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市民と議員の意見交換会（挾間会場） 

 

〇日 時  平成２８年１１月１９日（土）１９：００～２０：３０ 

〇会 場  はさま未来館２階大会議室 

〇テーマ  生活環境、本庁舎方式について 

〇出席者  ２２名 

 

○各グループの意見を付せんで分類 

 （青：生活環境関係）（黄：本庁舎関係）（緑：その他について） 

 （赤：議員から）（書込：付せん以外に書かれたもの）（【 】：大分類の見出し） 

 

 Ａグループ 

【水源の問題】 

 （青）水源（新水源）は（進行は） 

 （青）水源探し？水道料金は？ 

 （青）上流（湯布院町）の水環境の現状 

 （書込）新水源の発掘を 

【交通・通学路の整備】 

 （青）現在のゆふバスの運営は市民の役に立っているか、運営が悪い 

 （青）子どもたちの通学路、特に向原商店街の朝の混雑、スピードの出すぎ等ご存じ

ですか？ 

 （青）交差点有りの赤茶色の色をつけてほしい 

 （青）「スクールゾーン」の指定と看板設置、早急に！！ 

 （書込）バス → 運営が悪い 

【その他】 

 （青）塚原学童保育所を復活せよ 

 （書込）塚原幼稚園の復活 

 （青）地域の道路維持管理で、里道は向原区が実施。資材等で必要な材料代を支払う、

市としてはしないとある。これを市でやってもらいたい。 

 （赤）里道の市道扱いを 

 （青）健康診断を受けるように何度も電話がかかり、はがきも来る。個人的に定期的

に行っている人には配慮を。 

 （黄）「みらい館」の標識が国道側からはっきりわかるように。迷って駅周辺で聞か

れることが多い。 

 （書込）国道にある標識が小さいので大きくして 

〇本庁舎方式 

【空き部屋の使用を早く】 
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 （黄）挾間庁舎にある子育てルームをもっと日当たりのよい、見晴らしのよい部屋へ

してほしい。 

 （黄）庁舎の空き部屋の対応は？ 

 （赤）空き部屋の使用を早く 

【分庁舎に戻せ】 

 （黄）分庁舎に戻せ！ 

【職員の対応】 

 （黄）庄内庁舎の振興局のあり方（3町それぞれ同一？）の検討は 

 （緑）挾間庁舎の地域振興局長はもう少し責任ある権限を有しているので、席も他の

職員より充実した席をつけてもらい、一般出問も直接相談できるとよい 

 （黄）みらい館職員の対応でしょうか、喫煙場所の移動を申し出た時、即解決して下

さった。感謝しています。 

 （黄）本庁舎移行後の挾間庁舎の空き室の有効利用はどうなっていますか。 

 （黄）職員の配置のあり方（人数が少ない対応で、経験者●毎年異動する職員か） 

 （黄）本庁舎方式になって、挾間庁舎で相談しても通じない、細かい連携をして欲し

い。 

【ＪＡとの連携強化を】 

 （緑）振興局（道路維持費予算）の配分のあり方（3町一律） 

 （緑）農業のＪＡと農政課の対応（農業の活性化） 

【その他】 

 （赤）地区間の道路の外灯の電気料金は市が負担すべき。調査する必要あり 

【議員はしっかり活動を】 

 （緑）部落差別解消法をつくらせるな 

 （緑）議員報酬を上げろ 

 （緑）政務活動費を支給せよ 

 （緑）議員定数を26人に戻せ 

 （緑）市民の声を直接聞くこのような機会をもつことはよいと思う。ご苦労様です。 

 （緑）外灯料金でどの部落も外灯ない所は・・・新規つける場合 

 （緑）通学路の外灯は補助は付かないのでお願いしたい 

 （緑）ソーラー新規参入。制限？景観？ 

 （書込）市民の声を市に反映する取り組みをを 

 

 Ｂグループ 

【挾間の宝、由布川渓谷のＰＲをもっと】 

 （青）由布市の中でも特異な存在、由布川渓谷、一年を通じて県外客あり。特に挾間

の中で全国から人を呼べるのはここだけ。もっと挾間中で利用したら。 

 （青）渓谷に沢山の観光バスが訪れるが、別府から渓谷、そして湯布院と山の中を走

っている。これを挾間町内、庄内を通って湯布院へは。 

 （青）全国から客が来るのに、受け入れる側が不充分・・・。もったいない。 
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 （青）小さな地区で運営しているイメージ  →  挾間全体の宝として、ＰＲ、利

