
 131 

────────────────────────────────────────────────────────── 
 

平成２６年第１回玖珠町議会定例会会議録(第４号) 
 
────────────────────────────────────────────────────────── 
 

  平成26年３月14日（金） 

 
        ────────────────────────────────────── 
 

１．議事日程第４号 

  平成26年３月14日（金） 午前10時開議 

  第 １ 一般質問 

 
        ────────────────────────────────────── 
 

１．本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 一般質問 

 
        ────────────────────────────────────── 
 

  出席議員（16名） 

         １ 番  宿 利 忠 明      ２ 番  大 谷 徹 子 

         ３ 番  石 井 龍 文      ４ 番  廣 澤 俊 幸 

         ５ 番  中 川 英 則      ６ 番  尾 方 嗣 男 

         ７ 番  菅 原   一      ８ 番  河 野 博 文 

         ９ 番  秦   時 雄      １０番  松 本 義 臣 

         １１番  清 藤 一 憲      １２番  宿 利 俊 行 

         １３番  藤 本 勝 美      １４番  片 山 博 雅 

         １５番  繁 田 弘 司      １６番  髙 田 修 治 

  欠席議員（な し） 

 
        ────────────────────────────────────── 
 

職務のため議場に出席した者の職氏名 

         事 務 局 長  大 蔵 順 一     議 事 係 長  小 野 英 一 

 
        ────────────────────────────────────── 
 

地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 朝 倉 浩 平  副 町 長 小 幡 岳 久 

教 育 長 秋 吉 徹 成  総 務 課 長 河 島 公 司 



 132 

ま ち づ く り 
推 進 課 長 

麻 生 太 一  
環境防災課長兼 
基地対策室長 

藤 林 民 也 

税 務 課 長 帆 足 浩 一  福祉保健課長 江 藤 幸 徳 

住 民 課 長 衞 藤 善 生  
建設水道課長兼 
公園整備室長 

平 井 正 之 

農林業振興課長兼 

農 業 委 員 会 

事 務 局 長 

梅 木 良 政  
商工観光振興 
課 長 

村 木 賢 二 

会計管理者兼 
会 計 課 長 

本 松 豊 美  
人権同和啓発 
センター所長 

山 本 五十六 

教育総務課長 穴 本 芳 雄  学校教育課長 米 田 伸 一 

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  行 政 係 長 石 井 信 彦 

 
        ────────────────────────────────────── 
 

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を申し上げます。 

  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かた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

使用も禁止されておりますので、ご協力願います。 

  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、４番廣澤俊幸君。 

○４ 番（廣澤俊幸君） おはようございます。４番廣澤俊幸です。 

  質問に先立って、３月で定年退職されます大蔵局長につきましては、長い間ご苦労さまでした。私

は、３年間という短い期間でございましたけれども、わからないことに対しては理路整然と説明して

いただき、誠にありがとうございました。感謝を申し上げます。 
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  定年といってもまだまだ元気ですから、地元では引く手あまたのようでございます。どうかこれか

らは地域のためにお力添えをいただきますようお願いを申し上げておきたいと思います。 

  さて、私は民間企業の経営感覚と町民目線をスローガンに議会に送り出していただきました。そう

いう意味で、本日の一般質問につきましては、民間感覚と町民目線を視点として質問させていただき

たいと思います。 

  質問に先立っては、個人を追い込むようなことは慎むべきだというご忠告もいただいておりますが、

私は個人を追い込もうなんて毛頭考えておりません。ただ、短気な一面を持ち合わせておりますので、

玖珠町の発展や町長の施政方針にある役場組織の強化を思うばかりに、ついつい熱が入り、ボルテー

ジが上がって、きつい発言もあろうかと思いますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。 

  それでは、質問に入ります。 

  最初の質問ですけれども、カウベルランドのハム工場についてでございます。 

  昨年11月、商工観光振興課からいただいた資料によりますと、平成21年11月から既存のアニマルラ

ンドからハム工場改修に着手したと。23年11月には冷凍機を設置し、導入し、これらにかけた費用は、

建物の改修に2,832万円、冷凍機の設置に824万円、合計3,656万円という大金が投入されております。 

  ２年余りたった今日、ハム工場は稼働されず、費用対効果はゼロで、税金の無駄遣い以外何物でも

ありません。町民の皆さんがこのことを知ったら怒るでしょう。２年以上も稼働しないなど、民間の

経営感覚では考えられないことです。税務課は一生懸命収納率を上げようと努力をしている一方で、

こういう無駄遣いがされている。ゆゆしき問題だと思います。 

  こういう問題を税務課から、庁内で意見がどんどん出てきて、問題を提起して、そしてこれはまず

いなと、何とかしなければと庁内でけんけんがくがくやられるような組織であってもらいたいと私は

願っているんです。行政は、3,656万円という国民、町民の税金を投入した支出の責任があります。 

  そこで、お伺いいたしますが、なぜこんな事態を招いたのか、経過は一応お伺いしておりますので、

端的に原因と対策をお伺いいたします。 

○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） 廣澤議員のご質問にお答えします。 

  議員ご指摘のハム工場についてですが、議員のご指摘のとおり、平成20年４月より遊休化している

ワールドアニマル館の有効利用に向けて検討していた当時、農林課担当、企画担当、それとまちづく

りコンサルタント、カウベルランドくすの社長など、関係者において、ハム工場にするということで

協議が始まったと聞いております。そして、最終的には、カウベルランドくすの指定管理者でありま

す有限会社カウベルランドくすのほうから、遊休化しているワールドアニマル館をハム工場として有

効利用したいというお願いを伺って、町として同施設のハム工場への改修事業に取り組んだとしてお

ります。 

  議員ご指摘のように、ハム工場の施設整備の具体的な内容につきましては、平成21年度において

1,994万6,000円、22年度に830万3,000円等の改修工事を実施しておりまして、最終的には、議員ご指
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摘のとおり、3,656万3,000円の額を要しております。 

  その後、昨年、平成24年度より、玖珠町の指定管理施設につきましては、カウベルランドくす、三

日月の滝公園、伐株山憩いの森、道の駅等は商工観光振興課が受け持つようになりましたが、議員ご

指摘のハム工場につきましては、カウベルランドくすと当初予定しております個人経営者との業務委

託を交わしてハム加工事業に取り組む予定となっていることを前所管の農林業振興課より受け継いだ

ものでございます。 

  しかしながら、半年経過した平成24年10月ごろ、事業運営を実施すべきである個人経営者が事業展

開を始めていない事実が判明しましたので、指定管理者であるカウベルランドくすに事実確認を実施

し、今後の運営についての業務委託契約を明確にして、即刻業務を始めるよう行政指導したところで

あります。 

  その後、24年12月１日付で、カウベルランドくすと個人事業者の間で、施設の利用期間、利用料金

などを明確にした業務委託契約を締結し、その利用期間を平成26年３月31日、今月３月末でございま

すが、締結したところであります。 

  その後、動向を見ておりましたが、平成25年度になっても事業の展開や使用料の納入がなく、適正

な施設管理がなされていないことが判明しましたので、平成25年９月５日に有限会社カウベルランド

くすに対して、施設の適正化を要求する公文書を発し、早急に契約相手である個人経営者との協議を

するように指示したところでございます。 

  その後、有限会社カウベルランドくすにおいては、再三業務委託契約に従って早急に事業展開を促

してきたようですが、進展が見られず、カウベルランドくすの指定管理者として、個人経営者に対し

まして、現在、ハム工場における個人所有物の撤去を要求しているとの報告を受けています。 

  玖珠町といたしましても、これ以上施設の遊休化は避けたいと判断しまして、直接その個人経営者

宅に行きまして、早急に事業の展開を実施するよう要望してまいりましたが、いろいろな問題がある

ので少し待ってくださいとの一点張りで、さらにはハム加工の世界のプロとしての持論等を述べるな

どして、結局、現在の状況となっているところであり、その対応に苦慮しているところでございます。 

  以上です。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸君。 

○４ 番（廣澤俊幸君） 原因がよくわからないんですよ。指定管理者の経営能力の問題ですか。私が

聞いているのは、何でこういうことになったか、原因を聞いているんです、原因を。 

  指定管理者と個人の問題だというんだったら、指定管理者の能力が足らなかったということですか。

個人を見る目がなかったという解釈でよろしいんでしょうか。 

○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） 町としては、指定管理者のほうにカウベルランドくす全体の指定

