主運営

クラブの活動に関する情報を広く提供します。また、幅広い年代層に対して生涯

学習活動への参加を促進するとともに、指導者等、地域人材に関する情報を提供

し、生涯学習活動の充実を図ります。さらに、自治公民館の環境を整備し、地域
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コミュニティの活性化や生涯学習活動の促進を図るため、自治公民館の新築及び

改修工事に対して補助します。公民館の指定管理者制度導入については、「公民館

運営方針」に基づき、公民館が地域の方々の生活に役立ち、地域とともに発展す

る地域主体の施設として、地域住民が集い、学び、つなぐ場となるよう、運営体

制を構築していきます。

図書館及び資料館の建設については、実施設計に基づき、幼児から高齢者に至

るまで親しみやすく利用しやすい図書館・資料館を目指して、建設に着手します。

≪主要事業≫

□ 青少年健全育成事業 6,623 千円

□ 公民館管理運営事業 76,802 千円

□ 図書館管理運営事業 52,828 千円

□ 図書館建設事業 424,887 千円

③ スポーツの振興

昨年３月に策定した「豊後大野市スポーツ推進計画」に基づき、「市民誰もが各々

のライフステージに応じて、スポーツを楽しみながら健康的な生活を送れること」

の達成に向け、スポーツ推進委員を始め、体育協会や総合型スポーツクラブ、各

町スポーツ振興会等と連携しながら取り組みます。また、市民の健康意識の向上

と運動やスポーツの習慣づくりを目的に開催する「チャレンジデー」に引き続き

取り組みます。

体育施設の管理については、市民が安心して快適にスポーツができるよう、施

設の改修や修繕等を行いながら適切な維持管理に努めます。

≪主要事業≫

□ スポーツ推進総務事業 29,645 千円

□ スポーツ施設管理事業 123,283 千円

④ 文化・芸術の振興

昨年開催した「第 33 回 国民文化祭・おおいた 2018」及び「第 18 回全国障害

者芸術・文化祭おおいた大会」では、本市において多彩な催しを行い、市内外か

ら多くの参加者や来場者でにぎわい、盛況のうちに終了することができました。

今後は、その成果を生かしながら、総合文化センター等の施設において、本市が

持つ文化芸術の魅力の発信に取り組みます。

総合文化センターについては、指定管理による管理運営を継続し、今後も民間

のノウハウの活用によって、市民に多様な文化芸術に触れる機会を提供するとと

もに、市民が主体的に行う活動を支援し、地域の文化芸術の振興を図ります。

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、定期公演を

毎月開催します。併せて、平成 31 年度は開館 10 周年を迎えることから、記念特

別公演を開催します。

朝倉文夫記念館については、巨匠朝倉文夫の足跡の調査・研究や、関連作品の
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収蔵などを進めるとともに、市民の作品発表の場の提供、公園の環境整備などに

も努め、良好な芸術鑑賞のための空間を創出します。また、大分県との共催事業

である「大分アジア彫刻展」の次回開催に向けた作品の募集や、過去の入賞作品

の紹介展の開催等に取り組みます。

国際交流については、中学２・３年生を韓国の釜山広域市機張郡長安中学校へ

派遣し、ホームステイによる文化交流を行うとともに、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通じて、異文化への興味や関心を高めるとともに、

国際感覚の豊かな人材を育成します。

≪主要事業≫

□ 朝倉文夫記念館自主事業 2,732 千円

□ 朝倉文夫記念公園管理事業 23,356 千円

□ 大分アジア彫刻展事業 3,900 千円

□ 総合文化センター管理事業 139,554 千円

□ 神楽会館管理事業 6,479 千円

□ 中学校国際交流事業 1,800 千円

⑤ 文化財等の保存・継承

本市は、県下屈指の埋蔵文化財の宝庫であり、これら埋蔵文化財のうち、特に

前方後円墳群について、より上位の文化財指定を受けるために、引き続き調査を

行います。また、豊後大野地域を特徴づける仏教美術である石幢（せきどう）・宝

篋印塔（ほうきょういんとう）や、日本一を誇るアーチ式石橋群などの石造文化

財を始めとする文化財の適切な維持管理に努めます。さらに、私たちの先人が築

き上げた水路網や棚田などの文化的な農村景観について、今後も大学などの専門

機関による調査を行い、「大野川流域の文化的景観」としての選定を目指します。

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、

引き続き、ジオガイド養成や調査・相談、社会教育・学校教育活動における地域

学習の支援に努めるとともに、新資料館の整備に向けて展示計画等の準備を進め

ます。

また、ジオパークの理念である「持続可能な社会を実現するための、教育・保

全」を図るため、平成 29 年度から配置されたジオパーク専門員の知見を加え、エ

コパーク活動とも連携しながら、ジオサイトである指定史跡･名勝の整備、環境保

全活動、教育普及活動に取り組みます。

≪主要事業≫

□ 歴史民俗資料館運営事業 5,932 千円

□ 国宝重要文化財等保存整備費事業（埋蔵文化財） 2,009 千円

□ 国宝重要文化財等保存整備費事業（文化的景観） 8,635 千円

□ 指定文化財等調査保護事業 7,994 千円
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⑥ 人権尊重社会の実現

