
２．生活環境関係

１）市民生活関連

（具体的な意見や質問①） 【堀田公民館】

　堀田温泉の天井改修工事で、湯気を抜く工事が予定されているが、地元に対する説明

がない。

　工事期間中は、入浴できない人も出るので、男女片方毎に入浴出来る等の工夫をして

貰いたい。

（議会として考え方または回答①）

　行政（執行部）にお伝えします。

（別府市の回答及び対応状況①）＜ＯＮＳＥＮツーリズム部＞

　堀田温泉の天井については、天井にある湯気抜きの高窓の改修工事が必要となり、今

年の11月から改修工事を予定しています。

　休館期間等についても、施設に張り紙を設置する等、改めて周知いたします。

　男女の浴室別の工事については、工期が長くなってしまうことやコスト面を含め、課

題を解決する必要がありますが、なるべく利用者の皆さまにご不便をおかけすることの

ないよう検討していきたいと考えています。

（具体的な意見や質問②） 【堀田公民館】

　買い物難民の対策はどうなっているのか。

（議会として考え方または回答②）

　オンデマンドタクシーや路線バス等の充実を図りたいと考えています。

（別府市の回答及び対応状況②）＜福祉保健部＞

　オンデマンドタクシー等の移動支援策については、第6期介護保険事業計画に係る「日

常生活圏域ニーズ調査」等を分析するとともに、先進地における事業実態等も調査研究

しながら、検討していきたいと考えています。

5 2.生活環境関係



（具体的な意見や質問③） 【堀田公民館】

　単独浄化槽の毎月の点検をしていない家庭が多い。

　保健所の指導がルーズだ。

　海が汚れているのは、汚水が流れ出している為であり、浄化槽の管理ができていない

ことが原因と考える。

（議会として考え方または回答③）

　別府市においては、単独浄化槽が多いのが現状です。

　他市においては、公共下水道を整備する予算を浄化槽の整備にシフトする自治体も増

えてきていると認識しています。

　また、この件については、行政（執行部）を通じて、県（保健所）にお伝えします。

（別府市の回答及び対応状況③）＜生活環境部＞

　浄化槽は、使用方法を誤ったり、適切な維持管理が行われない場合には、河川や海な

どの水質汚濁や悪臭の原因となります。

　きれいな河川や海を将来にわたって守っていくため、県や関係機関と連携をして、浄

化槽の正しい使用と適切な維持管理が行われるよう努めてまいります。

（具体的な意見や質問④） 【古市公民館】

　古市地区は、海抜が低いため、満潮時等に川の流れが悪い。

　水が留まり衛生的にも良くない。

  川に生えている「葦（よし）」が原因と思われる。

（議会として考え方または回答④）

　行政（執行部）に、調査するようお伝えします。

（別府市の回答及び対応状況④）＜建設部＞

　古市地区の温水川に葦が茂っているという連絡を受けて、今年度もJRの西側の温水川

の底の葦を撤去しました。

　今後も連絡をいただければ調査し、環境課等とも相談し、撤去等の対応をいたします。
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（具体的な意見や質問⑤） 【古市公民館】

　日豊線の裏の水路が機能していない。

　過去に、行政（執行部）に相談したが、ＪＲの関係上で、整備が難しいと聞いている。

　地元で管理できる部分は、維持管理を行っているが、それ以上は難しいのが実状だ。

　行政（執行部）の力を借りて整備ができないか。

（議会として考え方または回答⑤）

　行政（執行部）に、調査するようお伝えします。

（別府市の回答及び対応状況⑤）＜建設部＞

　今年度も地元住民の方からJRのJR沿いの排水が機能していないという連絡を受けまし

た。

　調査いたしましたら、排水路がJRを横断して温水川に注がれており、JRを横断した下

流に土砂の堆積がありました。土砂の撤去を行いましたが、もともと排水勾配がなく、

維持管理が必要な箇所でもあります。JRの敷地内に排水路があり、高低差がない為、構

造的に改修は容易ではありませんが、今後定期的に土砂等撤去を行ってまいります。

（具体的な意見や質問⑥） 【小坂公民館】

　小坂地区の神社（お宮）の下から分かれている側溝の水が、大雨の時に道路に溢れる。

　市に改善を要望したが、予算がないとの理由により断られた。

　事務の引継ぎが正確に行われているのか。

　下舞地区、三名地区においては、水路に土砂や枯葉が詰まり、水が溢れている。

　大雨の時等は、側溝から５ｍ以上の水が吹き上がっている。

　水路の安全性等を再度チェックしてほしい。

（議会として考え方または回答⑥）

　行政（執行部）は、災害等を考慮して、優先順位により整備を行っています。

　「対話集会」を通じて、議会として緊急性があると判断したものは、行政（執行部）と

の調査等を通じて、対応したいと考えています。

（別府市の回答及び対応状況⑥）＜建設部＞

　近年のゲリラ豪雨や大雨の時に、側溝の排水能力を越えて雨水が流れる場合や、ごみ

等の詰まりによって、道路に水が溢れると考えられます。

　市民の方々から通報があれば、現地調査を行い、原因を調べ対応しています。

　改修等の工事が必要であれば、順次改修工事を行う予定であります。

　当該箇所においては落葉が詰まっており、すでに撤去しています。

　詰まりが発生した場合は連絡をいただければ対応いたします。
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（具体的な意見や質問⑦） 【古市公民館】