管理を委託し、協定を結んでおりますが、その中の一部の業務委託としてハム工場の分を指定管理者

と１業者がやっているところで、これは経営の中でなぜできなかったかということになるんですが、
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町のほうも再三指導には行きましたが、予定されていた事業者の資金力、事業経営能力の部分におい

て問題があったというふうになっておりますが、町としても、ここをハム工場にするときに、この業

者の存在を知った上でしておりますので、町としても全く責任がないということにはならないと思っ

て、これまで再三努力をしてきたところでございます。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸君。 

○４ 番（廣澤俊幸君） この問題について、課長は担当していなかったはずですね、前ね。その関係

者を集めて、問題の究明と再発防止策というのはとられたんですか。そのことが大事なんですよ。ア

ニマルランドでもしかりね、同じことを繰り返している。税金を無駄遣いしているから国の借金が

1,000兆円にもなっている、こういうことの積み重ねだと思うんです。 

  だから、私が言いたいのは、関係者を集めて、原因の徹底的な究明と再発防止策を講じなければい

けないと思うんです。そういう対策会議というか、やられたんでしょうか、お伺いします。 

○議 長（髙田修治君） 朝倉町長。 

○町 長（朝倉浩平君） 廣澤議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  基本的には、この２年間の対応につきまして、各所管のところで検討しております。そして、いわ

ゆる契約は玖珠町とカウベルランド、カウベルランドとハム工場がそれぞれ契約しています。直接、

我々はハム工場の方にどうのこうのできないんですけれども、この間、直接本人にも、どういう状況

ですかと、基本的にはその借りられている本人の資質の問題と。 

  我々、何度も、法的措置をとってでも立ち退きしていただこうといっても、本人のほうが出られな

い、そういう状況ですから、今度は26年の３月31日までに指定管理、いわゆるハム工房とカウベルラ

ンドが契約していますから、この契約の間は契約上の問題で、我々は、なぜ動かない、稼働してくだ

さいと言うだけにおいて、この契約期間については、何も我々、契約上で、この３月以降のことはか

なりできると思います。その間は、基本的には、立ち退きしてくださいと言っても、契約上のことで

契約を盾にとられれば我々何も対応できない。 

  ただ、行動をとっているのは間違いないということでございます。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸君。 

○４ 番（廣澤俊幸君） 私は、町と指定管理者の関係というのはわかっているんです。だけど、金出

したのは町なんですよ、3,600万円。その支出責任は町にありますよと、この自覚は十分してもらい

たいし、これの原因について、今後、二度と繰り返さないように対策会議、再発防止策を講じてもら

いたいと思うんです。 

  私がなぜこういうことを言うかというと、行政は倒産しないんです。したがって、考えが甘いんで

す。安易であることに対する警鐘、それから徹底した再発防止を講じて、二度と同じ轍を踏まないよ

うにしていただきたいからこの問題を提起したんです。 

  関連でちょっとお聞きしますけれども、アニマルランドには数億円の金が投入されていると思う。

それから、ウエストファームについても4,000万円以上の金が投入されている。費用対効果はゼロで
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すよね、費用対効果。これを見過ごしてよろしいんでしょうかね。 

  町民の税金、国の国税、こういうことについて、原因究明と対策、再発防止対策はやられたんで

しょうか、関連してお伺いいたします。 

○議 長（髙田修治君） 朝倉町長。 

○町 長（朝倉浩平君） 企業においては、どのくらいリスクとるかという、リスクとリターンはト

レードオフといいますね、いわゆる裏と表。このくらいリスクとるということで、アニマル館のハム

工場の展開につきましては、この三千何百万リスクは、それだけの本当の、いわゆるハムをつくって

くれる人が本気にやってくれれば、それだけのリターンはある。ただ、その人間の、個人の方の資質

の問題で今まで残ったということですから、それにつきまして、企業もこのくらいリスクとれるなら、

これくらいリターンある、この三千何百万投資に対して、決して役場としては投資としてのリスクを

とりにいったことについて、何も我々は言われることはないと。 

  前のカウベルランドをつくること、それとウエストファームのことについては、ちょっと私はお答

えできませんけれども、少なくともハムの工場につきまして、これだけのリスク、リターンがあると

思ってとっています。そして、今回、26年の３月までの契約期間は、契約上、法律上、何もできませ

ん。それ以降につきましては、後ほど商工観光課長のほうからお答えがあると思いますが、次の一手

を打っておりますから、ご了解のほどよろしくお願いします。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸君。 

○４ 番（廣澤俊幸君） いずれにしても、今のところ、費用対効果というのはゼロだということです。

これから対策について、ちゃんとしたプランニングをして、そして早急に投資が効果を生むように努

めてもらいたいと。 

  それから、繰り返すようですけれども、アニマルランドとかウエストファーム、何で倒産したのと、

何でだめだったのと、これの原因究明と再発防止策を講じることをお願いして、この質問は終わらせ

ていただきたいと思います。 

○議 長（髙田修治君） 朝倉町長。 

○町 長（朝倉浩平君） 一方的に質問を終わられたら、こちらとしては対策に困るわけですよ。こち

らもお答え、やはりこの対策ということを言われましたから、対策について、商工観光課長のほうか

らお話しさせていただきたいと思います。 

○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、お時間ないところすみません。 

  本件に関しましては、玖珠町議会の産建委員会の委員の皆様からもご心配、ご意見、そしてご提案

いただいているところでありますが、議員おっしゃられますように、今後の施設の利活用については、

今回のことを教訓に、誘致する企業の資金力、事業実績、経営能力等も考慮した上で取り組んでまい

りたいと思います。 

  それからまた、現在のハム工場につきましては、今後の有効利用を検討する中で、県内外でハム加
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工等を実施されている数名の方々に視察をしてもらっておりますが、その中には施設の有効利用につ

いて前向きな方がおられますので、今回のカウベルランドと個人経営者の業務委託契約が終了する今

月３月末以降の有効利用に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えているところです。 

  それから、今回、このカウベルランドくすにつきましては、議員がおっしゃられますように多額な

経費を要してつくられておりますが、現在、今後の経営のあり方などについて、私と社長も一緒なん

ですが、税理士等のところにも一緒に出かけて経営のあり方などについて検討しておりますが、現在、

役場内の農林業振興課、まちづくり推進課、商工観光振興課の３課職員、特に若い世代の職員であり

ますが、プロジェクトチームを組織して、カウベルランドくすの今後のあり方、これまでの経緯の反

省も含めて検討を始めているところでございます。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸君。 

○４ 番（廣澤俊幸君） そういうふうにお願いして、今後のプランニングについて計画されているこ

とを聞いて安心しましたので、早急に進めていただきたいと思います。 

  私は、新たな試みとか挑戦を、リスクをしょって挑戦することは否定しません。挑戦なくして成長

なしと言われますから、挑戦することは大いに結構でございます。挑戦には、ひらめきとか思いつき

というのは大変重要な要素でございますけれども、反面、目先の思いつきとか安易な話には危険が潜

んでおります。今後の事業展開に当たっては、これまでの失敗と教訓を生かすとともに、取り巻く環

境、将来の動向を的確に捉えて、全体像とストーリーというのを明確にして、採算が合うのか合わな

いのか、シミュレーションをしっかりとした上で事業を展開していただきたいということをお願いし

ておきたいと思います。 

  また、指定管理者については、経営センス、経営能力、判断力、管理能力をしっかりと見きわめて、

そして検証した上で委託をするというようにしていただきたいということをお願いして、この質問を

終わりたいと思います。 

  次に、事務の合理化についてでございます。 

  実は、ずっと私、日ごろの庁内の雰囲気から、事業の合理化を運動論として展開しているような雰

囲気を感じていなかったんです。昨年からこの問題については質問をしようと思っておりましたけれ

ども、３日に行財政改革実施プランをいただき、さっと目を通しました。 

  民間企業においては、この事務の合理化は30年以上前からやっております。そして、生産性向上に

努めておる。私も、合理化の狙いとか着眼点はわかっている中で、資料を見て、正直驚いて啞然とし

ました。 

  どういうことかといいますと、一つは手段が目的化されていると、それからアウトプットが手段の

結果になっていて、効果の管理になっていない、即やれることが何年もかけてやるプランになってい

ると、町長が号令かけて１年でやれるようなことを５年計画の中に入っていると、後ほど具体的に申

し上げます。 

  それから、実績が甘くて、民間企業ではやったことにならないのが、実績としてやったように丸印
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がついている、こういうのがございます。 