用を。 

 （青）道路整備して、湯布院まで客をまわして。 

 （青）挾間のＰＲ、宣伝予算が少ない。 

【公共用地の先行取得、無償貸貸を】 

 （青）市有地の無償貸貸について。鶴田・上市の消防に（ポンプ）貸して欲しい。 

 （青）公共用地の先行取得について、新鮮市場裏の個人の土地に道路部分を先行取得

しておいて。 

【民地の公民館利用の税免除を】 

 （青）地区公民館の用地、借地の固定資産税の免除して 

【医大ケ丘の整備】 

 （青）医大ケ丘３丁目団地内道路の全面舗装して 

 （青）ガス工事、水道工事等で道路がボロボロ。全面的にやりかえて。 

 （青）お年寄りがつまづき、こける。 

 （青）団地内の歩道の段差解消を 

 （黄）団地内に防犯カメラの設置 

 （緑）医大ケ丘3丁目、（39年目）、道路、公園整備について、常日頃から市役所の

視察を望む 

【インフラ整備は計画的にすすめろ】 

 （青）インフラ整備の目標期限を設定しては 

 （青）向原別府線、当初の予定がずれ込んで進まない。期限を切ってやらないと進ま

ない。交渉できないなら強制執行も視野に入れて進めては。 

【水問題】 

 （青）湯布院の人から挾間の水が悪い悪いと言うので、営業妨害だ。 

 （青）水道水（水質）検査をどのようにしているのか。中継層は？。 

【振興局の権限は？】 

 （黄）振興局の権限がどこまであるのかわからない。 

 （黄）本庁舎方式になり、大事な物、人が中心に集まったが、各町の振興局はその地

域の振興をメインに考えないと 

 （赤）決定権は振興局に移した 

【空き部屋、空き駐車場の利用を】 

 （黄）挾間庁舎については空白が目立つ。第一印象として活気がないように思われる。 

 （黄）職員が少なくなったことで、駐車場棟の利用は 

 （黄）挾間庁舎の空室についての活用？ 

 （赤）今後市は空室利用の審議会をつくり民間に貸し出す予定 

【要望を出しても返事がない】 

 （黄）市役所に要望書を提出しても、何時取り組むかの返事がない。早く欲しい。 

 （黄）催促しないと来ないし・・・。 

 （緑）日ごろから市役所職員や、議員が現場を歩いて。 
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【でも、そのうち慣れる】 

 （黄）最初は違和感あったが、そのうち慣れる。 

 （黄）本庁舎について、未だに慣れないため、効率が悪いように思う。早く慣れたい。 

【古くなった団地の将来が心配・・・】 

 （緑）挾間町内にある歴史40から50年の団地について、10年先を見据えた展望の勉

強会を希望します。 

 （緑）補助金要望ムリ無駄がないかの勉強会の推進（行革） 

 （緑）空き家や廃屋が増えるのでは。 

 （緑）排水路の整備、水路清掃後の土砂片づけについて 

【人材発掘】 

 （緑）各委員会など、いつも同じ人達ばかり集まっている。あて職はだめ。新しい人

材発掘を。 

【電話の局番】 

 （緑）ＮＴＴの電話の局番を統一して（合併10年経った） 

 （緑）市役所内では市内通話ができるのも不自然 

 

