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午前10時00分開議 

○議 長（髙田修治君） おはようございます。 

  開会に先立ちまして、傍聴される皆さんにお願いいたします。 

  会議中は静粛に願います。 

  なお、会議中の言論に対し、拍手や可否表明などの言動は固く禁じられております。 

  また、会議の傍聴規則第７条並びに第９条の規定により、写真撮影や録音機器の使用、携帯電話の

持ち込みは禁止されていますので、ご協力お願いいたします。 

  なお、本日は議会だより掲載のため、写真撮影の申し込みがありましたので、これを許可しており

ます。 

  ただいまの出席議員は16名です。 

  会議の定足数に達しております。 

  直ちに本会議を再開し、本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（髙田修治君） 日程第１、これより一般質問を行います。 

  会議の進行にご協力をお願いいたします。 

  最初の質問者は、３番石井龍文君。 

○３ 番（石井龍文君） おはようございます。３番石井龍文です。 

  本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。通告に従いまして一問一答方式でお願

いいたします。 

  今回は３項目でお願いしております。１つ、農林業の活性化について、２つ、観光の活性化につい
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て、３つ、人口の減少対策についてであります。 

  今、シンガポールで開催されている環太平洋連携協定、ＴＰＰの交渉が大詰めを迎えておりますが、

４日目を迎えて非常に難航し、交渉も越年の見通しとなったようです。多くの国民から５品目を守ら

なければ交渉脱退だと各方面からの要望があるにもかかわらず、政府は交渉を進めています。農業関

係者のみならず医療、保険、サービス業など多くの分野で撤退を望んでいます。また、全国の市町村

議会からも撤退の要請文が出ております。もしこの交渉が通ったら、日本の農業は非常に大きな打撃

を被るでしょう。残留農薬、食品添加物、遺伝子組み換え食品の表示義務など、食品の安全安心が脅

かされます。今、日本は食料自給率40％以下であります。これが今の日本の現状です。 

  地球の裏側からでも農産物が輸入されています。飽食な日本人は世界のどこからでも仕入れてきま

す。その一方、有名料理店の偽装食品問題、消費者を欺く行為、テレビ番組では食品を物のように扱

い、粗末にしている。賞味期限が来れば簡単に廃棄処分にしてしまう文化。片や地球の裏側では、食

べ物がなく餓死していく子供たちが毎日何万人もいると聞きます。私は農業者として非常に残念でな

りません。 

  それでは、ただいまから質問に入ります。 

  農林業の活性化について、１番、①異常気象による25年産米の収入減対策についてお伺いいたしま

す。 

  近年、温暖化の影響で異常気象が多発しております。局地的豪雨や、逆に雨が降らずに高温な日が

続いたり、今年は梅雨時期に雨が降らず田植えに支障を来し、盆前後は高温に見舞われ悪い環境が続

きました。その結果、ひとめぼれはいもち病の大発生で近年にない大不作となりました。また、遅物

のヒノヒカリに期待をいたしましたが、中国から飛来するトビイロウンカの被害で、私が記憶する中

では過去最悪ではないかと思われるほど大きな被害を受けております。皆さんも多分、目にしたと思

います。日に日に枯れていく田んぼが多数見られたと思います。 

  私もライスセンターで仕事をしていますが、今年の生産量は近年にない不作でした。農水省の作況

指数は96の不良となっていますが、整粒歩合は５割以下であります。平成16年に台風が立て続けに３

度も襲来し、大きな被害があった次の年に、稲作部会で町のほうに窮状を申し立て、何とか助けても

らえないかということで、次の年の種もみの助成金をいただいたことがあります。今回は何か対策を

打てるものはないでしょうか、お伺いします。 

○議 長（髙田修治君） 梅木農林業振興課長。 

○農林業振興課長兼農業委員会事務局長（梅木良政君） 石井議員さんの異常気象による25年産米の収

入減対策についてということでお答えをいたします。 

  議員さんが言われたとおり、本年は８月10日過ぎからの高温と下旬からの降雨によりまして気温が

低下し、発育不良が起こり、また、いもち病が発生しまして、そのいもち病も葉いもちから穂いもち

へ移行したこと、さらにはトビイロウンカによる病害虫被害も発生をしたため、大変な被害に拡大を

したところでございます。大分県中西部農業共済組合によりますと、農業共済被害申告面積につきま
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しては135ヘクタールあったと聞いております。 

  議員さんが言われました過去の収入減対策としまして、平成16年度に８月末から10月にかけて４つ

の大きな台風が玖珠に来まして、全町で甚大な被害を受け、当時の作況指数が78という著しい不良状

況となったところでございます。水稲作付意欲の維持向上に努めていただくため、水稲被害に対して

の救済策としまして、稲作農家に対し種子購入の一部を助成した経緯がありますが、当時は経営所得

安定対策による米の直接支払い交付金や米価変動補塡交付金、さらには水田活用の直接支払い交付金

もなく、純粋にお米の収入減少となったために町単独で助成をしたところでございます。現制度を鑑

みて、平成16年に行いましたような助成については今回の異常気象等による被害に対しては特に考え

ておりません。 

  以上でございます。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君。 

○３ 番（石井龍文君） ３番石井龍文です。 

  今言われました16年が作況が78％、この年は台風で倒伏し、芽が出て、もうコンバインに上がって

こない、だから収量が、収穫が本当に少なかったです。今年の場合は96でありますけれども、米のふ

るいが1.85ミリであります。それからとれた整粒米はひとめぼれでは約50％ぐらいしかとれておりま

せん。残りのくず米もこの96％の中に換算しますので作況がかなり上がります。でも農家は、くず米

はもうお金に余りならないわけです。整粒のいい米しか残りません。それが非常に量が少なかったと

いうことです。 

  資料を配っておりますが、２ページ目の水稲の部分をご確認願いたいと思います。販売単価はキロ

当たり200円で、その他販売額の３万100円というのは助成金の部分であります。実際は３万100円よ

り12万8,000円が収益で、費用として12万9,789円、家族労働費が２万8,080円入って、辛うじて２万

6,391円の反当たり収量になります。仮にこの数量で一般サラリーマンの年収の200万で設定した場合

でも、10ヘクタールぐらい稲をつくらないとこの数字には届きません、200万には。この中山間地で

今、国が８割を集約して大きな農家をつくるんだということを今度、新しい農政で始めようとしてお

りますが、到底この中山間地で10ヘクタール以上をまとめるというのは至難のわざであります。平場

はありますが、それ以外は非常に傾斜地のあるつくりにくいところであります。非常に経費のかかる

ところです。 

  今年の、私の思いでは約200キロぐらいしかひとめぼれはとれていないと思います。200円掛けたと

きでも４万円、米の収入はその程度しか上がっておりません。まだ詳細な数字が出ておりませんので、

農協やそこら辺の資料を求めて、またお願いに行くかもしれませんのでよろしくお願いします。 

  ２番目の６次産業の活性化についてお伺いします。 

  今、国は異業種連携を通じた６次産業化を推進するとあります。町政報告会の中で町長も６次産業

化の活性化と言われましたが、具体的な対策があればお伺いしたいと思います。 

○議 長（髙田修治君） 梅木農林業振興課長。 
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○農林業振興課長兼農業委員会事務局長（梅木良政君） では、６次産業の活性化についてお答えをい