  具体的に、かいつまんで申し上げますと、この行政改革プランのナンバー19、事業のスクラップと

再構築というもので、一定規模以上の事業について、職員が自由に意見を言える場を設けるというの

がございます。これは、みんな三角になっている。職員向けプレゼンテーション等、検討は行ってい

るが、場の設定には至っていないと。こういうものは、すぐできるんじゃないですか。いつからやろ

うというの、５年計画にしないで、即できることだと思う。 

  ましてね、町長に物申す会とかつくったらいいじゃないですか。その聞き及ぶところによると、な

かなか町長には話ができないという話も聞き及んでおります。いずれ、そういうことが続いていくと、

物言えば唇寒しで、課長はみんな物を言わなくなってくる。私は、こういうのは、町長が、俺にいろ

いろ意見を言いたい場をつくるから、意見を出してくれと一言声をかけてやればいいわけですよ。こ

れが、町長が言っている組織の活性化だと思うんです。 

  それから、20番、類似施策の統合と。類似施策の洗い出し、調整を行うと。結果として、洗い出し

は行っているが調整には至っていないと。洗い出しは目的ではないんですね。整理整頓、清掃して、

不要な業務が何点あって、それを何点統合したかとか、そういう効果が必要なんです。洗い出しは手

段であって、効果が見えなければ何もやったことにはならないんです。整理といって、要るものと要

らないもの、仕事を区分け、洗い出す、そして洗い出したものを分類する、整理整頓。整頓というの

は分類、送別すること。送別したものを統合して清掃する、こういう手法というのはあります。そし

て、重複業務が何点あって何点統合しましたよと、統合したことによってどれだけ効果がありました

と、作業時間がこれだけ短縮できましたとかいうことが効果なんです。生産性向上という観点から捉

えられていないと思うんです。 

  それから、42番、時間外勤務は、何時間から何時間に減ったかという話が大事なんですけれども、

42番については、ノー残業デーを設定すると、課長会等を通じ、ノー残業デーの徹底を図っていると。

図っているというのは手段、大事なのは結果です。残業時間が削減できたかどうか、これを確認しな

いとだめなんです。 

  それから、56番、職員の提案制度。23年度実績ゼロ。提案制度なんて、すぐつくって、そしてどこ

の部が何件出して、それでその提案が何件受け入れられたか、行政に反映できたか、こういう仕組み

をつくることが職員のやる気を出すんです。マズローの欲求５段階ではありませんけれども、自己実

現がされたときが人間は一番やりがいや生きがいを感じるんです。職員の提案が受け入れられた、何

件受け入れられたか、何件出して何件受け入れられた、こういうことを管理するのが本来の合理化な

んです。 

  そこで、お伺いいたしますけれども、玖珠町行政施策プランの全体の旗振り管理部署というのはど

こでしょうか、これが１点。それから、２つとして、推進組織はあるのか、３つ目として定期的に推

進会議が実施されているのか、以上３点についてお伺いをいたします。 

○議 長（髙田修治君） 河島総務課長。 
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○総務課長（河島公司君） 回答させていただきます。 

  議員のほうから最初に提言をいただきましたけれども、私のほうから今の現状だけは説明させてい

ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  すみません、担当部署については総務課でありますので、よろしくお願いします。 

〔「全体のまとめ部署は総務でやっているということですね」と呼ぶ者あり〕 

○総務課長（河島公司君） はい。 

  それから、説明の中に、推進についてはその中で説明させていただきたいと思いますので、いいで

しょうか、はい。 

  地方公共団体の事務につきましては、法令等に処理が定められております法定の受託事務とそれ以

外の自治事務に大別されております。 

  法定受託事務につきましては、戸籍事務とか選挙事務等、どこの市町村でも決まった形式で行われ

ております。 

  一方、地方事務のほうなんですけれども、第５次総合計画に掲載されている事務や住民ニーズに対

応した事務、それから各種施設の維持管理事務等多岐にわたるものでありまして、県からの権限移譲

により、今後もふえる傾向にあるものでございます。 

  町としましては、人口減少に伴い歳入の減少が予測される中で、職員の増員は困難な状況でござい

まして、事務事業の整理、統合、合理化、それに対応できる柔軟な組織機構への改革が必要不可欠と

なっております。 

  この課題に対応するために、本町では玖珠町行財政改革実施プランを策定しております。それが先

ほどのプランであります。 

  このプランでは、１つが、町民と行政との協働による個性的なまちづくり、２つ、持続可能な行財

政基盤の確立、３つ、高度情報化時代に対応した行財政システムの構築、４つ、職員の意識改革と人

材育成の４つを基本的な方針として、57の改革に取り組むことにしております。そして、このプラン

の最大の目的は、「真に自立可能・持続可能な玖珠町」を実現することであります。それを指摘され

ていると思います。 

  プランの計画年度につきましては、平成23年度から27年度の５カ年で、進捗状況について、先ほど

の調査票で議員の皆さんにお知らせをしたところであります。 

  町におきましては、全課長から成る玖珠町行財政改革推進本部を置きまして、先ほど申し上げまし

た目標達成に向けて、プランの進捗管理を含め、行財政改革を推進しているところであります。進捗

状況につきましては、先ほど資料の中で報告したとおりであります。 

  そういうことで、先ほど指摘を受けました推進をしているのかということにつきましては、そうい

う形の中で推進をして、会議の回数につきましては、行財政改革推進本部の会議は本年度３回、それ

から玖珠町行財政改革推進委員会につきましては、本年度５回実施をしております。 

  そういう形で、スピード感を問われていると思いますけれども、そういう協議を起こしながら、各
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課にその辺の徹底を図っているところであります。 

○議 長（髙田修治君） 朝倉町長。 

○町 長（朝倉浩平君） 廣澤議員の事務の合理化、これは基本的にやっていかないけないという状況

でございまして、ただ、私も、廣澤議員も民間、民間と言われますけれども、私も民間にいまして、

民間のところは本当に利益の追求のところだけに、１点に絞っていけばいいんですけれども、行政の

場合は、住民の皆さんの、少子・高齢化によって住民構成が違いまして、住民のニーズは非常に多様

化しています。そして、ニーズも多様化かつ膨大になってきています。 

  それと同時に、国からの、地方分権のもと、権限移譲のもとに、民間ではこれはやらない、これは

もう民間ではやれないところをどうしてもやらないといけないと、非常に複雑・煩雑化になっている

のが、これが民間の企業との違い。民間だったら、ここはもう利益にならないから切っていけ、利益

のものを追求していきますから、そこについて合理化できる。玖珠町においては、それでもやはり合

理化していかなきゃいけないところがあるんですけれども、やはりいろいろ県からの、国からの権限

移管、住民の皆様のニーズの多様化、そこによって新たな問題が次々に起こってくると、こういうの

を認識していただきたいと思います。そういうことでございます。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸君。 