　別府市において、「ワンコイン・バス」制度の導入は、できないのか。

　大分市は、できているのに何故できないのか。

（議会として考え方または回答⑦）

　「ゆめタウン」誘致の時に、「ワンコイン・バス」の話もありましたが、現在は棚上

げの状態です。

　一度　様々な角度から問題を整理しまして、必要とあれば、議会としても行政（執行

部）に要望したいと考えています。

　また、大分市ができて、別府市ができない話ではないと認識しています。

　しかし、様々な地域の実状を考慮して実施する必要があり、一地域のみではく、市全

体の地域を考慮して検討する必要があると認識しています。

（別府市の回答及び対応状況⑦）＜福祉保健部＞

　ワンコインバスの運行については、他の公共交通機関との調整が必要なため、地域公

共交通会議の設置が望ましいとされており、別府市においてはこの会議の設置について、

今検討がなされているところです。

　高齢者福祉課において、ワンコインバスの実施に係る協議は行われてきましたが、コ

ンパクトな町であり市街地における市内路線バス網が比較的充実しているものだと考え

ております。　

　したがって、②で回答のとおり日常生活研圏域ニーズ調査等を分析する中で他の移動

支援策を検討していきたいと考えています。

（具体的な意見や質問⑧） 【中須賀公民館】

　市有区営温泉の経営状況が苦しい。

　行政の援助がないのか。

（議会として考え方または回答⑧）

　市営温泉の場合は、現在　利用料の改定等は行われておらず、適正な利用料の議論は、

行われておりません。

　公共施設の受益者負担を原点から見直す必要があると考えています。

（無料券の見直し・市外利用者の利用料見直し等）

（別府市の回答及び対応状況⑧）＜ＯＮＳＥＮツーリズム部＞

　使用料の見直しに関しては、他の使用料とともに市全体として、応分の受益者負担に

ついて検討したいと考えています。
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（具体的な意見や質問⑨） 【野口ふれあい交流センター】