たします。 

  生産と加工、販売の一体化による付加価値の拡大や、地域資源を活用した新たな産業の創出を推進

することにより、活性化につながると考えられます。その中で、2011年３月に６次産業化法が施行さ

れました。国は規模拡大や新製品の開発については６次産業化支援事業を行っており、大分県では大

分県産業創造機構でその相談やサポートを行っております。６次産業化を成功させる大きな鍵は加工

と言われております。加工するに当たっては、保健所の許可をもらったり設備投資をする必要があり

ます。農家の方が自分で加工するか、それとも加工業者と連携するかなど検討する必要があると思い

ます。 

  玖珠町独自の特産品の開発を行い、商品に付加価値をつけるにはどのように加工すればいいのかに

ついては、きじ車の里加工組合や浦の原加工組合などのグループ、また個人で販売を行っている方な

ど、既に先行して活躍をされている方々の知恵をおかりして、人づくり、組織づくりを行いながら進

めることが重要だと思います。加工所につきましては、中学校再編による施設等の跡利用も含めて検

討していきたいと思っております。 

  以上であります。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君。 

○３ 番（石井龍文君） ３番石井龍文です。 

  今、農家が生産から加工、販売までと言いましたが、農家はやっぱり生産が主で、大きな農家は加

工まで、販売までいける可能性があるかもしれませんが、かなりのリスクを伴います。成功すればい

いですが、一時はやりました米の粉で非常に助成金が出まして米の粉の工場がどんどんできました。

でも、今だぶついて非常にもう売れない状況にあります。米粉パンが非常に主流だったんですが、売

れておりません。それで、もうその分野はかなり衰退してきております。やっぱり成功すればいいん

ですが、ある程度、行政が後押しをしていただかなければなかなかできません。今、新しいところで

取り組んでいるようなところがあればお伺いしたいと思います。 

○議 長（髙田修治君） 梅木農林業振興課長。 

○農林業振興課長兼農業委員会事務局長（梅木良政君） 新しいところの取り組みというのは、ちょっ

と現在、把握はしておりません。すみません。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君。 

○３ 番（石井龍文君） ３番石井龍文です。 

  農業法人とか大きい会社なら多少の可能性はあるかと思いますが、玖珠町の中でやっぱり６次産業

まで取り組むということは非常に難しいかなと思います。 

  次の質問にもつながりますが、農産物の販売対策についてお伺いします。 

  町長は、さきの農業祭の挨拶の中で、玖珠町は１次産業の町なので農家支援は欠かせない、行政と

農協が協力し合って進めていかなければならないと言いましたが、どのような施策を想定しているか
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お伺いします。 

○議 長（髙田修治君） 梅木農林業振興課長。 

○農林業振興課長兼農業委員会事務局長（梅木良政君） お答えをいたします。 

  農産物の販売対策については、玖珠町の農業者の多くは道の駅くすとＪＡのグリーンプラザ良心市

に出荷をしていると思われます。道の駅での10月末までの農産物の売上高は１億2,400万円で、前年

比106％の増であります。グリーンプラザでは平成24年度売上高が３億9,000万円で、平成25年につい

ても順調に売り上げが伸びていると聞いております。夏秋野菜については、ある程度の生産、出荷が

見込まれますが、冬から春にかけての季節は寒気となり、農産物が減少する時期となります。売り上

げも伸び悩むことが予想されます。品物があれば売れると聞いておりますので、供給量をふやしてい

くことが必要となります。 

  その対策の一助としまして、県事業のハウス整備事業や町単独でのパイプハウス購入の補助事業を

行っております。特に町単独のパイプハウス購入事業については、平成24年度は12棟、平成25年度は

12名の方から申請を受けている状況であります。今後も本事業の充実を図ることが生産量の増や高品

質の作物をつくることにつながり、農家所得の向上になると思います。また、前の質問にもありまし

た６次産業につながる加工所をつくっていくことも重要になると思っております。 

  以上であります。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君。 

○３ 番（石井龍文君） ３番石井龍文です。 

  今、ハウスの町単の補助があると言いましたが、規模的には今までと同じ額ですか。これがちょっ

と小さいかなという気がします。なかなか40万円ですかね、上限が、もうちょっと出してもらえると、

もうちょっと量がとれるような状況になるんかなと思いますが、長さでも20メートルもいかないかな

という気がしております。この部分はもうちょっとご検討が願えたらお願いしたいなと思っています。 

  それからＪＲななつ星に玖珠の米を使用されておるということをお聞きしましたが、これの宣伝を

どのように打っているかお聞きしたいと思います。 

○議 長（髙田修治君） 村木商工観光振興課長。 

○商工観光振興課長（村木賢二君） 議員ご質問のとおり、現在運行されていますＪＲ九州のななつ星

ｉｎ九州ですが、何とか玖珠米を乗せることができました。大体このななつ星ｉｎ九州のクルーズ本

部に対しまして、玖珠町商工観光振興課として職員によりまして粘り強くセールス、お願いをしてき

たんですが、交渉当初はクルーズ本部に日本全国から食材を乗せてくれという形で問い合わせがあっ

たようです。ちょうどうちも持っていったときにいろいろ米、野菜等も頼んだんですが、安定的な供

給と、乗っている方からして余りめったに食べられないものみたいなものがいいですねということを

言われていたんですが、お米についてはクルーズ本部も結構苦慮されていたようですが、うちのほう

は、うちの職員の粘り強い交渉によりまして、平成の時代になって大嘗祭が行われた土地柄ですよ

と、そのことを売りにして、もう粘り強くやったんですが、何とか料理長なり一緒に乗っている、有



 97 

名な料理店が乗るんですが、そこにお米を持っていってＰＲしたところ、おいしさをわかっていただ

いて、まずストーリー性、大嘗祭が行われたということを理由に採用していただいたところでござい

ます。 

  現在納入しているお米につきましては、実際に大嘗祭をされた小田の穴井 進さんと協議をさせて

いただいて、栽培の過程からいろいろお願いして、かけ干し米もしていただいて、お骨折りをいただ

いたんですが、その穴井さんが栽培されたお米を一旦、ＪＡ玖珠町農協に納めていただいて、厳正な

る品質管理をしてもらった上で納入をしていただいているところであります。本来なぜ玖珠米を乗せ

たかということの目的であります玖珠米のＰＲですが、現在、ＪＡ玖珠町農協におかれましては、福

岡県域の市場において、ななつ星ｉｎ九州に採用されたおいしい玖珠米ですというキャッチコピーを

つけて、お米の販売を始められております。その売れ行きは上々のようではございます。やっぱりな

なつ星の効果は大きいかなというふうに聞いております。それで、おいしいお米である玖珠米の宣伝

になっているというふうに思っております。 

  以上です。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君。 

○３ 番（石井龍文君） ３番石井龍文です。 

  非常に希望が持てるかなという期待をしております。こういうコマーシャルも非常に必要ではない

かなと思っております。 

  それから、干しシイタケについてでありますが、種駒助成を今やっていただいておりますが、非常

に相場が風評被害等あって下落しております。下落対策の何かないのかなと。米とか野菜は基準単価

を下回った場合に出るとか、拠出金を積み上げてそれから出すとかいうような基金をつくってという

分がありますが、シイタケについてはそういう部分は検討できないものかなと思いますが、いかがで

しょうか。 

○議 長（髙田修治君） 梅木農林業振興課長。 

○農林業振興課長兼農業委員会事務局長（梅木良政君） シイタケについては、ご案内のとおり本年度、

種駒助成をしたところでございます。その価格低下に伴う補塡制度と思います。ご案内のとおり畜産、

野菜等にはあります。シイタケにはないので、大分県椎茸農協の方も先般、町のほうに地元の生産組

合の方と一緒に、シイタケの需要の拡大に自衛隊の食堂で出していただけないかというような形の要

望も来まして、町長と一緒にそういう形で自衛隊のほうにもお願いをした経過がございます。価格の

分については、そのときに町内の生産者でありますが、ほかの分についてはこういう制度があるので、

シイタケもそういう制度をつくってもらうような動きも必要ではないですかねというような働きかけ

はしたことはありますが、実際にそういう形の動きがまだないというふうに思っております。 

  以上であります。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君。 

○３ 番（石井龍文君） ３番石井龍文です。 
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  シイタケにおいては、大規模経営の人が非常に苦しい状況に陥っていると思います。もうある人な