○４ 番（廣澤俊幸君） 私は、行政でやることと民間の違いというのは、十分理解はしているつもり

です。例えば、インフラ整備なんかいうのは、私は効果は問いません。効果を問わなくちゃいけない

ことについて問うているんです。そのことは十分理解してもらいたいし、私はその辺は認識をしてい

ます。 

  町長は、予算執行に当たって、最少の経費で最大の効果を生むよう努力をすると言っていますけれ

ども、効果という以上は、予算計上、この前、予算委員会で話はされました予算計上の手段が効果に

つながらなければ何の意味もないんです。やっています、やっていますとね、やりました、やりまし

たと手段を言っても、効果が出なければやったことになりません。大事なことは、目的に対する結果、

すなわち効果なんです。 

  これはインフラとか、そういうことを言っているんじゃないんですよ。インフラ整備というのは別

ですよ。効果を出さなくちゃいけない、そういう項目については効果が大事なんです。 

  わかりやすく例を出して言いますと、販路を開拓しようというテーマがございます。これを例に

とって言いますと、私、この２月に東京に行ったわけです。そして、八鹿の看板が出ているお店で亀

の井の酒を置いてくれないかとお願いをママにしたところ、試飲してみるというので、玖珠に帰って

から買って送りました。同じように、台湾の知人に、玖珠米とシイタケ、これを台湾の富裕層に売れ

ないかという相談をしたら、サンプルを送ってくれということで、米とシイタケを買って送りました。

この送るというのは手段なんですね、手段。これが販路開拓につながらなければ、送ったことは単な

る手段であって、効果にはなりません。 

  同じように、ものづくりの会社なんかでいいますと、新商品を開発した、開発した、立派なものを
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開発したぞ、したぞと言っても、売れなければ開発したことにならないんです。こういう例をいっぱ

い見てきました。 

  求めるものは、やはり効果なんです。金を使って投資したら、効果を必ず確認しなくちゃいけない。

事務の合理化についてもそう。ノー残業デーというんだったら、残業がどれだけ減ったのと、そこを

管理しないといけないんです。 

  町長、事務の合理化は町長マターではないと思いますけれども、推進組織の定例会議でテーマ設定

の着眼点とか視点、管理方法など、専門家を入れたらどうかと私は思うんですけれども、いかがで

しょうか。 

○議 長（髙田修治君） 朝倉町長。 

○町 長（朝倉浩平君） その専門家の前に、効果について申し上げたいんですけれども、私もいつも

費用対効果と申し上げていますけれども、民間企業は100万円投資すれば、いわゆる調達金利とか設

備投資で100万円投資したら120万とか130万上げなきゃいけないということなんですけれども、行政

における効果は、福祉とか教育に対して、その投資したものに対して、その効果は目に見えないとい

うことですね。100万が120万になって、福祉とか、教育だと、教育に設備投資、いわゆる仕事をした

場合、その効果があらわれるのは20年後、30年後と、費用対効果は、そういう意味で行政の効果と民

間の費用対効果は違うというのを認識していただきたいということですね。 

  ただ、100万円投資したら120万もうけたいというのは、これは民間の発想なんです。でも、行政の

あれは、いかなる設備投資、いわゆるお金を投資して、そこにおいて住民の福祉がどれだけ向上され

るか、住民サービスを提供したことによって、どれだけ住民の皆さんがその役場の行政サービスを享

受できるか、そこにおいてその効果は目に見えない。ただ、それは、教育にしてもそうですけれども、

20年後、10年後、15年後に見えるということが費用対効果でございます。 

  そして、その専門家を置くにつきましては、玖珠町の役場の中でも非常に優秀な人間がいますから、

そこにおいて検討していく余地がまだ残っていると思いますから、外部のところ、今、システム的な

ものは相談しながらやらせていただいていますけれども、そういうコンサルタント的なものは今置く

予定はないということです。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸君。 

○４ 番（廣澤俊幸君） 私が、ずっといろいろ事務の合理化をやってきて感じるのは、間接部門とい

うのは費用効果が出せないという話がよくあるんですよ。それはうそなんです。例えば、住民サービ

スにしても、やったことに対して住民のアンケートをとれば、住民が本当に喜んでくれたかどうかと

いう、そういう代用特性でもとれるんです。そういうところを少し研究されたらどうかと思うんです。 

  時間があれですから、事務の合理化については、また個別にいろいろ相談をさせていただきますけ

れども、次に人事制度についてお伺いをいたします。 

  私は、人事制度について、これまで何度か質問をしてきました。なぜこだわるかというと、経営の

資源である人、物、金、この中で一番大事なのは人ですね。人材格差は企業格差と言われるように、
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企業も行政も組織における人材の質で格差が出ます。したがって、人事、すなわち人のことは、組織

上、最も重要視しなければならないと考えるからです。 

  これまで、民間企業では、そういう観点から人事制度の重要性を認識して、公正な運用と企業の体

質強化に取り組み、競争力の強化に努めてきました。公務員では関心が薄いものであったんです。 

  しかし、平成18年度以降、国家公務員においても人事制度の重要性がクローズアップされ、人事院

のマニュアルに基づいて、厚労省初め各省庁や東京都、大阪市などは制度設計から運用をやられてお

ります。 

  そこで、お伺いいたしますけれども、玖珠町役場においては、採用から配置、配属、執務、評価、

処遇、育成等、関連した人事の全体像はあるのか、お伺いをいたします。 

○議 長（髙田修治君） 河島総務課長。 

○総務課長（河島公司君） お答えさせていただきます。 

  人事制度につきましては、９月の定例会においても同様の趣旨の質問をいただいたところでありま

すが、改めて玖珠町の現状をお伝えしたいと思います。 

  人事制度の基本は、職員の給料、それから昇給、昇格、評価、福利厚生等に関する処遇体系を整備

することで、組織の円滑化と職員のやる気を高め、住民サービスの維持向上を目指すものと理解して

おります。 

  特に、国家公務員においては、平成21年度の法改正で、勤務成績、能力、実績主義を柱とする新た

な人事評価が施行されております。 

  一方、地方公務員につきましては、大都市から小規模町村までの対応が困難なため、継続審議の状

況であります。しかしながら、独自に人事制度を導入する自治体もふえておりますので、玖珠町も勤

務評定に加え、自己申告を取り入れるなど、適材適所な人事配置に取り組んできているところであり

ます。 

  また、階層別に体系的な玖珠町職員研修計画の策定や、県職員との合同研修など、職務能力向上研

修、職員の人材育成に力を注いでおります。これらは、職員の積極的な研修参加にあらわれておりま

すので、活力ある職場づくりにつながっていると判断しております。 

  引き続き人材育成に力を注いで、適材適所の人事配置、士気向上、組織のレベルアップに努めてま

いりたいと思っております。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸君。 

○４ 番（廣澤俊幸君） 個人攻撃するつもりはないんですけれども、以前、私が自己申告をどんな

フォームでやっているのか見せてもらいたいと言ったら、人事上の問題だから見せられないという話

がありましたね。そして、そのときに、私がなぜ見せられないのか、町長はディスクロージャーと

いって情報開示を取り上げられている中で、見せられない理由が私にはわからない、したがって副町

長と相談をしてその理由を聞きたいということでお願いしましたけれども、いまだに報告はなかった。

その見せられないようなことで自己申告制度をやられているんですかね、そういうフォームを使って。 
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○議 長（髙田修治君） 河島総務課長。 