 Ｃグループ 

〇生活環境 

【水道水】 

 （青）水問題については、1000人集会等で課題が見えたのに解決の為の施策が見られ

ない。水問題は終わったのか。 

 （青）水問題に関して設けられた2つの委員会は機能しているのか。浄水場を市民が

もっと気にかけるべき。 

 （青）水問題について市長は予算を付けて早急に行いたいと言うが、目途はどうか。 

 （青）水に関し近藤県議が中心と聞くが、その後はどうか。 

 （青）新水源確保と安心、安全でおいしい水の供給 

 （緑）水問題については、元治水井路を中心に考えて欲しい。湧水を茅場地区にジオ

パーク的なものを造って欲しい。 

【道路】 

 （青）市道改良、議員の皆様に市道を見てもらいたい、また通ってもらいたい。 

 （青）道路、龍祥寺～何松医院の道路を広げて欲しい 

 （青）医大バイパスの2車線化に関し、消防庁舎はどうなるのか 

 （青）210号から医大上り線、朝夕は非常に混む 

 （青）古野から喜多里団地までは広くなったが、北方自治区を通って、早く210号に

出るよう頑張って欲しい。 

 （青）道路改良の陳情を昔から上げているが、予算が無いとの返事しかない。 

 （青）道路が狭い、非常に危険である。 

 （青）家屋建設が増えているが、環境整備が追い付いていない（道路が狭小） 

 （青）向原別府線の早期開通 
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【高齢者対策】 

 （青）高齢者対策、免許返納に対する対策 

【空き家対策】 

 （青）空き家対策の遅れ 

 （赤）空き屋対策をどうするのか 

【本庁舎方式】 

 （黄）詳細についてはまだ利用していないので、わかりにくいと思う。 

 （黄）議論が不充分であったと思う。また一方的と思うが。 

 （黄）なかなか本庁舎に行かないので、市民の便利に良くしてもらいたい。 

 （黄）本庁舎方式にしたことにより、どんなメリットあるのか、もっと説明して欲し

い。 

 （黄）挾間の住人なので、利便性に問題がある。 

 （黄）私の考えでは3町の真ん中に本庁舎方式になったことは念願でした。 

 （黄）老人の方々は不便を感じると言う話しを聞く。 

 （黄）挾間庁舎振興局でほとんど用事がたせます。まだ本庁舎全体を見学していませ

ん。 

 （赤）予算の配分を議会でチェックしていくこと！ 

 （赤）挾間庁舎の空き室はどうするのか。 

  （赤）議員が市民の事を聞いていない。だれも地域に出て市民の声を。 

 【振興局長の権限を】 

 （黄）振興局長への権限移譲を進めて欲しい。 

 （赤）振興局長への権限が分かりにくい（権限を持たせる） 

 （赤）活性化協議会が3町にあるが、振興局長に権限がない。 

 【不便さはない】 

 （黄）これまでは特に本庁舎方式移行での不便は感じていない。 

 （黄）議会が本庁舎となったため、傍聴回数が減った。 

 （黄）庁舎利用も少なく、目下不便は感じてない。今後に注目していきたい。 

【その他】 

 （緑）議員の活動状況がわかりにくい。 

 （緑）向原駅踏切の整備 

 （緑）向原商店街の活性化は？ 

 （緑）過疎地域が増えている様に思う 

 （緑）農業の担い手不足 

 （緑）休耕田対策を考えてもらいたい 

 （緑）子ども教育環境、指導者の資質（教職員） 

 （緑）行政の財政ひっ迫に対応するには、住民自治の活性化が必要。住民自治基本条

例の再認識を。 

 （緑）若い方の参加が少ない。種々な行事。 

 （緑）少数意見がなかなか通れない様な気がする。 
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○各グループからの発表 

 

〇概 要 

Ａグループ 

・本庁舎方式で、早く空き部屋をどうにかして欲しい。まだ対応策が出てきていない、

早くして欲しい。 

・振興局職員の対応が早い。現場主義が徹底してきている、それが振興局の一番いい点

である。 

・挾間振興局は人数が足りないと思う。一人部署になると、一人が出て行くと対応が出

来なくなる。庄内振興局のあり方を変えて、本課の対応をその中にもっていける分があ

るのではないか。本課が現場に行かない主義になりかねない、現場主義を大切にして欲

しい。 

・水源を早く確保して欲しい。料金の話しが先行するが、挾間には水源が欲しいのは事

実である。どこにどういう水源があるかということから入って、最終的に料金を計算す

べきである。 

・料金改定が避けられないということであるが、料金改定だけして水源のことが入らな

いということでは、挾間では賛同できないという意見が出てくるのではないか。 

・スクールゾーンの内容がしっかりしてもらわないと、危ないのではないか。 

・集落間の外灯の対応がない。通学路でないと対応しないということだが。 

・里道の活用を対応してもらいたい。通学路になっている部分がある。 

・道路維持予算を3町一律でやっているが、これは人口比率とかにしてもらわないと、

挾間の場合は集落間の道路整備が進んでいない。 

・農業関係で、行政とＪＡとの関係で話しが出たことがないので、活用していただきた

い。 

 

Ｂグループ 

・本庁舎方式で、振興局の権限を考えていただきたい。また、庁舎の空き部屋の利用と、

周辺の駐車場の有効利用、例えば、財政のために処分するなど。 

・要望書を出してもなかなか返事がない。要望書は地区の人が困っていることなので、

それに回答がないと自治委員が地元に説明出来ない。 

・職員や議員は日頃から現地を歩いていただいて、問題点を探していただきたい。地区

から言われるのではなく、皆さん方からやっていただきたい。 

・本庁舎方式については、そのうちに慣れるでしょう。 

・団地が出来てから40年が経過しており、地区内の道路が傷んでいるので、その整備を

お願いしたい。 

・電話の市外局番が違うので、検討をお願いしたい。 

・このような会でもですが、出席しているのか同じような顔ぶれなので、新しい人が来
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るような工夫をしていただきたい。 

・挾間は観光地が唯一由布川渓谷しかないが、由布川渓谷には各地からかなりのお客が

来ているが、ＰＲの仕方が下手である。受け皿がないので、行政側から知恵をいただき

ながら、予算もいただいて、大々的にＰＲして資源を活かしていただきたい。 

・公民館用地が民地であり、固定資産税がかかっている。個人名義であるが、公共的な

ので免除できないか。 

・公共用地の先行取得で、旧新鮮市場の駐車場付近の道路になっている部分の土地が個

人名義なので、売買されると通行が困難になる可能性があるので、取得していただきた

い。 

・使っていない市有地を無償提供できるのか。（消防ポンプ庫など） 

・挾間の水は悪いと言われ、営業妨害をされた。 

・水道の検査の方法はどういうふうにやっているのか。安全だということを周知徹底し

てもらいたい。 

 