んか1,000万ぐらいの減収だというような方も聞き及んでおります。ぜひ県のほうにも今、元の農政

部長の阿部さんが今シイタケのトップにおります。非常に前向きに宣伝はしていただいておるように

思います。何とか下支えできるようなものができればと思っております。 

  農家はいつも安全で安心な農産物を生産しております。特に一例を挙げますと、農薬の使用につい

てはポジティブリスト、生産利益についてはトレーサビリティーなど非常に厳しい規格で生産に努め

ています。ポジティブリストについては、隣に野菜畑があれば稲に農薬散布はできないと。それから、

もしかかっても一般の小学校のプールぐらいにスポイトで二、三滴落としても、それぐらいでもアウ

トだというぐらい厳しい規格になっております。また、トレーサビリティーについては生産履歴であ

りますが、誰がどこでいつつくったかというのがずっと消費者まで届くようなシステムであります。

特に米については、もうこれが十分に活用されております。 

  しかし、小さい農家はなかなか個人で販売することができません。一部の方は道の駅とか今農協が

取り組んでいる直売、福岡の西鉄ストアのほうで売っていただいておりますが、直販の関係です。と

ころが、大半の人はやっぱりＪＡ頼みであります。やっぱりＪＡとのつながりを強くしないと、大分

の、玖珠の農業は前に進んでいかないと思います。今後とも農協との連携を密にしてやっていただき

たいと思っております。 

  次の観光の活性化についてであります。 

  昨日の宿利議員と重複する部分もあるかと思いますが、由布市や九重町を見ていると、とても情報

発信がうまくできているように思われます。その点、玖珠町は少しおくれをとっているのではないだ

ろうかと思っています。今回のＪＲが追い風となっているので、多くの観光客が来るような仕掛けを

もっとやってもらいたいなと思います。そこで提案ですが、その道のエキスパートを１年間でも雇用

してみたらいかがでしょうか、お伺いします。 

○議 長（髙田修治君） 村木商工観光振興課長。 

○商工観光振興課長（村木賢二君） お答えいたします。 

  議員におかれましては、過去にも同様のご質問をしていただいたというように記憶しておりますが、

まず観光振興を支えるための素材には、その目的別、例えば歴史的・文化的遺産とか温泉、自然景観、

建物等の人工物、農産物と、先ほどから出ております土産物、四季折々のイベント、その他のほかの

地域にない特別サービスなどが考えられますが、議員がおっしゃられますように、玖珠町はおとぎ話

に出てくるような自然環境とおいしいものがたくさんありますので、湯布院、九重に比べましても他

地域に比べましても引けをとるものはないというふうには思っております。 

  議員ご質問のその道のスペシャリストというか観光分野ですね。現在、玖珠町は確かに観光的分野

で生活を営む方が少なかった関係で、この点についてはなかなか未熟でございますが、ちょっとその

点も踏まえて、来年度以降は外からの目で見た観光の振興というのは今現在、担当課の中では検討し

ているところでございます。まだ具体的にどうというのは出ていないんですが、一応一つの検討材料
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にはなっているところであります。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君。 

○３ 番（石井龍文君） ３番石井龍文です。 

  今回、水戸岡氏との提携もあることですし、この機会を逃すことなく、まちづくりのデザインと合

わせて情報発信を行い、何度でも足を運びたくなるような町になれたら最高であろうと思っておりま

す。ぜひとも前向きに進めていただきたいと思います。今、道の駅の支配人の矢幡氏が大山町での実

績がある方とお聞きしております。自由な発想で活動できるような環境になっているのでしょうか、

お伺いします。 

○議 長（髙田修治君） 村木商工観光振興課長。 

○商工観光振興課長（村木賢二君） 道の駅につきましては、昨年４月から私ども商工観光振興課のほ

うの管轄になっておりますが、一応、支配人、矢幡氏の情報も、昨日も申し上げましたがナビチャリ

等の発案と、今、各種広報宣伝等でマスコミ、新聞取材等、積極的に打って出ていただいております。

一応、道の駅の採用職員でございますが、広報ＰＲと施設の運営管理のほうはやっていただいておる

ところでありますので、ご本人の自由にその辺はやっていただいているというふうに認識しておりま

す。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君。 

○３ 番（石井龍文君） 非常に優秀な方だとお聞きしております。今言われましたように、マスコミ

を利用した部分の情報発信は非常に大切じゃないかなと思います。商工観光課も十分に頑張っていた

だきたいと思います。 

  次に、宿泊施設についてであります。 

  いよいよ運動公園も完成間近となってきましたが、利用者もふえてきていると思います。合宿とし

ての利用はどのぐらいありましたか、お聞きします。合宿に来られる、スポーツ合宿、大学校とか。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） 合宿において玖珠町で宿泊をされた

方につきましては、ただいま手元に資料がございませんので、商工観光と協議して後ほど提出したい

というふうに思います。 

○議 長（髙田修治君） 村木商工観光振興課長。 

○商工観光振興課長（村木賢二君） 合宿についてでございますが、具体的な、現在まだグランドオー

プンしていませんが、数についてはちょっとまだ把握、うちのほうもしていませんが、一応、玖珠町

の宿泊施設を利用した合宿等のための宣伝といたしまして、うちの場合、今年度初めに町内全宿泊施

設のほうにアンケートをとりまして、グランドオープンする前の総合グラウンド等の施設を使ったと

きに、合宿プランとして金額を安くしたりとか特別な措置をしたりすることができますかとアンケー

トをとりましたところ、一応９件の合宿プランを受け入れ、価格の低価格と、ランドリーがあるとか、

運動施設までどのぐらいの時間、どういう交通機関で行けますよという形の一覧にした情報データを
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とりまして、現在、玖珠町のホームページに「スポーツ団体合宿応援プラン」という見出しをつけま

して、その具体的内容を公表、情報発信しているところでございます。それとまた、そのホームペー

ジ上に玖珠町観光協会の情報ページをリンクしておりますので、合宿以外での宿泊希望者への温泉、

食事などの情報提供をしているところでございます。 

  以上です。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君。 

○３ 番（石井龍文君） ３番石井龍文です。 

  既に多くの方が合宿等で使用されています。私の近くの三日月の滝公園にも、今年はちょっと記憶

にないです、昨年は大学校のスポーツクラブ、陸上部でしたか、来て合宿をしておりました。これか

らグランドオープンになりますので、ぜひとも玖珠町で宿泊が十分できるような体制が非常に必要か

なと思います。特に宿泊施設を新しくつくるような考えはございませんか。 

○議 長（髙田修治君） 村木商工観光振興課長。 

○商工観光振興課長（村木賢二君） 現在、玖珠町内の宿泊施設につきましては、公的設置による三日

月の滝公園、ここが収容44名と、カウベルランドくす、収容人員が72名と、伐株山憩いの森、収容人

数200名、そして個人経営の宿泊施設が十数施設ございまして、一気に玖珠町に一晩泊まるとなれば

約300人ぐらいの収容になるようですが、現在、各施設とも何とか合宿プラン等を使って呼び込みた

いというふうに頑張ってはもらっていますが、現有施設の有効利用と経営安定を目指していただきた

いということで、新しい施設については今のところ計画はございません。 

  以上です。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君。 

○３ 番（石井龍文君） 中学校の統合がもうすぐ行われます。空き中学校を利用するというのも一つ

の手じゃないかなという思いがしております。ぜひとも多くの町外の人が来て利用して、玖珠町に幾

らでもお金を落としてもらうというのがいいかなと思います。外貨を稼ぐ意味では隣の町にとられな

いようにするのも一つかなと思っておりますので、中学校の利用も考えていただきたいなと思います。

その点をお伺いします。 

○議 長（髙田修治君） 麻生まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（麻生太一君） 中学校統合後の空き校舎の利用につきましては、まちづくり推

進課のほうでチームをつくりまして関係する課と協議を行うように現在手配を進めております。その

中の検討の課題として、ご意見として承っておきたいと思います。 

○議 長（髙田修治君） 村木商工観光振興課長。 

○商工観光振興課長（村木賢二君） すみません。先ほどの答弁で一晩で300と申し上げましたが、一

般の施設が300で、それに公的機関を含めまして約600人ということで訂正させてください、お願いし

ます。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君。 
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○３ 番（石井龍文君） じゃ、人数的にはかなりの余裕があるかなという思いがしております。 