○総務課長（河島公司君） 今の取り組みとしては、各課長による勤務評定、それから本人からの自己

申告をいただきながら判断をさせていただいておりますが、今後、その人事評価制度については、県

で取り組んでいるところもありますし、うちのほうもその準備を、どういうふうな人事評価制度が必

要なのかということについては、検討しながら取り組んでいきたいと思っていますので、それについ

てはそういう考えであります。 

  それと、言われました人事評価の書式につきましては、私たちが内部で検討の資料として持ってい

るものでありますので、それはもう議員のほうに今回はお渡しすることができませんでしたけれども、

そこまで議員の考えがありましたらお聞きしたいと思いますけれども、内部的な資料として今回は出

させていただいておりませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸君。 

○４ 番（廣澤俊幸君） もうどこでもそういうのは、私は中身を見せてくれと言っているんじゃない

んですよ、評価した。フォームを見せてくれと言ったんですよ、フォーム。この前、研修に去年行っ

たときにも、厚労省のフォーム、東京都のフォーム、大阪市のフォーム、みんなオープンです。見せ

られないようなものでやっているんだったら問題じゃないかなと私は思って、あえて言ったんですよ、

フォームを見せてもらえないかと。 

  この人事制度については、職員全体に周知をされているんでしょうか。こういう人事制度があって、

こういう運用をしますよということは職員に周知されているかどうか、お伺いいたします。 

○議 長（髙田修治君） 河島総務課長。 

○総務課長（河島公司君） 職員の周知につきましては、制度の説明会を設けまして、その研修を図っ

たところであります。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸君。 

○４ 番（廣澤俊幸君） はい、わかりました。 

  次に、その評価についてですけれども、評価は処遇に使うとともに人材育成に活用するためのもの

ですね。評価者というものは、被評価者に対して、ここは今年よく頑張ったねと、だけど、この点は

もうちょっと足りなかったね、何かこの辺を勉強して頑張ってねと、そうフィードバックしなければ

意味がないと思うんです。市、人事院のマニュアルもそういうふうになっております。 

  つまり、成果と課題を部下とともに、評価者と被評価者が共有するということが人材育成には欠か

せないんですけれども、そのフィードバックはされているかどうかについてお伺いいたします。 

○議 長（髙田修治君） 河島総務課長。 

○総務課長（河島公司君） 今、議員言われたように、人事評価についての制度の中で、その辺の意見

聴取をしながら、それをフィードバックするというふうな形は、当然制度の中でこれから考えていく

ことでありますが、結果として、返すフィードバックは現在は行っておりませんし、現在はその考え

はありません。 
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  それと、先ほど言いましたように、今後に向けては、その人事評価制度の改善事項と判断しており

ますので、面談等の考慮をしていきたいと思っております。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸君。 

○４ 番（廣澤俊幸君） 人事院のフォームを見ると、百四十何ページ、ちょっと多過ぎるんですけれ

ども、非常によく書いて、面談の重要性、フィードバックの重要性が説かれていますので、ぜひ一度

目を通してもらいたいと思うんです。 

  それから、評価の具体的な、その課長が評価するに当たって、必ずこれはいろんな盲点があります。

ハロー効果、坊主憎けりゃけさまで憎いとか、悪く思われないように甘くつけるとか、それからまあ

真ん中に寄せとけばいいわと、そういう思いの人は必ずいるんです、評価に当たっては。 

  大体、二、三回は評価訓練をやるんですが、評価訓練をやった経過というか、実績はあるんでしょ

うか。 

○議 長（髙田修治君） 河島総務課長。 

○総務課長（河島公司君） まだ、それをフィードバックするという形にしていませんので、その形と

しては、課長のほうからそういう形はとっておりません。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸君。 

○４ 番（廣澤俊幸君） 今、計画段階ということで、これからいろいろ検討されると思いますので、

人事考課の訓練と、それからフィードバックについて、ぜひ検討をお願いしたいと思います。 

  次に、試験制度の導入ですけれども、私が疑問に思うのは、教職員については既に試験制度が導入

されている。でも、行政に試験制度がないのはなぜかなと、これ疑問に思うんです。素朴な疑問です。 

  町長は、成果主義、能力主義を人事の基本に据えていますけれども、管理職任用に当たっては試験

制度を導入すべきだと私は思っておるんです。 

  管理職の仕事というのは、仕事の管理と人の管理です。特に、人の管理は欠かせません。これまで

は、どちらかというと専門能力を重視して任用していたようですけれども、管理職というのは、町の

トップの施政方針を受け、課の目標を立て、部下に仕事を割り振り、統制して調整しながら部下の英

知を結集し、目標を達成するという任務があります。そうした観点から、指導力とかコミュニケー

ション能力、目配り、気配りといった管理能力というのはますます重要視されなければならないと思

うんです。 

  ご承知のように、仕事はできても人の管理ができなくて退職する人もいます。京セラのアメーバ経

営を見てみると、やっぱり管理能力のある管理者が上にいるからこそ、部下が一体となって目標を達

成して成果を上げていると言われております。 

  私が言いたいことは、ここにいる皆さんのことを言っているんじゃないですよ。実務能力と管理能

力というのは別物だということなんです。 

  したがって、管理職任用に当たっては、試験制度の導入を提案するものです。管理職の具体的な任

用に当たっては、勤務成績と専門知識、これは当然のことですけれども、管理能力とか論文、面接を
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取り入れて、特に課長の任用に当たっては外部の専門家に委託すると、こういうことが最近ふえてお

るようでございます。 

  こういう話をしますと、大分県の市町村はどこもやっていないという話になるでしょう。いいこと

は、大分県でトップでやってもいいじゃないですか。先ほどの事務の合理化もしかりなんです。県で

一番になること、ここに意義がある。舛添さんが東京都知事になってから言われたのは、東京都を世

界一の都市にすると、そのためにはそれぞれの部署、それぞれの人がトップになれるような仕事をし

てもらいたいということを舛添さんが言っているんです。 

  ぜひ、この試験制度の導入の検討をしてもらいたいということをお願いしておきたいと思います。 

  町長、この辺について何かありますかね、考えが。 

○議 長（髙田修治君） 朝倉町長。 

○町 長（朝倉浩平君） 試験というのは、先ほどおっしゃられたペーパーテストと、いわゆる面接と

かあるんですけれども、試験の、基本的には、ペーパーテストのことについては専門的なことはある

かもしれませんけれども、やはり本当の管理者としての能力は、先ほど廣澤議員も言われていました

けれども、いわゆるいかに人を管理するかという能力でございます。そして、それは、あとは専門的

なものはいわゆるその下の人の専門家に任せて、それを適正配置するのが管理ですから。 

  ただ、試験だけでは、その試験の成績がいいからということで登用するというのは、一つの手段と

してあると思いますけれども、当面はその試験制度というのを、そしてかつ外部の人を入れてその人

を評価するということは、当面は考えておりません。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸君。 

○４ 番（廣澤俊幸君） ペーパーテスト、点取り虫なんていうのは必ずいますので、これは私も十分

わかっているんですよ。だから、そうじゃなくて、それだけじゃなくて、やっぱり外部の人を使って、

客観的に評価できるような人に見てもらうというのが大変重要だということを考えておりますので、

ぜひひとつ前向きに、管理職の登用に当たっての試験制度の導入をご検討いただきたいと思います。 

  時間が押してきました。 

  次の質問ですけれども、議会では初めての質問と思いますが、民間企業というのはトップが年度の

方針、事業計画を示すと、各部門は方針とか事業計画を達成するために目標を設定して、全社一丸と

なって計画実現に取り組みます。 

  行政も、町長の施政方針を具現化する実行部隊は各課であります。そういうことから、各課におい

ては具現化する目標設定をしなくてはいけないし、現に予算の委員会の中などで報告がありましたよ

うに具現化されております。 

  しかし、私が聞きたいのは、今年度、何をやるのか、手段は予算で書かれているので一応わかって

おりますけれども、何の目的で、なぜ目標に取り上げたのか、それをいつまでにやるのか、効果の尺

度は何なのか、この辺についてお聞きをさせていただきたいということで、最重点課題として挙げて

いる目標を１点か２点、簡単に説明をお聞かせいただきたいと思いますので、本当は全部課長の話を
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聞きたいんですけれども、時間もありませんので、まず総務課長のほうからお願いいたします。 