人権教育・啓発については、「豊後大野市における部落差別をはじめあらゆる差

別をなくし人権を擁護する条例」及び「豊後大野市人権教育・啓発基本計画【改

定版】」に基づき、人権が尊重される地域社会の実現に向け、各種人権施策に取り

組みます。

また、部落差別のない豊後大野市を目指し、本年度に策定した「豊後大野市部

落差別の解消の推進に関する基本方針」及び「豊後大野市部落差別解消推進教育・

啓発基本計画」に基づく事業の推進に努めます。

さらに、人権尊重の精神のかん養を目的とする教育活動を実践し、すべての人

の人権が尊重される社会を目指して、部落差別問題を始めとするさまざまな人権

問題に対する正しい理解と認識を深めることはもとより、多様な機会の提供や効

果的な手法の採用など、人権問題の解決に主体的に取り組んでいくことのできる

人権教育を推進します。

具体的には、同一受講者による人権連続講座を継続して開催し、部落差別の問

題など人権問題に対する教育の推進と若い世代の人権リーダー育成を図るととも

に、公民館利用者に対して、各種学級・講座・教室等生涯学習の場やさまざまな

機会を通じて人権教育・啓発に取り組みます。また、児童・生徒を対象とした「人

権を学ぶ子ども会事業」を開催し、「差別しない」「差別を許さない」「差別を見逃

さない」態度を実践できる子どもの人格形成を図ります。

隣保館については、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、

関係団体と連携を図りながら、生活上の各種相談事業や社会福祉等に関する事業

を実施します。また、啓発情報センターとして、人権諸課題等について情報発信

するとともに、視聴覚教材の充実や調査研究を行うなど、より効果的な啓発活動

を推進します。

男女共同参画については、「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）に基づき、市民、各種団体、企業等と連携しながら啓発

事業に取り組み、男女共同参画意識の高揚に努めます。

≪主要事業≫

□ 人権・部落差別解消推進事務事業 4,950 千円

□ 隣保館運営事業 7,325 千円

□ 男女共同参画社会啓発事業 799 千円

□ 人権教育・部落差別解消推進事業 1,641 千円

（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

ジオパークの取組については、「おおいた豊後大野ジオパーク」が平成 29 年 12

月の再認定後に策定したアクションプランに基づき、これまでの取組を更に推し

進めるとともに、本年 11 月に大分県で開催される、「第 10 回日本ジオパーク全国

大会」の成功に向け、「おおいた大会実行委員会」の下、おおいた豊後大野ジオパ
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ーク推進協議会と協働して、多くの市民と全国からの来場者が交流し、お互いに

高め合うことができる大会を目指します。

エコパークの取組については、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進協議会

を中心に、大分県、宮崎県、そして本市を含む関係６市町と連携しながら、人と

自然が共生するための取組を推進します。

こうした、ジオパーク・エコパークの取組によって、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の発信に努めることで

本市のブランド力を培い、本市の知名度や農林産品の付加価値の向上、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。

≪主要事業≫

□ ジオプロジェクト推進事業 21,122 千円

□ エコパーク推進事業 5,705 千円

② 環境保全の推進

環境保全対策については、平成 26 年度から稼動している直営太陽光発電所を企

業会計へ移行することで、経営状況や財政状態をより明確にし、経営の効率化・

健全化を図るとともに、再生可能エネルギーによる環境保全、地球温暖化対策に

取り組みます。

また、本市は、太陽光や水力、バイオマスなどの再生可能エネルギーの潜在性

が高い地域であり、これら地域資源を活用した災害に強い自立・分散型のエネル

ギーシステムの導入が求められています。

そのため、本市では、「豊後大野市新エネルギービジョン」を策定し、自然や生

態系などの環境に配慮した地産地消型の再生可能エネルギーの導入などを目指し

取組を進めてきました。

そして、昨年８月から「株式会社ぶんごおおのエナジー」が電力供給を開始し

ましたが、今後は、その小売電気事業を通じて本市のエネルギー政策の具体化を

進めながら、環境保全の推進を図ります。

環境美化活動については、市内のこども園、保育園、幼稚園、小学校、中学校

及び高等学校を対象とした花いっぱい活動を支援します。また市民ボランティア

による河川、道路等の清掃や各自治会による環境美化活動を推進します。

そのほかにも廃棄物の不法投棄防止のため、啓発看板の設置や、環境衛生委員

及び職員の監視等に取り組むとともに、公害防止対策等環境の保全に努めます。

≪主要事業≫

□ 塵芥処理事務費 1,188 千円

□ 環境衛生事務費 6,575 千円

□ 新エネルギー導入促進事業 8,904 千円