  次の問題に入ります。人口の減少対策について。 

  もう毎回これを言っております。工業団地のほうも進入路ができつつありますが、町長はいつも定

住人口の増加をうたっております。なかなか新しい工場ができる状況にはないかなと思いますが、先

ほどの６次産業化の中で言いましたが、加工の部分でも工業団地を使って野菜の加工食品とかいう構

想はないのかお伺いします。 

○議 長（髙田修治君） 村木商工観光振興課長。 

○商工観光振興課長（村木賢二君） 議員おっしゃられました工業団地の考え方ですが、現在、特定の

方、情報調査等にはいろいろな会社が来ておりますが、現在、県の企業立地推進室と一緒にいろいろ

な企業の模索をしておりますが、その中に先ほど言われたような野菜の加工、鳥、養鶏の加工関係と

か、実際に町と県と一緒に動いた経緯もございます。実際にどういう施設と限定はしておりませんが、

少しでも雇用の場の確保になることであれば、現在、県と一緒に我が課の担当職員が企業回りをして

いるところでございます。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君。 

○３ 番（石井龍文君） 企業誘致の部分は非常に先がまだ見えない状況であります。人口の減少の歯

どめにはなかなかならないかなと。町長がいつも会議の冒頭に言われます人口の構成、それから将来

の玖珠町の人口がどうなるんだという、いつも危機感をうたっておりますが、もうちょっと人口がふ

える方向を考えてもらいたいなと思います。 

  今回、私が特に、前回も言いましたが、玖珠町の婚活であります。特に農家の子弟は独身者が非常

に多くて、もう50代、果ては60代ぐらいの農家の人がたくさんいます。なかなか農業者は外に出るの

が苦手なタイプが多うございまして、自分から進んでそういう場に行くということはなかなかない。

婚活をやってもらえばいいかなと思うんですが、この町でやるような婚活とかいうのはありますか、

お伺いします。 

○議 長（髙田修治君） 梅木農業委員会事務局長。 

○農林業振興課長兼農業委員会事務局長（梅木良政君） 農業者の方の婚活という面から回答させてい

ただきます。 

  平成24年の第１回定例会で結婚問題についての一般質問がございました。回答としまして、農業委

員会が平成17年度まで玖珠九重地方振興局が事業主体となり、玖珠ドリームウエディングセンターを

設置し、玖珠、九重の農業委員がアドバイザーとなり世話役を務めていたことや、出会いの場をつく

るということでカウベルランドくすや三日月の滝公園、飯田高原で交流会を開催していた取り組みと、

平成18年度に地方振興局の再編が行われ、玖珠九重地方振興局が日田の振興局に統合され、現在の西

部振興局となり、玖珠ドリームウエディングセンターが一緒に解散したことを報告しました。 

  農業委員会としても、その後、農業従事者未婚者対策は行っておりませんが、農業委員の活動とし

まして農家相談という形で農業全般の相談を通常より行っておりますが、農業後継者の結婚相談は今
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のところないという状況でございます。農業従事者に特化した未婚者対策ということではなく、町内

全体の未婚者対策を行うことが重要と考えます。今回の補正予算で商工費の商工会青年部婚活事業に

対して補助金を計上しており、農業後継者にとっても有効な婚活活動になるのではないかというふう

に思っております。ぜひそういう婚活活動に参加をしていただければというふうに思っております。 

  以上であります。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君。 

○３ 番（石井龍文君） 今度２月にやるのがその分ですかね。 

○議 長（髙田修治君） 村木商工観光振興課長。 

○商工観光振興課長（村木賢二君） そのとおりでございます。商工観光課より後継者支援の一環とし

て実施していただいている若者の出会いの機会の一例について少しご報告させていただきます。 

  まず、玖珠町商工会の女性部主催のこれまでバレンタイン応援パーティーというのを毎年やってき

ていただいたんですが、昨年からは商工会青年部の方が今話題の街コンという形で実施していただい

ております。これまでの同パーティーを継続的に運営していっていただいている玖珠町商工会青年

部・女性部の皆さんに感謝申し上げる次第でございますが、今回、議員がおっしゃられましたように、

婚活を目的にした若者の出会いの場の創出ということで、この件につきましては昨年12月議会におい

ても廣澤議員のほうからご要望、ご提案をいただいたところでありまして、町としても何らかの取り

組みはできないかといろいろ検討していたところではございますが、今回、玖珠町商工会青年部の皆

さんと協議を続けてきたんですが、少しでも多くの若者に玖珠に定住をしていただくことを目的とし

て、来年２月に若者の出会いの場として、昨年の街コンをバージョンアップした、ちょっと規模を上

げて、総事業費40万5,000円ということで計画していただきました。その分につきまして町としても

今回10万円の補助を支援することとして、今回の12月補正予算のほうに10万円を計上させていただい

たところでございます。 

  町としましては、玖珠町商工会青年部の皆さんのチャレンジ精神に感謝いたしまして、街コンの成

功、そして一人でも多くの若者の定住促進につなげていきたいと祈念しているところでございます。 

  以上です。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君。 

○３ 番（石井龍文君） ３番石井龍文です。 

  非常に期待しております。私も農業者の仲間でまだ独身の方をたくさん知っておりますので、でき

るだけ多く参加するように勧めていきたいと思っております。 

  一応３項目とも終わりましたので、これで終了いたします。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） 先ほど石井議員の合宿についての宿

泊者数ということであります。これにつきましては現在確認したところ、具体的な数字の把握はして

おりません。私のほうで総合運動公園の特別委員会等の中で少しその感触というのをしゃべらせてい
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ただいたのがありますので、それにかえさせていただきたいというように思います。 

  まず、今年度のスポーツ公園の利用等につきましては、皆さんご存じのとおりインターハイがあり

まして、この関係で町内の宿泊施設を利用していただきました。また、それに合わせまして、その前

後、近い高校生が、会場の確認等の合宿等にはお見えになって利用していただいた実績はございます。

また、現在把握しているところでありますと、５月５日、６日にソフトボール大会がありまして、こ

のソフトボール大会の宿泊者を町内でということで報告を受けております。 

  ただ、これからが運動公園の特別委員会の中でお話をさせていただいた分ですが、実は運動公園の

利用につきましては、合宿というような形ではなく、土日の大会に町外から来られた方が一緒に利用

するという形態がとても多くて、複数日、こちらにとどまって合宿するというような形がなかなか日

数的にとれない状況でありますので、現在のところは利用としては、やはり大きいものがインターハ

イの利用であったということで報告をさせていただきます。 

○議 長（髙田修治君） いいですか。 

○３ 番（石井龍文君） はい、ありがとうございました。 

○議 長（髙田修治君） ３番石井龍文君の質問を終わります。 

  次の質問者は、12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） 皆さん、おはようございます。議席番号12番宿利俊行です。 