○議 長（髙田修治君） 先に、小幡副町長。 

○副町長（小幡岳久君） 議員から各課長の答弁をということでございますが、施政方針は行政機関全

体としての意思でございます。その具現化のために、予算案が各課の目標になろうかと考えておりま

す。各課の課長からの答弁ではなく、私から総括してお答えをさせていただきたいと思います。 

  議会の承認をいただき、執行される予算は、住民の福祉向上、玖珠町第５次総合計画の実現、町長

の施政方針の具現化のためのものであります。先日の予算特別委員会にて審議いただいた予算案が、

まさに各課の目標であります。その趣旨を酌み取っていただければと考えております。その有効な活

用を行うことは、各課の使命であると認識いたしております。 

  一方、現在、玖珠町では、予算額と決算額でしか目標と結果を数字化するすべを持っておりません。

限られた予算を、より効果的、効率的に行政経営を進めていく手法として、行政評価システムの導入

を現在検討いたしております。 

  行政評価システムとは、行政の活動について、ある一定の基準などにより評価を行い、この結果を

改善に結びつける指標として、1980年代にイギリスなどで発展した通称ＮＰＭ、いわゆるニュー・パ

ブリック・マネジメントの考えをもとに、国内では1995年、三重県北川知事だったと思いますが、初

めて行政評価システムが導入されたところです。現在、全国の地方自治体で行政評価の仕組みが導入

され、さまざまな取り組みがなされていることはご案内のとおりでございます。 

  当町におきましても、現在、若手職員を中心にした行財政改革推進委員会を組織し、このシステム

の研究をいたしております。また、この評価の仕組みは、総合計画の進行管理、予算編成、決算指標

としても活用できるのではないかと考えております。 

  大変、自治体というのはたくさんの業務がございまして、その一つの目標を設定すると、それに対

して評価があらわれるということは非常に難しゅうございます。これ、国の移管業務もありますから、

さまざまな業務をしたときに個別にそれを評価する、それが達成できたかというのは大変厳しいこと

でございますが、議員提案の趣旨については、十分踏まえて、今後やっていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議 長（髙田修治君） 朝倉町長。 

○町 長（朝倉浩平君） 各課の目標につきまして、先ほど副町長も申し上げましたけれども、この予

算書が基本的な目標でございます。そして、この予算書ですね、議会で承認していただかなければ、

各課で独自で新たな事業を立ち上げることができないということがいわゆる行政と議会との関係と。

議会に承認していただかないと、各課が自分で目標を立てて、ひとり走りすることはできない、そう

いう意味を持ちまして、各課の目標は承認していただいたこの予算書が目標、そしてそれにつきまし

て、１年で決算しまして、どういう結果が出たというのが目標のチェックということでご理解してい

ただければいいんじゃないかと思います。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸君、あと残り３分です。 
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○４ 番（廣澤俊幸君） 時間がありませんから申し上げておきますけれども、目標と実績というのは

手段系と結果系があります。私が言いたいことは、手段系、予算で出している手段系についての結果、

それは当然必要。しかし、その結果によって何が求められるか。私がさっき言ったように、販路が開

拓できたら初めて効果があったと、このことに視点を置いておいていただきたいと。手段だけじゃな

くて、結果系において、効果においても視点を置いて、これから管理をしていただきたいということ

をお願いして、私の質問を終わります。 

○議 長（髙田修治君） ４番廣澤俊幸議員の質問を終わります。 

  次の質問者は、14番片山博雅君。 

○１４番（片山博雅君） 14番片山博雅です。本日は、通告に従い、議長のお許しを得まして一問一答

方式で行います。 

  東日本大震災から３年がたちました。被災された皆様の復興は、いまだに進んでいないようで、一

日も早い復興を願っているところであります。 

  本町において、水道の普及率が全国平均に比較してかなり低いとあります。小規模な集落水道や自

家用井戸に依存している住民が多いと推定されますが、その全容に至っては必ずしも明確になってい

ません。これらの小規模施設は、水道法の適用施設に比較すると不安が大きいのが実情で、水質汚濁

等の衛生上の問題を抱えております。これは、玖珠町水道ビジョン2010によるものであります。 

  そこで、平成８年９月に大分県保健環境部薬務室行務衛生課に依頼して、綾垣地区の水質検査をし

ていただきました。23軒中、75％が飲料水不適でありました。それによって、町の協力で飲料水給水

施設整備事業ができました。こういう中で、事業補助金交付要綱で人口50人未満、２世帯以上とあり

ますが、１世帯ではできないのか伺います。 

○議 長（髙田修治君） 平井建設水道課長。 

○建設水道課長兼公園整備室長（平井正之君） お答えさせていただきます。 

  家庭における飲料水給水施設の新設、改良、保全についての補助金は、玖珠町飲料水給水施設整備

事業補助金交付要綱におきまして、補助の対象者や補助額が決められております。 

  世帯数については、ご質問のとおり２世帯以上となっております。この要綱は、平成10年度に施行

し、平成20年度に対象世帯数を３世帯から２世帯への変更を行っております。 

  ご質問の２世帯から１世帯への変更は、現在のところ予定しておりません。ただし、１世帯の補助

金適用につきましては、要綱に、町長が特に必要と認めるときは規定を適用しないと規定してありま

すので、特別な事情などがあれば、ご相談していただきたいと考えております。 

  以上であります。 

○議 長（髙田修治君） 14番片山博雅君。 

○１４番（片山博雅君） 玖珠町は、非常に水がいいんだよと言うけれども、地域に行くと本当に悪い

のがいっぱいあります。そういう中で、普及率も伸びていないんじゃない。 

  それで、今、課長が申しましたように、今までは３世帯だったんですね、それが２世帯に変わった。
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そして、１世帯は今のところないから、ただ、特例がありまして、町長が１世帯でもできるというよ