　市有区営温泉の入浴者数が減少し、運営が難しくなっている。

　今後の市の方針等をお伺いしたい。

　行政（執行部）まかせではなく、議会として統一した見解を出してほしい。

　お産をするようになって、医者を呼ぶような議論ではなく、議会としての勤めを果た

してもらいたい。

　将来のビジョンを明確にしてもらいたい。

　行政（執行部）の立場（財産権を含めて）をはっきりさせるべきだ。

　改修費用に対する貸付制度等を償還期間を含めて調査すべきだ。

　他都市に有効的な事例があるはずなので、今一度検討すべきだ。

　市有区営温泉の成り立ちは、地域の人が入る温泉を建設するにあたり、固定資産税を

免除する為に、市に寄付したことが起こりだ。

　その後、自宅に風呂場ができ、入浴形態が変わるとともに、利用者も少なくなって、

現在に至っている。

　行財政改革の中で、議論しなければ解決できないのではないか。

　きれいごとを前提としての議論は、結論がでないと考える。

　様々な運営形態がある中で、意見をまとめることは不可能と思う。

（議会として考え方または回答⑨）

　議会としても、一般質問等を通じて、この問題は何度も取り上げています。

　行政（執行部）の答弁といたしましては、一律の援助（補助）は困難であり、個別の

状況に応じた支援を行っていくとのことです。

　しかし、地区の温泉文化を守っていくことは、必要なことだと考えていますので、今

後とも具体策を議論していくべきと認識しております。

（別府市の回答及び対応状況⑨）＜ＯＮＳＥＮツーリズム部＞

　現在、各区営温泉に財政状況等に関するアンケート調査を行っていますので、回答が

 揃い次第、各施設の状況を把握した上で、検討を進めていきたいと考えています。

9 2.生活環境関係



（具体的な意見や質問⑩） 【小坂公民館】

　「ＰＭ２．５」に対しての警報や対策を別府市は考えているのか。

　大分市や日田市は、実施していると聞く。

　市民の生命に係ることなので、早急に対応すべきだ。

（議会として考え方または回答⑩）

　貴重なご意見として行政（執行部）にお伝えいたします。

（別府市の回答及び対応状況⑩）＜生活環境部＞

　大分県の実施要領によりＰＭ２．５の濃度が基準を超えたときには、大分県から注意

喚起が発令されます。別府市では、この発令に基づき、消防、小中学校、保育所、屋外

施設等へ緊急連絡網による連絡と、市内各所へ広報車による広報、ホームページで大気

汚染注意報の情報をお知らせする体制をとっています。

　注意喚起については市報などでお知らせしておりますが、より一層周知に努めてまい

ります。

（具体的な意見や質問⑪） 【小坂公民館】

　海岸線の公園は、観光都市の名に恥じないすばらしいものが整備されているが、トイ

レが汚い。

　清掃等が行き届いておらず、観光客等に不快感を与えるのではないか。

（議会として考え方または回答⑪）

　公園のトイレについては、様々な苦情が寄せられています。

　今回のご意見は、行政（執行部）にお伝えいたします。

（別府市の回答及び対応状況⑪）＜建設部＞

　市内の海岸線（国道10号線東側）には、市が管理する公園が５公園あり、トイレの数

は合計７棟あります。各トイレの清掃につきましては、利用頻度等に応じて、週４回か

ら週７回行っております。市民の皆様や観光客の方に快適にご使用いただけるよう、十

分な清掃の指導・確認をおこなってまいりたいと思います。

　また、餅ヶ浜海岸や観光港には、県の管理するトイレも整備されておりますので、管

者へご意見の内容を伝え、十分な管理をお願いしたいと思います。
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（具体的な意見や質問⑫） 【ふれあい広場・サザンクロス】

　町内に盗難自転車が放置されている。

　市に報告しているが、何の返答もなく、動きが悪い。

　市と合同で現地調査を行って、対応をしてほしい。

　また、対応する市の窓口を環境課に、一本化すべきではないか。

（議会として考え方または回答⑫）

　ご要望として承ります。

（別府市の回答及び対応状況⑫）＜生活環境部＞

　放置自転車は、放置された場所の所有になるとの前提から、市道であれば道路河川課

に、公園内であれば公園緑地課に、国道・県道であれば県土木事務所に、民有地の場合

はその土地の所有者の方にご連絡していただくこととなりますが、放置場所が不明瞭で

判断しにくい場合は環境課にご連絡していただければ対応させていただきます。

（具体的な意見や質問⑬） 【風呂本・御幸公民館】

　町内の噴霧消毒は、高齢化により実施が難しい。

　また、自治会の予算は少なく、業者に委託することも困難である。

（議会として考え方または回答⑬）

　平成26年度から、市が委託により実施する噴霧消毒業務は、廃止となりました。

　その代替事業として、薬剤の無料配布を行っています。

（別府市の回答及び対応状況⑬）＜生活環境部＞

　消毒の効果、財政的な理由、消毒の煙に対する市民の皆様のご意見等を総合的に判断

し、市が業務委託しておりました噴霧消毒は廃止することとなりました。

　その代わりとして、今年度より、臭いや色がほとんどなく、哺乳類動物や魚類に対す

る毒性がきわめて低い発泡錠剤を配布しております。

　また、加えて自主作業を行いたい自治会への二兼機の貸し出しにつきましては、従来

どおり行っており、二兼機に使用する薬剤も無料で配布させていただいております。
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２）自治組織関連

（具体的な意見や質問①） 【古市公民館】

　現在、市の人口に、外国人が加わった数値が公表されている。

　その外国人の大半は、学生であり、実際は高齢者率が高いにも係らず低く公表されて

いるように感じる。

　実際の定住人口による数値を公表してもらいたい。

（議会として考え方または回答①）

　実際に自治会に加入できる数値を把握する必要があると考えています。

　そのうえで、実際の人口と自治会等に加入できる定住者人口等の区分けは必要と考え

ていますので、行政（執行部）にその旨を伝えてまいります。

（別府市の回答及び対応状況①）＜生活環境部＞

  平成２４年７月の法改正により、外国人も日本人と同じように住民票が作成され、現

在、町別５歳区分人口集計表（外国人含む）にて、町内別の人口数（５歳区分）は公開

しております。また、外国人の人口については、総数を公表していますので、現在、公

開しているものでご理解をいただきたいと考えております。

（具体的な意見や質問②） 【扇山公民館】

　扇山公民館を建設した時に、1世帯あたり数万円を拠出して建設した。

　その後、施設を市に寄付したが、火災保険や修繕費等を自治会で負担していることは、

おかしいのではないか。

（議会として考え方または回答②）

　地元の公民館は、地元の所有であると認識しています。

　調査のうえ、後日お答えいたします。

（別府市の回答及び対応状況②）＜教育委員会＞

　町内公民館（自治公民館）については、その所有の形態は様々です。市への寄付につ

いては、町内公民館の固定資産税を免除することを目的とするものであることから、公

民館の維持管理及び運営について市は関与せず、自治会の責任において行っていただい

ております。
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（具体的な意見や質問③） 【ふれあい広場・サザンクロス】