  私ごとではございますが、昨日は体調不良を起こしまして途中退席をするというような醜態をさら

け出して、大変皆さんにご迷惑をおかけいたしました。私なりに平素、健康づくりをしておるつもり

でございますけれども、やはり年のせいか、時あるいは場所を嫌わず、こういった突然の体調不良を

起こすというようなことで本当に申しわけなく思っております。ご迷惑かけました。私自身、自宅で

はまだ今日、こたつも入れておりません。家内と２人で小さいストーブで細々と暮らしております。

人それぞれ健康管理というのはあろうかと思いますが、今日は私は朝５時に起きて体調を整えてきた

つもりでございますので、そういうことで、ぜひひとつこれから持ち時間、皆さん方のご協力をお願

いいたしたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。 

  平成25年第６回定例会において一般質問をできますことを光栄に思います。今年も残すところ20日

足らずです。私たち議員も改選後３年が過ぎようとしています。いろいろなことがありました。その

中でも特に今年の暑さは格別でした。30度を越すいわゆる真夏日とでも申しますか、初夏から秋まで

猛暑とでも申しますか、酷暑の連日でありました。そのためか秋が短く、一気に冬が来たような今日

このごろでもございます。また、猛暑がもたらした影響とでも申しますか、食生活までが脅かされて

いることはご案内のとおりです。昔は玖珠地方は夏天国といって、夏は涼しく過ごしやすかったよう

な気がします。年のせいでしょうか。町民の皆様方にはくれぐれも健康に留意され、楽しいお正月を

迎えられますことを心からお祈り申し上げます。 

  それでは、通告に従いまして、議長のお許しをいただき、一問一答で行います。今回は４点にわた

り質問する予定であります。したがって、答弁を求める者として町長にお願いをしています。最近の
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答弁では言いわけや言い逃れ、先送りの傾向が多々見られるような気がします。このようなことが重

なりますと、やはり行政不信ということにつながりかねません。あえて苦言を呈しておきます。 

  それでは、まず１点目。１、総合運動公園について。①として、運営と維持管理体制について、こ

れまでの答弁では検討すると言っているが、どこまで検討されているか。答弁の内容によって再質問

をいたします。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） それでは、宿利議員のご質問にお答

えをいたします。 

  まず、玖珠町の総合運動公園の運営と維持管理につきましては、現在、社会教育課社会体育係が運

動公園の部分オープン以前のスタッフ数で管理運営をしております。また、その直営で行いながら管

理運営の業務の一部を委託しております。締結しております管理運営業務は、玖珠町長期継続契約を

締結することができる契約を定める条例に基づき、平成24年度から平成26年度までの３カ年となって

おります。 

  具体的には、平成24年度に陸上競技場を初めとする３施設、平成25年度には郷土の広場の供用を開

始したところでありますが、使用料の設定、施設や芝の管理、予約方法及び使用上のルール等、運営

及び維持管理面でさまざまな課題等が明らかになっております。現在それらを集約し、周辺自治体の

状況等も調査して課題の解決を図っているところです。このことから、来年度、供用開始する野球場

も、既に供用開始しております施設と同様、いろんな課題が明らかになるものと想定をしております。 

  以上であります。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） 私は、なぜこういうことをあなたにお聞きしなければならないかということ

ですね。まず、この総合運動公園は、これまでといいますか過去、町を二分するような大きな問題に

発展したことはご案内、ご承知のとおりだと思います。全面開園を半年後に控えて町民はそれなりに

関心を持っております。したがって、町民が納得するような体制が不可欠ではないかと。まかり間

違っても、現在行っておる、いわゆる警備保障会社に一部でございますけれども委託するようなこと

は、あってはならないのではなかろうかというふうにも思います。私はこれは個人的な考えでござい

ますけれども、やはりこれだけ大きな総合運動公園でございますので、公園管理課かあるいは公園管

理係などを創設といいますか設置するお考えはないかどうか。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） 先ほど言いましたように、フルオー

プンした後の野球場も含めた運動公園の管理運営につきましては、今年度もそうですが、年間を通じ

た利用者数あるいは利用日数等の把握を行い、その維持管理に必要な業務について、仕様書や設計書、

あるいは人員等のことを検討しながら、今後26年度には、この管理運営方法をどういうふうな形です

るのかということを協議し、なるべく早い時期にその方法をもって実施していくのが望ましいという
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ふうに考えております。 

  以上です。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） それは課長の個人的な考えなのか、所轄しておる教育委員会あるいは町全体

の考えでそういったことをおっしゃっておるのかどうか。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） これにつきましては、総合運動公園

の特別委員会の中でも、この契約が３カ年あるうちにその方法を協議していくということは報告をさ

せていただいておりますので、これは教育委員会の考え方だというふうに思います。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） そういうことでは、私は遅いんじゃないかなと思うんですよね。やはり来年、

遅くとも６月までには全面開園をされるんですね。ですから、やはり今、警備保障会社と、いうなら

相乗りをすると。先ほど石井議員さんの質問の中にあったように、じゃ、これまで総合運動公園を利

用して宿泊した者が何名おるかというような質問をしても、なかなかそういった数字が確実に把握さ

れていないと。次の項で私は、この総合運動公園は段階的に使用させてきましたわね、その使用した

中で、では町民は一体全体どのぐらい１年間で使ったかというのを次の項でお聞きしますけれども、

だからやはり私は、今ですよ、もう警備会社に３年頼んであるから、警備会社の方に使いに来た者を

あそこで受け付けをして、さあどうぞということでは、将来、これは本当に玖珠町の大きな施設とし

て利用させていくのには、若干、私は疑義があるような気がしますけれども、いかがですか。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） これは先ほど申しましたが、現在の

ところは社会体育の直営で行っておりますが、総合運動公園が部分的にオープンする前の陣容で行っ

ているために、その業務について上積みされた分がありますので、その分を含めて３カ年でその一部

を委託しているものであります。そのために、この３カ年のうちに、その次の管理運営方法について

協議をする猶予はいただいているというふうに思います。契約終了後に新たな形の管理方法を検討し

ていくということであります。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） なるほど。そうなりますと、でき上がって全面開園をしても、なおかつまだ

平成26年度中ですから、平成27年３月まではそういった輪がはめられておるということで、そのまま

それが終わってからということでは、私はどうも遅いんじゃないかというような危惧をしております。

ですから、その辺は皆さんでもう一度、再検討して、しっかりこの総合運動公園のいわゆる管理、維

持、それから利用計画、こういったのをこの間に私はやっぱりしておくべきじゃないかなというふう

に思っていますので、ぜひそういう方向で頑張っていただきたいと思っております。 

  じゃ、次の２点目に入ります。 
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  まず、総合運動公園は、これまで町民は、この１年間でもいいですね、どのぐらい利用されておる

か、わかればお聞きします。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） この利用につきましても、期ごとに

総合運動公園の特別委員会等で報告させていただいておりますが、総合運動公園の町民による利用状

況についてお答えいたします。 

  陸上競技場では、平日では夕刻から夜間の利用が多く、青年のラグビーやサッカークラブの練習、

中学、高校の部活動、団体及び個人での陸上競技の練習等、さまざまな競技で利用がされております。

休日は少年サッカー、ラグビーといった小中学生を中心としたクラブによる利用が非常に盛んで、テ

ニスコートでは平日、休日を問わず、また時間帯もさまざまですが、個人での利用申し込みからクラ

ブでの申し込みまで、さまざまな形で町民の方が利用をしております。多目的グラウンドでは休日の

少年野球大会が盛んに行われているほか、野球やソフトボール、グラウンドゴルフ、サッカー、ラグ

ビーなど多彩なスポーツが行われております。休日には町外からの利用もあり、１日当たりの利用者

も多くなっておりますが、全体の利用者は８割が町内の利用者ということになっております。 

  以上です。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） 町長は、これまでこの総合運動公園は、建設はいわゆる縮小の方向で進めて

こられたというふうに私は思っております。しかし、使用や利用についてはそういうことではないの

ではないだろうか。むしろ大いに利用していただきたいというようなことじゃないだろうかと。した

がって、その辺を皆さん方がしっかり理解してもらっていただかないと、つまりこの運動公園は町民

の健康づくりや体力づくり、さらに各種スポーツの振興、発展が主目的だったはずなんですね。した

がって、町民が主体でなければならないと、私はそういうふうに思っております。現在、使用料条例

等があって使用については料金等を徴収しておりますが、少なくとも、でき上がって新しいときに町

民の方に当分の間、無料で開放するようなお考えはないかどうか。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） 来年度、野球場のオープンでフル

オープンということになります。使用料の問題につきましては、昨年の12月にも宿利議員からご質問

をいただいて、その中で料金の検討委員会の中で協議をするということで、その以降の検討委員会の

中で少し料金の修正をさせていただいて現在に至っております。現在のところ、その利用料について

無料で実施するということについては考えておりません。 

  以上です。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） そうですか、冷たいですね。これは先日、日田市の総合陸上競技場、ここを