うなことを申しましたけれども、集落に行きますと１軒だけちょっと外れたところとか、集落の中で

なじまない人たちがやっぱり出てくるわけですね。表現が悪いと、のけものになっている。そういう

人たちは、最初、この小規模をやるときに声がかかっていないというところもあります。 

  そういうので、条例変更というわけではないんですが、もう２世帯も１世帯も一緒じゃないか、玖

珠町の住民が飲料水で苦労していれば、１軒にしてもいいんじゃないかと思っておるわけですが、今、

課長の説明、答弁で、特例でできるということを聞いたので一応安心したところでありますが、いい

んですね、それで。 

○議 長（髙田修治君） 平井建設水道課長。 

○建設水道課長兼公園整備室長（平井正之君） あくまでも特例でありますので、そこはご認識をお願

いいたしたいと思います。 

○１４番（片山博雅君） わかりました。 

  次に、飲料水給水施設の利用世帯数と給水人口、４地区、玖珠、森、北山田、八幡について、わか

りましたら教えてください。 

○議 長（髙田修治君） 平井建設水道課長。 

○建設水道課長兼公園整備室長（平井正之君） お答えさせていただきます。 

  平成10年度から平成25年度までの玖珠町全体の実績といたしまして、世帯数652世帯、給水人口

2,086名であります。 

  ４地区の内訳としまして、玖珠地区、世帯数238戸、給水人口735名、森地区、世帯数52戸、給水人

口154名、北山田地区、世帯数170戸、給水人口548名、八幡地区、世帯数192戸、給水人口649名であ

ります。 

  以上であります。 

○議 長（髙田修治君） 14番片山博雅君。 

○１４番（片山博雅君） 水道普及率の向上にも、これはつながるわけで、ただ悪いところを幾ら掘っ

ても、また水が悪いというのも出ているんですが、これはまた別にしたいと思います。 

  大分県が飲料水不適地域、これは各集落なんですが、去年、おととしですかね、沢の水とか井戸を

掘って飲料水にする場合に、もう旧石器時代からあったと思いますが、砂利を敷いたり何かかんかし

て水を上に入れて、その出てくる水を飲んでいるというところもあるんですけれども、もうそれがど

んどん少なくなっているということはいいことではないかと思っております。 

  次に、１世帯の水道使用料金は幾らになるか、お聞きします。 

○議 長（髙田修治君） 平井建設水道課長。 

○建設水道課長兼公園整備室長（平井正之君） お答えいたします。 

  給水施設の水道料金などにつきまして、受益者の維持管理になっておりますので、こちらのほうで

は把握をしておりません。 
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  以上です。 

○議 長（髙田修治君） 14番片山博雅君。 

○１４番（片山博雅君） 簡易水道、これについては条例ではっきりしとるわけですね。ただ、簡水に

ついては、小規模についてはそれが出ていないということで、受益者の関係ということですが、これ

について後でまた述べるんですが、給水施設の維持管理、これは水道法による独立採算性ですかとい

うことで、お聞きします。 

○議 長（髙田修治君） 平井建設水道課長。 

○建設水道課長兼公園整備室長（平井正之君） お答えします。 

  ご質問の給水施設については、水道法の適用外でありますので、維持管理は受益者のみとなります。 

  以上であります。 

○議 長（髙田修治君） 14番片山博雅君。 

○１４番（片山博雅君） 確かに、水道法の適用外ということになって、26年度の一般会計予算書の中

でも衛生費の中に入っていますね。２軒入っております。2,000万近くになるんですが、こういうの

は余りわかっていないんじゃないかと思うんですよ。だから、条例見なさいよといえば、それで決ま

りなんですけれども、そこで確認をいたしました。 

  そういう中で、玖珠の飲料水が、まだ悪いところいっぱいあるんですけれども、それが拡張しない

大きな原因が、もう８年になるんですか、上水道区域を拡張しなさいという質問に対して、時の水道

課長が金がありませんと言いました。課長が金がないというぐらいですから、やっぱり深刻なんだな

と思ったんですけれども、金はつくらんことには出てこないんですね。 

  そういう中で、今回、玖珠町水道ビジョン2010というのができまして、大体それに基づいてずっと、

ちょっとおくれているのもあるんですが、言っているのは非常にいいことだと思っておりますが、こ

の中で水道料金の、例えば簡水の格差なんかがひどいんですね。 

  例えば、北山田簡水は上水道と同じ料金なんですが、それ以外のところは基本料金が月額150円で

10トンですね、そして１トン増すごとに15円ということで、10倍ぐらいその差がある。この差をどう

するかというと、玖珠町ビジョンの中にもこの問題がやっぱり出てくるわけですね。課長も目を通し

ていると思います。そして、その中で、非常に水道料金を一律にするということは、ちょっと今のと

ころ難しいということが書いております。 

  しかし、これを一律にしなければ、国も上水道拡張に応じられないということになっているんです

が、これも早く、ただそういう問題がありますよというのではなくて、やるべきじゃないかと思って

おります。 

  ただ、綾垣地区の給水施設の対応は、迅速に行う必要があるということで、私も綾垣に住んでいる

んですけれども、いいなと思うけれども、当初の計画よりもかなりおくれているんですね、案と実施

では。そういうところがあったり、課長がおる間には水が来るのかなと思っているところもあるんで

すが、そういう面を踏まえて、上水道の料金が一律でなければ上水道拡張もできないというのは間違
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いないか、お聞きします。 

○議 長（髙田修治君） 平井建設水道課長。 

○建設水道課長兼公園整備室長（平井正之君） お答えしたいと思います。 

  先ほど、簡易水道の件もありましたけれども、北山田簡易水道については上水道と同じ料金で行っ

ておりまして、他の簡易水道については、地元の維持管理ということでしておりますので、地元にお

いて水道料金等は決めていると思います。 

  それとあと、料金が一緒でないかということでありますが、上水道を拡張すれば同じ料金の設定に

なると考えております。 

  以上であります。 

○議 長（髙田修治君） 14番片山博雅君。 

○１４番（片山博雅君） これは小規模も同じだと思います。小規模の場合も、ちゃんと各家ごとに

メーターつけとるわけですね。そして、たしかそれぞれ料金を取っていると思います。その料金がど

うなるか、ちょっと私もうちのほうはしていないもんですから、ただ、ポンプが故障した、何かでい

ろいろ、配水管がいろんな問題で壊れたというときには町の補助があるんですよね。そうすると、こ

こはおかしいなと思うわけです。 

  確かに、町民の飲料水の、健康、いろんな面を考えたらそうかもしれませんが、やはりそういうの

はそれぞれのところで対応するという制度に持っていかないと、どんどん、極端に言ったら北山田簡

水で去年、おととしかね、大水害があったときも1,500万が出とるんですよね。そういうところを踏

まえて、早急に検討していただきたいと思っております。 

  これ、水道法というのは、やればやるほど奥が深くなりまして、余り言うと時間が足りませんので、

水道はこの辺にして、次に玖珠駐屯地の隊員増についてお伺いします。 

  九州で唯一の戦車部隊である玖珠駐屯地で、戦車の数が減っていることによって隊員も少なくなっ

ております。玖珠町の人口増と経済効果を思うと、隊員増をお聞きします。 

○議 長（髙田修治君） 藤林環境防災課長。 

○環境防災課長兼基地対策室長（藤林民也君） 片山議員のご質問にお答えいたします。 

  中期防衛力整備計画において、即応性、機動性を向上させるため、平成24年度に第４師団の即応近

代化が行なわれ、陸上自衛隊玖珠駐屯地では第４戦車大隊と第４対舟艇対戦車隊の定員数100名削減、

それと74式戦車60両から30両へ装備定数減となり、玖珠駐屯地の隊員の減少が危惧されているところ

でございます。 

  昨年12月17日に閣議決定されました新防衛大綱により、防衛省は陸上自衛隊の配備を見直し、本州

から戦車部隊を撤退させ、北海道と九州のみに配備する方針を打ち出しました。また、戦車確保の目

標体制ということで、戦車につきましては、現行約700両から約300両に大幅削減し、冷戦期の本土防

衛から、対中国を念頭に置いた離島防衛に重点を移しております。 

  昨年、防衛省のほうに、議会とともに基地対策費の助成や移転補償の充実強化、玖珠駐屯地の隊員
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の増員等について要請行動を行いました。その中で防衛省は、自衛隊の体制整備に当たって重視すべ

き方向性の一つとして、島嶼部に対する攻撃への対応を考慮している、玖珠駐屯地に所在する部隊に

ついても、こうした事態に実効的に対処できるよう整備していくことが今後の重要な課題と考えてい

る、また練度を高めるという観点から、近隣に日出生台演習場を擁する玖珠駐屯地は、陸上自衛隊の

戦車等を含む重装備の各部隊にとっても引き続き重要な施設であると考えているとの回答を得ており

ます。 

  今後は、これらのことを踏まえながら、関係機関に隊員の増員を要望してまいりたいと考えており

ます。 

  玖珠駐屯地の隊員の存在は、まちづくりや経済面など極めて大きな存在であり、削減の影響は甚大

であります。町としても、今後ともさらなる共存・共生を目指し、玖珠駐屯地の隊員増、要請活動の

内容、また方法を検討しながら進めてまいりたいと考えております。 

  議員の皆様にも、これまでいろいろとご協力をいただいておりますが、今後ともさらなるご協力方

をよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議 長（髙田修治君） すみません、課長大変失礼しました。環境防災課長までしか言いませんでし