Ｃグループ 

・本庁舎方式は、そんなに不便は感じないという意見が大勢ですが、いろんな問題はあ

るが、今後改善していくことによって期待が持てるという感じである。 

・振興局長の権限の問題、財源の問題。要望を上げても何も通らない。本庁舎方式移行

の際に振興局長に権限を与えますと言っていたものが、まだ不十分。それを早くしても

らいたい。 

・水道では、新しい水源で、安全で、安心して、美味しい水が飲みたいという要望が強

い。これをもっともっと進めてもらいたい。議会も一緒になって進めてもらいたい。 

・道路では、向原別府線が途中で止まっている。早くしないと非常に不便である。 

・高齢者対策で、免許の自主返納には、何か条件を出せばスムーズにできるのではない

か。 

・庁舎の空き室対策について、どうするのか早く打ち出してもらいたい。 

・議員の活動状況が分からない。 

・過疎地域が増えている。人口減少や高齢化で地域が成り立たなくなっているので、対

策が必要。 

・行政は今後財政がひっ迫する、人が足りない、やっていけなくなる。数年前に住民自

治基本条例が出来ているのに、どうなっているのか。これは住民が出来ることをやるこ

とによって、行政が出来ないことをやっていこうとするものです。これを市民に認識し

てもらうことが必要。 

 

全体会 
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○意見交換会参加者のアンケート集約（意見、意見交換会をどのうような方法で知った

か） 

 

 挾間会場（１１月１９日）（出席者22名） 

１．テーマ提起（意見交換会）という、大変有意義な情報交換の場を与えていただき、

次のステップにつながる状況が生まれ、真に勉強になりました。頑張ります。（議会

だより・市報、73歳） 

２．良い意見交換会であったと思う。ただし、もう少し事前にこまかく内容がわかると

良かったかなと思う。（市報、67歳） 

３．道路における補修、水路の整備等で要望に対して、予算に応じてという事ですが、

予算云々と言っておれば要望書が活用できませんので、予算の増額をし要望に応えて

もらいたい。（議員の案内、77歳） 

４．始めての企画に参加でき、日ごろの思いを伝えられてよかったと思う。多数の意見

を本気で今後取り組んで、よりよい挾間になるように期待しております。日ごろのご

活躍ご苦労様です。もっと多くの方（町民）の参加が望ましいと思う。参加者増のた

めの創意工夫を。（議員の案内、74歳） 

５．挾間町観光による宣伝予算がない、予算化を、メディアを使ったＰＲ。市役所職員、

市会議員とも、各自治会との懇親会をして、問題点を解決して欲しい。庁舎は文化教

室等で利用してください。（回覧板、68歳） 

６．もう少し時間を早く（午後6時から午後8時位）必要ではないか。提案意見を出して

いる。意見交換が少し欲しい。（氏名） 

７．もう少し市民を集める様に考えてください。（回覧板、82歳） 

８．本日は現状分析のみで将来にわたっての展望を語るまでいかなかった。ただし、本

日の内容を次に活かすのがいい。その為のまとめを本部（事務局？）でやっておいて

いただきたい。散発的な意見が出ただけで終わらない様にお願いしたい。（市報、79

歳） 

９．本会への出席者が少ない。一般参加を呼び掛ける方法を考えるべき。議会だよりの

発効回数を増やして欲しい。（市報・その他（事務局より）） 

１０．多少なりとも一市民の声が出たのではないかと思う。大変良い企画だと思います。

（65歳） 

１１．意見がたくさん出てよかった。少し時間が足りなかった。（回覧板、74歳） 

１２．3町の振興局、各職員さん方、市議さん方、皆が各立場で市の発展のため、誠心

誠意考え、実行したら、もっと由布市が活性化してくるのではと思います。（議員の

案内） 

１３．意見交換会に出席して特に感じたことは、議員一人一人の活動に特に期待する。

また各位地域を廻る姿を見たことがない。今一度行動計画を提出するように思う。現

在議員の姿を見ることがないので。 

１４．ワークショップ方式、ちょっと心配しましたが、皆さんなりそれぞれ意見が出て、
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楽しく話し合いが出来ました。市会議員さんの司会進行、エスコートも良かったです。

（議会だより・市報、76歳） 

１５．自分の知らない所がわかりよかったです。（回覧板） 

１６．議論の練度が低い（もっと詳しく）（市報、82歳） 

１７．皆がどのような意見を持っているか、どんな問題があるのかを聞きたくて来た。

持ち合わせの意見はない。（その他） 

 