機会があってちょっとのぞいてみたんですが、日田市はもう既にあの陸上競技場は５年前にできてお
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る。それから隣の総合体育館、プール、野球場等々については、これは建設年度が違いますけれども、

現在はもちろん使用条例がありますが、やはり各種団体には、こういう手続をすれば総合運動公園は

いわゆる免除になりますよとか、私、一番すばらしいなと思ったのは、中学生以下は全額無料なんで

す、そうなんですよ。それはあなた方が行ってお聞きしてみればわかる。そして、利用させておるわ

けなんですね。ですから、この玖珠町の総合運動公園で使用料収入だけで将来、維持管理ができます

かどうか。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） 今のご質問ですが、昨年及び今年の

総合運動公園の収入が、昨年度が１カ月に13万円ですから160万円です。今年度につきましては少し

利用が伸びておりまして、１カ月の収入が16万円程度ということになっております。試算しますと

200万円弱ということでありますので、この金額では管理運営は今のところは不可能だというふうに

思っております。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） と思うんですね。ですから、そうであれば、しょせんやはり町民の税金をつ

ぎ込まなならんわけですからね、いや、町民の税金じゃない、国からもらえるといったって、国だっ

て国民が納めた税金を突っ込むわけですから、そうならば、やはり日田市のまねをするのがいいかど

うかわかりませんけれども、やはり中学校以下は無料、そして高齢者とか老人クラブ、そういったと

ころは全部、年間、いわゆる無料措置といいますか、そういうことを皆さんにさせて利用させておる

ということなんですね。私も、ぜひそれぐらいな包容力が行政にあってもいいんじゃないかなと。そ

れが、やはり町民が総合運動公園を楽しく使えると、そして多くの方々が出入りができるということ

ではないかなと。 

  これは、ある町民の方がおっしゃったんですけれども、これはごく一部の一部と思いますけれども、

運動公園に行ってから銭がとられるじゃないかというようなことを言います。それは当たり前のこと

だと、それは使用料が要りますと。しかし、町はこういった配慮もしてありますよということがあっ

ていいんじゃないかなと思っていますので、ぜひそういったことをお考えになっていただきたいなと

いうことをお願いをしておきます。 

  次の３項、各施設の使用料金の取り扱いはどういうふうにしているか、そこら辺をちょっとお聞き

しましてから。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） 料金の取り扱いについてお答えをい

たします。 

  運動公園の施設を使用した際の料金は、券売機による利用券購入によりお支払いをしていただいて

おります。料金の出納業務につきましては、玖珠町財務規則第３条及び第３条の２、第３条の３に基

づき、担当課長が会計管理者等の事務を補助する出納員となり、その所掌する事務を担当する職員を
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もって分任出納員として任務を委ねております。近隣の自治体では、使用料等の現金を窓口で徴収し、

毎日集計を金融機関等に納入する施設もありますが、玖珠町では使用料並びにおつり等の現金の取り

扱いを極力抑えることができること、１日ごとの料金の集計や保管が行いやすく、日常の業務を軽減

できる券売機の利点を生かして、券売機からの料金の徴収は月に一度、分任出納員が行い、指定金融

機関のほうに納入をしております。 

  以上です。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） それでは課長は、今、出納員の証をお持ちですか。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） これは会計管理者の事務を補助する

出納員として私はなっておりますので、そこで担当にその職務を当たらせております。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） そうしますと、この総合運動公園の券売機、それからコインロッカーの金は

公金であるということですね。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） はい、そういうふうに思います。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） 公金ということになると、またちょっと一言、言わんならんわけですけれど

も、そうなると私、ちょっとあそこに行って聞いてみたんですけれども、券売機の中に大体１カ月間、

いわゆる使用料、もう使用料なんです、あれに入った以上は、その公金が入ったままになっておる、

私は公金取り扱いはそんな簡単なことでいいのかなと思うんですね。少なくとも公金ですから、これ

は金融機関に入れば当然、入らないかんようになるんですよね。そうすると、その日から、安いか高

いかは別の話です、券売機の中で利子がつきますか。 

○議 長（髙田修治君） 河島総務課長。 

○総務課長（河島公司君） ちょっと私のほうからも回答させていただきます。 

  今ご指摘の施設の使用料金の徴収業務について行っているのは、社会教育課でいいますとＢ＆Ｇ海

洋センター、それからメルヘンの森スポーツ公園ホッケー場、それから運動公園、それから町民グラ

ウンド、それから北山田中学校のナイター施設ですね、それから各学校開放施設の体育館等の使用料

もあります。それからあとメルサンホール、それからわらべの館等の社会教育施設もありますし、そ

のほかでは森駅の駐車場の使用料を設定し、徴収業務を行っているところであります。そのうち券売

機を設置して徴収業務を行っているのは、Ｂ＆Ｇ海洋センター、それから運動公園の２カ所の体育施

設とメルサンホール、それから森駅の駐車場で券売機は計４カ所で行っております。先ほどの社会教

育課長の答弁の中にもありましたように、料金の出納業務については玖珠町財務規則の中でうたわせ

てもらっておりますので、それに基づいて業務を遂行しております。 
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  現状では、職員をつけて毎日の徴収業務には課題があると思っております。券売機を活用して、月

に一度の徴収業務が今のところ考えられる最善の対応ではないかと思っております。そういうことで

ご理解をいただきたいと思います。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） 理解できません。なぜなら、これは皆さん、公金の取り扱いを間違っている

んじゃないですか。公金というのはこれは今はどうなっているかというと、指定金融機関が大分銀行

なんですね。その下に収納代理金融機関というのがありますね、わかっていますか、いいですか。玖

珠九重農協、それから大分県信用組合、それから九州労働金庫、日田信用金庫、それから豊和銀行と

５つがあるんですね。それで、これにね恐らく私は玖珠町の会計管理者の名前で行っているのか、昔

は収入役の名前で金が入って、必ず毎日毎月の利子が計算されておったと思いますね。今はどういう

ふうになっているのか、会計課長。 

○議 長（髙田修治君） 本松会計課長。 

○会計管理者兼会計課長（本松豊美君） 今、うちのほうでは、言われたとおり私の名前、会計管理者

の名前で預金の移動は行っております。利息の計算というのは、ちょっと今言われましたけれども、

毎日やっているわけではなくて、基金とかいろいろありますので、ある一定の時期に関係者のほうに、

利息は今これぐらい、これについてはついていますよというお知らせはしております。予算とかそう

いう関係がありますので、時期時期に見て今この基金には幾らありますとかいうご案内を職員のほう

にはしているところです。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） 確かにそのとおりだと思うんですが、ただ、自分たちの通帳を考えてもわか

ると思うんですよね、毎日入れ出しをすると。しかし銀行、金融機関では、必ずそれが年間あるいは

月単位で利子が発生してくると思いますね。券売機でもって利子がつきますか、つかないと思うんで

すよね。券売機に１カ月に、先ほど言いましたように約十四、五万というような金が、これは運動公

園だけですけれども、入ってきておって、それをそのまま、もうこれは極めて公金取り扱いももう

ちょっと、私もこれまでそういうことは気がつかなかったかもしれませんけれども、今回、特に私は

そういうふうに思って、皆さん方が改善をしていかなきゃいかんのじゃなかろうかなと。 

  そのためには、やはり先ほど述べた、まず指定金融機関、大分銀行ですね、そこか次の収納代理金

融金庫にこれは毎日、例えば午後３時なら３時、あるいは午後５時なら５時にちゃんと券売機をあけ

て、玖珠町の会計管理者の本松さんの名義の通帳に入れていくべきじゃないかなと私は思うんですけ

れども、いかがですか。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） 議員おっしゃるとおりだというふう