たが、兼基地対策室長でございます。失礼しました。 

  14番片山博雅君。 

○１４番（片山博雅君） 自衛隊も、どんどん改革をしていろいろ変わってきたんですが、昔は戦車が

頼りだったということなんですが、今、課長答弁がありましたように、九州と北海道、それ以外は旧

式の高速機動車をもって対応すると。大体時速80キロぐらい出るものですから、これが重視されてき

たんだということもありますけれども、内容についてもどんどん変わってきているというのでありま

す。 

  いずれにしても、74式戦車はもう古い。古いけれども、やっぱり九州における虎の子部隊でありま

すので、これをいかに運用するかというのは部隊の関係になると思いますが、例えば今、防衛省が考

えているのが、自衛隊の海兵隊、アメリカとかどこの国にも海兵隊いうのがあるんですが、海兵隊は、

いろいろ紛争があったときに、まず敵地に攻め入って、そこで橋頭堡、陣地を確保して陸軍等が来る

のを待つ仕事が主であります。これは、アメリカの海兵隊が有名でありますけれども、日本にはそれ

がない。それを、今度新しく3,000人ということでつくるという話があるんですが、この海兵隊規模

は、玖珠にはこないんじゃないかと、まず訓練する水がない、海辺がないということで、長崎あたり

が適任じゃないかと思うんですけれども、それは防衛省が決めることであります。 

  そういう中で、陸よりも空と海を強化するということで、沖縄にあります南西航空軍の那覇基地に

あるＦ15戦闘機を、１個中隊を今度２個中隊にふやすという方法とか、海上自衛隊の潜水艦を16隻を

22隻にふやすとか、そういう海と空の強化を図ったりしているのが実情であります。 

  特に、水陸両用車両の導入とか、嫌われているオスプレイも自衛隊が装備するということがもう大
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体決まっているのではないかと思いますが、それよりも、玖珠町が戦車部隊が少なくなることによっ

て経済効果、いろいろな面で大変だなと思っているところで、まず聞いたところであります。 

  そこで、隊員は玖珠町町民であります。玖珠町町民でありますので、隊の増強、当然町長初め議会

の皆さんが早急に人口増について陳情していただくというのが大体筋であると思うんですが、このと

き、全員で行ったら効果があるんじゃないかと。今は、余り連れていかんようですね。願い事は多く

で、食べものは少しで食べると、大勢で食べると口に入らんから。これは昔のことわざであります。

そういうところを考えてもらいたいということです。 

  それで、人口増、過疎化にどういう方法があるかということで、私も何回か一般質問しているんで

すが、16年の６月議会で、町に定住する熟年者、自衛隊定年退官、当時は53歳で定年になっておりま

したので、こういう人たちは、もう生まれたふるさとにかえすんじゃなくて玖珠にずっと住んでもら

いたいという方法で、まず50坪の土地を無償で提供し、家を建て、材料建築は玖珠に限定すれば、人

口増と経済効果もあるが所見を伺いたいということで、16年の町長がこのように言っとる。土地を提

供し、家を建てる、人生の残りを定住してもらう考えは非常にいいこと、前から考えていたというこ

とであります。ただ、民間企業との問題もあるが、今後、検討ではなく調査研究をしたいと言ってお

ります。 

  １年たっても何もないもんですから、再質問をしました。その内容は、耕地を無償で提供はできな

いということで、研究したんでしょうね、無償では提供できないからだめだということです。 

  だから、私は、無償ということを最初言ったけれども、家賃、土地代ということである程度安いの

をもらって、ずっと住み続けて、もう10年過ぎたら家も建った、ここに定住するぞということだけで

も効果があるんじゃないかということでも、それについてもはっきりした答えが出ませんでした。 

  だから、民間感覚でいったりすると、そういうのがいろいろ出てくるんですが、いかにして人口を

ふやすかということになってくると、あの手この手でやらないかんということで、まず、町長が施政

方針の中で、町長、３ページです、真ん中より下に「本町の人口推計では、更なる人口減少と少子高

齢化が進むとされております。このことは、地方税などの減収に直結するだけに、公共事業などの事

業実施にあたっては、堅実な中・長期財政計画に基づいて、事業計画の策定と執行が行なわなければ

なりません」ということで、13ページです、一番下の「今後は、全国に『住みたい町』として選んで

いただけるような定住対策に取り組んでいきたい」、こうなっておりますね。 

  この定住対策について、具体的に説明していただきたいと思います。 

○議 長（髙田修治君） 朝倉町長。 

○町 長（朝倉浩平君） 具体的って、なかなか言われると難しいんですけれども、基本的には、この

玖珠町に、やはり玖珠の住民の人が魅力を感じていただけなければ出ていくし、来られる方はいない

と思いますね。そして、ただそういう住宅地を提供するとか、そういうものの物理的なものじゃなく

て、やはりこの玖珠の自然が豊かとか、そしてあらゆる設備が、文化ホールや設備があるとか、イン

ターネットを今回張りめぐらせていただきましたけれども、そういう設備があるとか、やはりこの玖
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珠に魅力がなければ来られない、ただ宅地を提供したからといって来るものじゃないと。 

  そういう意味で、やはり当面のあれじゃないけれども、いわゆる図書館を整備したり、そういう文

化的なものを含め、医療はなかなか難しいところがありますけれども、各医師会の人にお願いいたし

まして、玖珠町に産婦人科がある、竹田市なんか産婦人科がないとかいうふうな状況ですね、そうい

う医療設備を含め、やはり玖珠町には魅力があるというところを少しずつ重ねていけば、それに対し

て、移住者も魅力があって、こういう設備がある、用意しますから来てくださいじゃなくて、そうい

う魅力をつくっていくのが大きな課題じゃないかと。その中において、そうなれば、ほかの方も魅力

を感じて来てくれる、ここが基本じゃないかと思います。 

○議 長（髙田修治君） 14番片山博雅君。 

○１４番（片山博雅君） 魅力ある町をつくるということで、私はまだ、頭が悪いのか、ぴんとこない

ところもあります。 

  まず、これまで答弁の中でこういうことを言っております。人口減に歯どめをかける方向に、若者

が定着したくなるまちづくりに励みたい、上水道、教育、医療、福祉などの安心してふるさとに住め

る生活環境、定住環境の整備が必要ですよと、こう言っております。 

  定住ということは住むことですね。住むことが大事ということで、そこら辺が、玖珠町の人口増は、

確かに理想的なことを言うよりも、現実的に一歩一歩進んで、１名でも２名でも勧誘すると。定住人

口と交流人口というのがあるんですが、町長は今、施政方針の中に交流人口を入れておるけれども、

やはり定住人口が一番大事。お隣の町は、玖珠町の自衛隊さんを住んでもらおうということで、町営

住宅に格安で入れようと言っているところもあるんですよ。 

  例えば、玖珠町の出身で現役の隊員が日田市に住んでおります。なぜか。教育、医療、福祉、全て

がいいから日田市から通っている。町の職員も、町が仕事場でありながら、大分とかあっちから通っ

ている職員もあるんじゃないですか。そういう人をやはり玖珠に定住させる、こういう方策をするべ

きではないかと思っておるんですが、これ、今すぐ言っても難しいんではないかと思います。 

  この人口増については、特効薬がないと言われております。特効薬がないから、これ言うんでしょ

うね。だから、今まで議員の中で人口増と言っても、明確な答弁はいただいていないと思います。 

  話は変わりますが、参議院の予算委員会でアントニオ猪木さん、プロレスラーしとった人ですね、

質問に立ったそうです。大きな声でお元気ですかと言ったそうです。そしたら、委員長が、大きな声

を出すと、元気どころか心臓が悪くなるから普通の声で挨拶してもらいたいと、こう言ったそうであ

ります。だから、アントニオ猪木さんは、普通、どこに行っても大きな声を出してギャーと言うんで

すけれども、時と場所を考えなくてはいかんなと思っております。 

  一日も早く人口が少しでもふえていくことを願って、今日の一般質問を終わります。 

○議 長（髙田修治君） 14番片山博雅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。 



 154 

  明日15日から18日の４日間は、議案考察のため休会といたしたいと思いますが、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15日から18日の４日間は議案考察のため休会、19日は閉会日となります。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  ご協力ありがとうございました。 

午前11時31分 散会 
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