　「温泉まつり」に自治会として、参加しているが、「ねぎらい」を目的とした飲食の

予算（補助）が廃止となった。

　参加者に対して、気の毒に感じている。

　平成24年から廃止しているが、どのような経過で廃止となったのか。

　参加者の意欲が低下する。

（議会として考え方または回答③）

　議会として、「温泉まつり」に係る「ねぎらい」の飲食については、聞いたこともな

く、議論された経緯もありません。

　「温泉まつり」に対しては、市が公金を支出しています。

　皆様の税金が投入されていますので、説明義務はあると考えられます。

　事実関係を調査いたしまして、ご報告いたします。

（別府市の回答及び対応状況③）＜ＯＮＳＥＮツーリズム部＞

　「別府八湯温泉まつり」につきましては、事務局である（一般社団法人）別府市観光

協会に確認したところ、「ねぎらい」などを目的に飲食代が支払われたことはありませ

んでした。

　別府市からは、「別府八湯温泉まつり」の関係経費の補助金を交付いたしますが、今

後とも公金の適正な支出に努めたいと思います。

（具体的な意見や質問④） 【ふれあい広場・サザンクロス】

　全市一斉清掃等の市の行事に職員が参加していない。

　町内の行事についても同じだ。

（議会として考え方または回答④）

　職員全員が、参加していない訳ではありません。

　休日も返上して、仕事をしている職員もいますので、全員がそうでないことをご理解

していただきたい。

　しかし、貴重なご意見として、行政（執行部）にお伝えいたします。

　市民あっての、議会や行政と考えていますので、原点に帰って自治会活動について、

考える必要があると認識しています。

（別府市の回答及び対応状況④）＜総務部＞

　職員の地元行事への参加につきましては、住民として積極的に参加するよう呼び掛け

を行っているところでありますが、一部の職員が参加していない状況もあることから、

今後も引き続き周知に努めてまいります。

（別府市の回答及び対応状況④）＜企画部＞

　自治会は、市政を円滑に運営するためにも不可欠な組織です。特に非常災害時におい

いては、その存在が重要になってまいります。

　現在、全職員を対象に自治会加入の有無を含め、自治会とどのように関わっているの

か、その実態を把握すべくアンケートを実施しておりますので、職員の自治会活動促進

に結び付けていきたいと考えています。
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３）道路整備関連

（具体的な意見や質問①） 【堀田公民館】

　側溝の中が詰まる。

　市（道路河川課）に、伝えるが、対応が遅い。

（議会として考え方または回答①）

　側溝が詰まったときは、自治会長さんを通じて、行政（執行部）に伝えてください。

（別府市の回答及び対応状況①）＜建設部＞

　市道及び市の管理する側溝については、市民の方からの通報があれば、現地調査を行

い、堆積物の清掃をしていきます。

（具体的な意見や質問②） 【中須賀公民館】

　国道500号線（九州横断道路）の電柱を埋設する計画があると聞いている。

　観光都市として、周りの景観にも良いことなので、早く事業を推進してほしい。

（議会として考え方または回答②）

　議会としても、賛成される議題であると認識しています。

（別府市の回答及び対応状況②）＜建設部＞

　国道500号の整備につきましては、景観、防災、交通安全等の向上を図るため、歩道

整備と無電柱化を事業主体の大分県と別府市で検討をはじめたところです。

　現在、学識経験者、沿線の自治委員やまちづくり団体等の代表者、行政関係者による

協議会を設置し、今年度道路整備案や沿道のまちづくりについてご意見をいただきなが

ら、検討している状況です。
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（具体的な意見や質問③） 【野口ふれあい交流センター】

　道路の状態が良くない。

　補修して、舗装しても埋設工事等の為に、掘り起こし、部分補修する為、道路がガタ

ガタで、段差ができる。

　計画性をもって、一度にできないのか。

（議会として考え方または回答③）

　議会でも、取り上げられています。

　今年度、公共事業予算が大幅についています。

　道路の補修については、優先順位を付けて、計画的に実施していますので、今年度に

ついては、かなりの工事等が可能と認識しています。

　また、この問題については、議会でも度々取り上げたいと考えています。

　議会において、工事後のチェック（検査）等が、不十分ではないかとの議論もありま

したので、注意していきたいと思います。

　今年度（平成26年度）より、「ともに生きる条例」が制定されました。

　この条例の中でも、道路の整備に取り組むことが明記されていますので、今後に期待

していただきたいと思います。

（別府市の回答及び対応状況③）＜建設部＞

　道路の再掘りおこし防止の為に、毎年2回、定期的に道路占用者会議を行い、工事時期

等を調整し、再掘りおこし防止を努めております。

　また、道路占用者には道幅の狭い道路の工事については、全面舗装をお願いしている

ところです。また、工事後の現地を確認して、完了検査の充実を図っていきたいと思い

ます。

（具体的な意見や質問④） 【小坂公民館】

　山田・関の江線の整備は、どうなっているのか。

（議会として考え方または回答④）

　行政（執行部）に確認のうえ、ご報告いたします。

（別府市の回答及び対応状況④）＜建設部＞

　都市計画道路山田関の江線は、朝見一丁目と関の江町をつなぐ国道10号を補完する幹

線道路として都市計画決定されており、全長8690mのうち3163mが完成し、整備率36％と

なっています。現在、西野口町の区間について、大分県が整備を行っており、亀川駅西

側の区間について、今年度から別府市で整備を行う予定となっています。その他の区間

につきましては、大分県と協議しながら、早期に整備できるよう取り組んでいきたいと

考えています。
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（具体的な意見や質問⑤） 【扇山公民館】