に思います。しかし、現時点で出納収納事務、またそれに伴い金種の計算、あるいは金融機関への納

入等を毎日ということになってくると、そこにかかる職員数がかなり重要になってきます。そのため



 110 

玖珠町では、各施設でそういう券売機の利点を生かした方法で収納しているというふうに思います。 

  以上です。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） いや、ですから今言ったように収納代理金融機関というのがあるわけですよ

ね。そういったところにそういう手数料収入をやはり徴収をさせるように、皆さんが指導をするべき

じゃないですか。皆さん方が、職員がやるといったってやれないんです。今言うように、出納員の証

を持っていなければ公金を扱うことはできないわけですから。課長、今、役場の職員で出納員証を交

付したのは何人いますか。 

○議 長（髙田修治君） 河島総務課長。 

○総務課長（河島公司君） 辞令行為の中で課長には出納員の辞令を出しております。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） 恐らく課長さん方が二十数名おる。課長さん方が一々こういう券売機の金を

徴収して云々というんじゃない。ですから、そういう指定金融機関等があるわけですから、そこら辺

を皆さんがそういうふうに指導して、今後、町の公金については全てそういう毎日、会計管理者の通

帳に入れていく、そしてそれが積もり積もって１年間をトータルしたときに利子を生む、それがいわ

ば町民の財産になるわけですから、今までは皆さん方は、いうなら町民の財産を全くほたっちょった

と、ほたっちょったという言葉は適当かどうかわかりませんけれども、それはちょっと私は問題があ

るんじゃなかろうかなと。ぜひこれを機にそういうふうに切りかえていただきたいなと思いますが、

課長、どういうふうに思いますか。会計課長どうですか。 

○議 長（髙田修治君） 本松会計課長。 

○会計管理者兼会計課長（本松豊美君） その月１回がどうかという問題も正しいかどうか、毎日が正

しいかどうか、さっき担当課長も言いましたけれども、いろいろ日々の業務もありますし、現金を毎

日一定の時間に職員が持って移動するというのもちょっとあると思います。ただし、議員さんが言わ

れていることも理解できますので、今後、何回が正しいかとか、そういうことはちょっとわかりませ

んけれども、協議の場では考えていきたいと思っております。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） これはもう公金なんですよ。正しいとか正しくないとかじゃない。公金の取

り扱いはそんなことでいいかと私はいっているんです。悪いんですよ。きちっと会計管理者のもとに

毎日入ってきて、それがちゃんと利子を生むとか、そういう形になっておるんじゃないですか、その

金融機関の中で。ですから、そこら辺をこの指定金融機関あたりに指導して、それが嫌なら指定金融

機関を外せばいいじゃないですかと私は思っております。 

  ぜひ公金の取り扱いは間違いのないように、それがひいては皆さん方が身を守ることになるんです

よ。もし、ないでしょうが盗難等が発生したときには、少なからずやっぱり皆さんが責任を負わな

きゃならないということなんですよね。そういうことではいけないと。だから、やはりこれはきちん
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と公金取り扱いというのはしておくべきじゃないかなということでございますので、ぜひ今後ともそ

ういうことを考えて実施していただきたいというふうに思っております。 

  この項の最後になりますけれども、先日も総合運動公園の特別委員会の中で湯浅課長が、これは唐

突としか私は受けとめようがないんですけれども、コーラやジュースの自動販売機を町の直営で設置

をするような話がありましたが、私はこれはとんでもないことではないかなと。そういうことで、町

の健康づくりの専門の方にちょっと聞いてみたんですよね。専門家の話としてどういうふうに話した

かというと、こういうことなんですよ。玖珠町の町民はアルコールやコーラ、ジュースなどのいわゆ

るドリンク類の摂取量が他の地区より多いと、そのことが町民の健康づくりにも支障が出ているそう

です。いいですか。このようなことを総合すると、そういったお考えはいかがなものかと。 

  ただ、既存の、あなたがおっしゃっているように中央公民館やらあるいは役場やら、あちこち現在

置いてあるいわゆる既存のものについて、私はとやかく言う考えは持っておりません。つまり、新し

く出発する総合運動公園は、さきにも申し述べたように町民の健康づくりや体力づくり、各種スポー

ツの振興が目的のはず。健康を冒すおそれのある飲み物などを町が、町長が直営で販売するなど極め

て短絡的な気がしますね。玖珠町は筑後川の源流で名水の里でもあります。 

  そこで、町営の上水道を利用し、来園者などにおいしい水を飲ませたらいかがですか。自然環境に

恵まれた本町のまさにおもてなしではないでしょうか。循環型行政をもう一度考えてもらいたいと

思っています。いかがですか。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） この自動販売機の設置というよりも、

ドリンクが必要か必要でないかという問題につきましては、施設内が広いということと、近年は熱中

症等の中で水分の補給、いろんなことが健康に逆に影響してきているということがありますので、そ

ういう手段としては必要であるというふうに考えております。 

  以上です。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） そういった総合運動公園に来るときに、お互いが、公園部分は別としても、

野球したり、あるいはグラウンドで走ったりする方々は、必ず自分で、今はいろんなスポーツドリン

クというか、こういうのが本当に多く出ておる。これが安全かどうかは知りませんよ。けどね、そう

いったのを皆さん各自で持ち込んで自分で適当に飲めばいいわけであって、何も町がそういう自動販

売機まで設置して、私はまだほかにサービスをすることが多くあるんじゃないですか。 

  仮にそういう自動販売機を設置すると、必ず瓶、缶、ペットボトル、これの始末をしなきゃならな

い場所が要る、あるいは始末する施設が要る。それはどうなるかというと、行き詰まるところはやは

りごみ、もちろん分別すれば資源になるというふうに言いますけれども、これはやはりそういう分別

するところまで行き着かないと資源かどうかはわからない。いわば運動公園にはやはりごみと。です

から、これも日田市の陸上競技場で尋ねたら、もう一切持ち込みはさせていないと、そして全て持ち
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帰りですからごみ箱も置いていない。 

  ただ、あそこはこの五、六年前、開園というか開場したために自動販売機があるんです、その外に。

それはどうしておるかというと、こういうことなんですよ。１台１台、皆、所有者が違うんですね。

その自動販売機の上にはメーター機が、電気の。そしてどうもその収入が市に入っておるというよう

なことを担当の方が話しておりましたけれども、さすがは日田市らしいなと思ったけれども、今日そ

ういった健康問題等を考えたときにいかがなものかなと思っています。 

  参考までに、日田市は全てそういった施設は指定管理者制度を導入しております。それは管理者期

間は３年間で、３年ごとに入札をしていくわけですね。皆さんが入札で落札して維持管理をしておる

と。ただ、日田市が約７万人おる人口の中で、極めて利用頻度というか、もう少ないというんですね。

それはもうあそこの行事板に全部毎月の使用者が書いてあって、それでもあそこは２種施設というか、

それで雑草一本たりとも残しちゃいけないというか、とらなきゃいけないと。非常に神経を使ってお

りますけれども、実質的には利用は非常に低いというような話をしておりまして、じゃ従業員は何人

おるかといったら３人おるというんですよ。そして、２人が正規職員で１人が臨時ということで毎日、

維持管理をしておるというようなことでございましたので、今後どういふうにこの維持管理をなさる

かわかりませんが、そういったこともやはり参考にしながら。 

  要は私は、これはもうとにかく町民に使わせて。今のところ、どうも私は、皆さんの考えは、町外

の方々に、それはそういうのもあるのはあるんです。町外の方は、今、玖珠町の総合運動公園が一番

新しいんです。だから、皆さんが早く来て、もう日にちを押さえてあるんです。それで、町民が使う

ときに行って使わせてくれんかったんです、使えないんですよ。いや、この日はこちらの団体が入っ

ていますのでと。そういうやはり総合的な調整もしていかなければいけないのではないかなというふ

うに思うんですね。 

  ですから、ぜひやはり町民を主体的に、しっかり町民の方に使っていただくということを今後とも

考えて、こういったジュースの提供あたりも結構とは言いません、できるだけこういうことはしない

でほしいと。と同時に、ある情報筋によりますと、総合運動公園のこちらから行く入り口の右側に何

か大きなチェーン店が出店を近々なさると、そういうようなことを聞いておりますけれども、そうい

う情報を得ているかどうか。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） そういう情報はつかまえておりませ