　以前、用地を無償提供して道路舗装をしたが、お粗末だった。

（議会として考え方または回答⑤）

　市道が十分整備されていないことは、議会としても認識しています。

　ご意見は、行政（執行部）にお伝えいたします。

（別府市の回答及び対応状況⑤）＜建設部＞

　ご質問の場所は昭和49年完了の宅地造成による道路で、その後市へ帰属されており、

団地内道路は地下埋設管の占用者による部分補修跡であります。

　今後は占用者の復旧について完了検査時に厳しく指導してまいります。

（具体的な意見や質問⑥） 【ふれあい広場・サザンクロス】

　町内で、最近　道路の舗装工事を見ない。「でこぼこ」で、高齢者の歩行も危ない。

（議会として考え方または回答⑥）

　道路整備に要する経費は、大分県下の中で、別府市は最低と認識しています。

（別府市の回答及び対応状況⑥）＜建設部＞

　舗装の補修については、危険な箇所や、事故等の発生が懸念される箇所から、優先順

位をつけ計画的に改修していきたいと考えています。

（具体的な意見や質問⑦） 【ふれあい広場・サザンクロス】

　旧南小学校跡地の体育館前の道路舗装が悪い。

　水はけが悪く、バイクがすべる・土が溜まる。

　早く改善をしてほしい。

（別府市の回答及び対応状況⑦）＜建設部＞

　現地を詳細に調査し、改善するべき場所については早急に対応したいと思います。
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４）公共施設関連

（具体的な意見や質問①） 【中須賀公民館】

　別府市における公共施設の耐震化はどうなっているのか。

　海岸線沿いの施設等は、非常に危険と考える。

　赤字経営の施設も含めて、今後の公共施設のあり方を検討すべきだ。

　赤字の施設は、見直す時期に来ていると思う。

（議会として考え方または回答①）

　市内の小学校・中学校の耐震工事は、今年度（平成26年度）をもって完了いたします。

　その他の施設については、計画はされていますが、実際の進め方は決定していません。

　市営温泉の収支は、大幅な赤字です。

　赤字の施設等については、市の総合的な施設管理のあり方を踏まえて、議会で議論し

たいと考えています。

（別府市の回答及び対応状況①）＜総務部＞

　現在、公共施設マネジメント計画等の策定に取り組んでいますが、今後の財政状況を

考慮すると、現在保有している公共施設をこのまま維持していくことは大変厳しい状況

にあります。本市が保有する公共施設の多くは昭和40年代、50年代の高度経済成長期に

建設されたものであり、少子高齢化の進展により市民の年齢構成が施設建設時と大きく

変化しており、ライフスタイルの変化とともに既存の公共施設を見直していくことが必

要になっています。

　現状の変化を踏まえ、既存の施設の分析、評価に基づき、建物の現状、施設利用度、

維持管理コスト等を総合的に勘案し、将来的に必要性の高い公共施設を選定して、施設

ごとに耐震化を含めた修繕計画を策定したうえで施設の修繕を進め、効率的かつ効果的

な行政サービスを提供していくことが必要であると考えています。
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（具体的な意見や質問②） 【中須賀公民館】

　藤ヶ谷清掃センターの工事費や維持管理費は、非常に高いと聞いている。

　また、維持管理の委託は、入札金額が高い企業が落札したと聞いている。

　どういった経緯で、業者が選定されたのか。

　別府市は、分別等のゴミ減量化に積極的に取り組んでいるにもかかわらず、ゴミが増

える計画で、契約されている理由を教えてほしい。

　市民が理解できるように、議会でも説明してほしい。

　今後、多額の公金が投入される施設の経費については、なおさらのことと思う。

（議会として考え方または回答②）

　入札に関しては、金額だけではありません。

　管理方法であったり、環境に対する取り組み等の総合評定により決定しました。

　委託金額等が、安い・低いだけの判断ではありません。

（別府市の回答及び対応状況②）＜企画部＞

　業者の選定については、委員１０名で構成された「藤ヶ谷清掃センター更新に係る事

業者選定等アドバイザリー業者選定委員会」を設置して選定しました。

　選定委員には、外部有識者４名（公認会計士、一級建築士、大学教授、専門家）と２

市１町の副市長、副町長及び広域圏幹事会幹事の６名で選定作業を行いました。

　落札した日立造船㈱は、特に環境対策にかかる項目において組合の要求水準を上回る

保証値を提案してきました。それが選定委員会において高く評価されました。

　１５年間の委託契約において、直近のごみ量実績と入札時におけるごみ量推計値を比

較すると実績量が約７％減少している。しかし、ごみ量が減少すれば焼却によって生じ

る焼却灰の量も減少するので、焼却灰リサイクルであるセメント化処理費用が安くなり、

総コストは下がると聞いております。
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（具体的な意見や質問③） 【野口ふれあい交流センター】