ん。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） それはどうでもいいことでございますけれども、ぜひそういった町民の健康

に害が出るようなことに手をつけないでほしいというふうに思っております。あくまでも運動、ある

いは町民の健康づくりを主体とした場所にしていただきたいなということでございます。 

  次に、２点目の玖珠町Ｂ＆Ｇ海洋センター及びメルヘンの森公園について、両施設の指定管理者制
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度の導入の考えはないかということです。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） 玖珠町Ｂ＆Ｇ海洋センター及びメル

ヘンの森スポーツ公園ホッケー場の指定管理制度の導入につきましては、これまでは具体的な検討は

行っておりません。利用状況や管理運営状況等は把握できておりますので、今後、施設の改修等も考

慮しながら、総合運動公園と同様に適正な運営及び維持管理体制等について検討していきたいという

ように考えております。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） 当分の間はそういった指定管理者にする考えはないということですね。残念

と思うんですね。今もう特にＢ＆Ｇ海洋センター、お隣の天瀬町、あるいは耶馬溪町、これは合併と

いう大きな問題もあったんでしょうけれども、いち早く指定管理者制度を導入しておるんですね。そ

して、さらに指定管理者制度にして市民の方には非常にもう、これまでは天瀬町が経営するときには、

いわゆる町外者は１回が300円、地元の方は200円、それが今100円均一で町外者も、市内の市民は義

務教育、いわゆる中学校以下はただなんですよ。それが中津の耶馬溪町もそういうふうなことをな

さっておる。だから、非常に町民にサービスを図っておるということですね。 

  ここは今、Ｂ＆Ｇを見てみますと、あそこに社会体育から分室みたいな形になっておるわけで、だ

から私はこれをいち早く総合運動公園に移したらいかがかなと、そのためにはこれをやはり指定管理

者に早くして、そして総合運営公園のほうに力を入れたらいかがかなと、そんな考えはありませんか。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） 今ご提案いただいた分も選択肢の一

つ、あるいは管理運営方法の手段の一つというふうには考えております。そのため、先ほどと同様に

なりますが、今後その運動公園と同様に適正な運営維持管理体制を検討していきたいというふうに考

えております。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） ぜひそういうようなことを考えて、そしていわゆる玖珠町の行財政改革に沿

うような考え方をやはり実行していただきたいなというふうに。 

  もう一つ、これはメルヘンの森運動公園でしたですね、ホッケー場です。これは、これまで設計、

計画時点では非常にいい話をしておったような気がしますけれども、私たちもそれはそれをつくるこ

とを認めてきたんですが、今日、何年ですか今、５年たったか、まだその起債の償還金は残っておる

か残っていないか、まずお聞きします。 

○議 長（髙田修治君） 河島総務課長。 

○総務課長（河島公司君） ちょっと確かめてから答弁させていただきます。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。 

○１２番（宿利俊行君） 急な質問でありましたけれども、まだ恐らく起債償還が残債はあるなと思っ
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ておりますが、ここも非常に使用頻度が私は低いと。これまで大きな大会は国体、そして今年の北部

高校総体か、これが大きなことでなかったかなと。それ以外あったかもしれませんが、そういうこと

で非常に利用頻度が低い割には、担当者によると来年か再来年には1,000万単位の金を持ち込んで人

工芝の張りかえをしなければ、今後、メジャー級の試合はできないと、そういうふうな話を聞かされ

て本当にびっくりしたんですよね。 

  もうこのホッケー場というのは皆さんご案内のように、ごく少数派といいますか、町の中で。しか

し、つくった以上は維持管理をしていかなければならないわけでして、そういうのがまた町民の大き

な負担になってくりゃせんかというような気がしますが、いかがでしょうか。 

○議 長（髙田修治君） 湯浅社会教育課長。 

○社会教育課長兼中央公民館長兼わらべの館館長（湯浅詩朗君） ホッケーのことになりますと、大分

県で玖珠郡がこのホッケーをするというのが始まりまして今年50周年の式典が開催をされました。そ

の間、国体への出場が各少年男子、青年女子等の中で出場したことにより、町民の皆様に勇気を与え

たのも一つだというふうに考えております。スポーツにつきましては、九重の緑陽中学にもホッケー

のクラブができましたし、放課後教室等の中でも玖珠町でもホッケーの推進をしているところであり

ます。 

  また、先ほどありました人工芝の張りかえ、これを２年うちにということでありますが、これにつ

いては私どもとしては承知をしておりません。現在のウオーターベースの人工芝につきましては、耐

用年数が大体10年程度というふうに聞いておりますが、玖珠町の使用頻度であれば12年目ごろに大体

その更新の時期なのかなということで、現在のところは国体があってから６年経過をしております。

また、世界の情勢として、今後このホッケー競技がウオーターベースでいくのかサンドベースでいく

のか、この辺が今過渡期でありまして、それにより使用方法が変わってくることは今後予想されてお

りますが、この一、二年のうちということについては、そういうことではないというふうに。 

○議 長（髙田修治君） 12番宿利俊行君。残り時間４分です。 

○１２番（宿利俊行君） そういうことですね。使っていればいいけれども、どうも頻度がやっぱり低

いのに、またそういうような大きな金を突っ込まれたら、それはあるから仕方ないやというようなこ

とも言いますけれども、そんなものじゃないと思います。やはりこれをいかに最大に活用するかとい

うことですね。 

  もう一つは、私は、今年、歯痒かったというか、これだけ北部高校総体があって開会式が九重町で

行われたと、非常にまた残念だと。専用のホッケー場でどうして開会式あたりをしなかったかなと非

常に残念に思っておりますけれども、これはもう済んだことでございますので、今後この玖珠郡で大

きな大会があれば、これはもういち早く玖珠町のそういった施設を利用して玖珠町を最大限アピール

していただきたいなと、そういうように思っております。ですから、その辺も担当者がしっかり考え

ていただいて、ぜひそういう方向で全国にそういう玖珠町にはすばらしい施設があるよというのは情

報発信していただきたいと。 
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  そして、これはこれまで例えば企業とか学生あたりが常時使いますよというような話もしておった

けれども、どうもそこら辺が見えていないような気もします。ですから、今後ぜひ大いに利用して、

そして修理あるいは維持管理をしなければならんところは、これは当然するのが当たり前の話であっ

て、何もそれを制約するものではございません。 

  以上でございます。 

  もう時間がなくなりましたけれども、最後になりますが、朝倉町長さんには天下分け目の決戦を控

え、何かとご心労のことと思います。体には十分ご留意され、所期の目的を達せられますよう心から

お祈りを申し上げまして、これをもちまして私の一般質問を終わります。この１年間、ご協力ありが

とうございました。 

○議 長（髙田修治君） 河島総務課長。 

○総務課長（河島公司君） 先ほどの起債の返還の分でありますが、今、返還中であるということで、

過疎債で対応しておりまして、30年までの返還となっております。 

  それからもう１点、出納員の任命の件ですけれども、補足させていただきます。課長をもって出納

員に充てるということになっております。任命につきましては、異動辞令及び事務分掌をもってこれ

にかえ、特に辞令を用いないで行うことができるということになっております。 

  以上であります。 

○議 長（髙田修治君） これをもちまして、宿利議員の質問を終わります。 

  以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  お諮りします。 

  明日13日から16日までの４日間は議案考察のため休会といたしたいと思います。異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（髙田修治君） 異議なしと認めます。 

  よって、明日13日から16日までの４日間は議案考察のため休会、17日は閉会日となります。 

  本日はこれにて散会します。 

  ご協力ありがとうございました。 

午前11時51分 散会 
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