　野口ふれあい交流センターのグラウンドの砂が雨で流出した為、砂を入れることを行

政に要望したが、予算が無いとの理由で、実施ができなかった。

　光熱水費等の経常的な経費は除いて、弾力をもった予算を確保してほしい。

　今年度（平成26年度）、野口ふれあいセンター前の道路補修が行われる計画があるの

ですか。できるだけ早く実施してほしい。

（議会として考え方または回答③）

　予算については、ご要望があったことを行政（執行部）にお伝えいたします。

　今年度（平成26年度）の補修工事は、行われないと認識しています。

　部分的な補修工事は、実施されると思いますが、一斉補修の時期等は、行政（執行部)

から聞いておりません。

（別府市の回答及び対応状況③）＜教育委員会＞

　平成２６年４月に真砂土を野口ふれあい交流センターのグラウンドに入れました。

今後とも、緊急に砂を入れなければならないことが生じた場合は、その都度、対応して

いきたいと考えています。

（別府市の回答及び対応状況③）＜建設部＞

　野口ふれあい交流センター前の道路は、かまぼこ状で歩行者の方等が歩きづらく、支

障をきたしている状況の為、改修工事の必要性は認識しており、できるだけ早く実施し

たいと考えています。

（具体的な意見や質問④） 【扇山公民館】

　藤ヶ谷清掃センターの管理運営委託の問題で、暴力団や市議会議員がかかわっている

と聞くが、説明してほしい。

（議会として考え方または回答④）

　入札の問題として、12億円高い業者が落札した経緯があります。

　広域圏議会においても、それぞれの議員の考えのもと賛成・反対がありましたが、賛

成者多数により可決しました。

　「対話集会」は、議会全体の報告会であり、議員それぞれの考えの違いを表明する場

でないことを了解いただきたい。

（別府市の回答及び対応状況④）＜企画部＞

　平成２２年度から平成２４年度にかけて、藤ヶ谷清掃センター運転業務を受託してい

た別府環境エンジニアリング㈱の役員が、引き続き仕事を行いたいとのことから暴力団

等へ金銭を供与した事件については、広域圏事務組合に虚偽の誓約書を提出したため、

組合が被害届を出し、その関係者が逮捕、裁判により刑が確定した事件と聞いておりま

す。
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５）交通対策関連

（具体的な意見や質問①） 【古市公民館】

　古市地区の生活道路に、大型車両が乗り入れて、離合もできずに危険な状態にありま

す。

　過去、警察署に、大型車両の乗り入れ規制の申し入れを行いましたが、受理してもら

えなかった経緯があります。

（議会として考え方または回答①）

　住民の皆さんの熱意により、規制が可能になると考えています。

　皆さんとともに、関係機関に要望してまいります。

（別府市の回答及び対応状況①）＜建設部＞

　現地の状況を確認し、所管である国土交通省大分河川国道事務所へ対策を別府市より

要望いたします。

（別府市の回答及び対応状況①）＜企画部＞

　別府警察署に確認しましたところ、大型車両の乗り入れ規制につきましては

　大型車両を使用する地場企業の同意を住民が得る（地場企業がなければ不要）ことと

住民要望書と署名を別府警察署交通課に提出（署名は必須ではないが、あるのが望まし

い）いただければ、受理し調査検討を行うとのことです。

（具体的な意見や質問②） 【風呂本・御幸公民館】

　「歩車分離式交差点」の信号機について、表示を分かりやすくしてほしい。

　青信号が短いので、長くしてほしい。

（議会として考え方または回答②）

　自治会を通して、警察に要望していただきたいと思います。

（別府市の回答及び対応状況②）＜企画部＞

　別府警察署に確認しましたところ、信号機に関する要望につきましては

　住民要望書と署名を交通課に提出（署名は必須ではないが、あるのが望ましい）いた

だければ、受理し調査検討を行うとのことです。
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６）水道事業関連

（具体的な意見や質問①） 【中須賀公民館】

　別府市は、水道料金が高い。

　温泉関係の仕事に携わっている関係上、経費の多くを占めている。

　過去に、水道料金の値下げで、市に陳情したが、回答がない。

（議会として考え方または回答①）

　現在、別府市の水道料金は、全国・大分県下の自治体と比較しても、高いものではあ

りません。

　一方で、福祉的な観点で考えると、入浴による健康増進は、公共の福祉に大きく寄与

していると認識していますので、ご意見として承ります。

（別府市の回答及び対応状況①）＜水道局＞

　本市の水道料金は、一般的なご家庭で比較しますと、大分県下１４市のうち、高いほ

うから９番目となっており、決して高いとは言い切れないものと考えています。

　また、温泉給水については、他の用途に比べ低く料金を設定していますが、市営区営

温泉については、区営温泉代表者との意見交換会等で、利用者数の減少、施設の老朽化

などにより、経営状況は非常に厳しいものと認識しています。

水道局と致しまして、今後、経営の健全化を進める中で、温泉給水を含めた水道料金

体系のあり方を検討し、総合的に判断したいと考えています。
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（具体的な意見や質問②） 【中須賀公民館】【風呂本・御幸公民館】

　人口の減少により、水道使用料の収入減が続いており、維持管理の為、水道料金の値

上げを実施している自治体もある。

　別府市もこのような問題に陥るのではないかと懸念している。

　水道企業会計の余剰金が底をついたら、水道料金が値上げされるのではないか。

（議会として考え方または回答②）

　水道料金の値下げが行われない原因として、職員数（人件費）が多いことが要因と認

識しています。

　現在、水道局も人員の削減を行っており、値上げの前に経営改善を行うものと認識し

ています。

　そのひとつとして、朝見浄水場の民間委託も計画されており、今後も民間活力の導入

が行われるものと認識しています。

　議会としては、水道料金の値上げの前に、経営改善を求めてまいります。

（別府市の回答及び対応状況②）＜水道局＞

　水道事業は、独立採算制が建前で、お客様から頂いた料金収入で水道事業を運営して

おります。

　財政状況につきましては、ご指摘のとおり、人口減少や世帯の分散化などによる水道

料金収入の減少により、投資的な財源の安定的な確保が厳しくなっているのが現状でご

ざいますが、安全で安心な水の供給のための施設の更新事業や地震に備えた施設の耐震

化などの投資的財源の安定した確保が必要となります。

　水道局と致しましては、現状を踏まえて、適正な人員配置などによる経費の節減、事

務の効率化など、経営の健全化を進め、企業努力を重ね、できる限り、現行料金水準を

維持していきたいと考えております。

（具体的な意見や質問③） 【小坂公民館】

　平川の谷の配水地に、配水タンクが設置されているが、配水管の約1.5kmの区間で、配

水管の耐震化を行うと聞いている。（約2年前）

　今年度（平成26年度）の予算で実施されるのか。

（議会として考え方または回答③）

　水道局においては、耐震化事業を計画的に実施しています。

　当該の配水管については、水道局に確認のうえで、ご報告いたします。

（別府市の回答及び対応状況③）＜水道局＞

　耐震化を計画しているのは配水管ではなく、小坂水源地の受水槽から小坂配水池まで

の送水管（約１ｋｍ）であります。

　現在、農業用水路に沿って布設されている送水管を、平成２６年度より２ヵ年で耐震

管に更新する予定でしたが、東部振興局が農業用水路改修を計画していることから、共

同施工で１ヵ年（平成２６年度中）で更新する方向で調整しています。
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７）都市整備関連

（具体的な意見や質問①） 【堀田公民館】

　大分市と湯布院は、都市整備がすすんでいるのに、別府市は遅れているように感じる。

　何とかしてほしい。

（議会として考え方または回答①）

　大分市は、駅ビルが完成する予定です。

　別府市においても、他市に負けない魅力ある都市整備を進めていく必要があると考え

ています。

（別府市の回答及び対応状況①）＜建設部＞

　別府市におきましては、観光都市として魅力を高めるため、鉄輪温泉街の整備やＪＲ

別府駅周辺また、現在ＪＲ亀川駅周辺整備等を行っています。

　また、景観計画や景観条例の策定などにより、民間の施設を含め、景観に配慮してい

ただくようにしています。今後とも民間の協力もいただきながら、魅力ある都市整備が

進められるように取り組んでいきたいと考えています。
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（具体的な意見や質問②） 【古市公民館】

　海水浴場の利用者が減っている。

　関の江海岸の整備も進んでいるが、福島県の原発問題等により、風評被害が広がって

いるように感じる。

　海水浴場を初めとして、別府の海の安全性等をＰＲすべきではないか。

　この現状を議会としてどのように捉えているのか。

（議会として考え方または回答②）

　別府市の海岸線は、埋め立てにより自然の海岸線が無くなっています。

　関の江海岸は、唯一のこる自然の海岸です。

　この重要性は、議会でも認識しています。

　国や県を通じて、この海岸線が有効的なものになるように、行政（執行部）を通じて

働きかけたいと思います。

（別府市の回答及び対応状況②）＜ＯＮＳＥＮツーリズム部＞

　関の江海水浴場につきましては、平成２４年度は台風の影響から海水浴客が減少して

いますが、過去３ヶ年の状況は、微増となっています。

（H23　3,680人　H24　2,535人　H25　3,750人）

　特に昨年は、関の江海岸に絶滅危惧種のアカウミガメが産卵し、マスコミにも取り上

げられ、関の江海岸の魅力が多くの方に伝わったものと思います。

　現在、大分県が実施しています海岸整備と連携するとともに、地元自治会とも協力し

ながら、今後もさらに海水浴場の利用者が増えるよう取り組みたいと思います。

（別府市の回答及び対応状況②）＜建設部＞

　別府の海岸整備は、平成13年度に国直轄事業の別府港海岸保全施設整備事業（高潮対

策）として事業採択を受け、北浜地区1、北浜地区2、餅ケ浜地区、上人ケ浜地区の４地

区が整備され、県施行である北浜地区2の港湾緑地を除き、平成26年度に完成します。

また、大分県施行による関の江海岸の整備は、平成28年度以降の完成を予定しています。

　この海岸整備は、平成9年に改正された海岸法に基づき、従来の防護機能だけでなく、

環境と利用に配慮したものです。特に、餅ケ浜地区及び関の江海岸の整備は、緩傾斜護

岸、養浜の組み合わせによる面的防護方式の採用で、海岸の利用者が海辺まで近づけ、

 日常的に海と親しめる海岸です。

24 2.生活環境関係



（具体的な意見や質問③） 【ふれあい広場・サザンクロス】

　旧南小学校跡地の問題は、何年かかっているのか。

　過去の議会で、否決されたと聞く。

　道路のアクセスが悪い。

　図書館を計画してほしい。

　図書館の2階（上部）に、単身者の住宅（介護住宅等）を民間活力により、作ってほし

い。

（議会として考え方または回答③）

　旧南小学校の跡地利用は、議会が否決したのではなく、行政（執行部）が提案を取り

下げたことは、ご認識していただきたい。

　道路のアクセスについては、今年度　道路拡幅等の調査の予算が計上されています。

　この調査は、県に道路拡幅をお願いするために実施するもので、現在の手法では、5

年以内の工事着工は、難しいと考えています。

　跡地の利活用と道路の問題は、切り離して考えなければ、早い段階での問題解決には

至らないと理解しています。

　図書館の計画については、市の財政負担を考慮した結果、見送ることとなりました。

　現在は、民間活力を活用した跡地利用を検討しています。

（別府市の回答及び対応状況③）＜建設部＞

　旧南小学校跡地の活用につきましては、南部地域の活性化に資する民間施設の立地を

図るため、跡地活用方針と公募条件の検討を行い、できるだけ早い時期に公募できるよ

うにしていきたいと考えています。

　今年度につきましては、今後の南部地区のまちづくり方針等を策定した上で、市場調

査等を行い、どういう公募条件にしていくかなど検討していくこととしています。

　また、南部地区の道路整備につきましても、今年度検討を行い、都市計画の変更や事

業等について県と協議等していきたいと考えています。

（別府市の回答及び対応状況③）＜企画部＞

　旧南小跡地での図書館等の複合施設の建設は南部地区振興策と一体で進めていました

が、平成２１年３月末の「基本計画」及び「ＰＦＩ導入可能性調査報告書」の試算では、

多額の建設費と維持管理費・運営費がかかることが示され、今後の別府市の財政状況等

に過度の負担がかかることから、計画を断念することとしました。
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（具体的な意見や質問④） 【ふれあい広場・サザンクロス】

　「温泉まつり」の会場である松原公園の水はけが悪い。

（議会として考え方または回答④）

　この様なご意見は、地域に住んでいる方しか解らないことです。

　今後とも、ご意見をお聞かせください。

（別府市の回答及び対応状況④）＜建設部＞

　松原公園につきましては、日常的な利用や、まつり会場としての利用など、地域の方

々に有効に活用いただいておりますが、広場の雨水排水に支障が出ている状況でありま

す。快適に安全にご利用いただけるよう、対策を検討してまいりたいと思います。

（具体的な意見や質問⑤） 【ふれあい広場・サザンクロス】

　鉄輪地区や亀川地区は、都市整備が積極的に行われているが、南地区は整備が遅れて

る。地区による公平性は保たれているのか。

（議会として考え方または回答⑤）

　旧南小学校跡地が10年以上にわたり放置されていることは、大きな問題と認識してい

ます。

　市民の皆さまから非難されても仕方が無いことと思います。

　予算を提案する権限は、議会にはありませんが、市民の方々のご意見を集約して、行

政（執行部）に反映することが、議会の職責と考えていますので、努力いたします。

（別府市の回答及び対応状況⑤）＜建設部＞

　南部地区におきましては、長年の問題となっています旧南小学校跡地の活用を図るこ

とがまず第一であると考えています。

　旧南小学校の活用及び道路整備等について、今年度一定の方向性がでるように取り組

んでいるところであります。

（具体的な意見や質問⑥） 【風呂本・御幸公民館】

　地区の公園、道路の補修等が不十分と感じる。

（議会として考え方または回答⑥）

　展望公園や里道等の整備については、行政（執行部）に要望中です。

　今年度（平成26年度）又は来年度（平成27年度）中に整備される予定です。

（別府市の回答及び対応状況⑥）＜建設部＞

　展望公園につきましては、園内の樹木剪定及び安全柵の改修を行いましたが、今後と

も、適切な維持管理に努めてまいりたいと思います。

（別府市の回答及び対応状況⑥）＜建設部＞

　要望のありました展望公園への道路整備は、計画的に整備しており今年度も引き続き

工事を行う予定です。早期完成に努めます。
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（具体的な意見や質問⑦） 【風呂本・御幸公民館】

　公園整備で、国からの補助金や交付金はないのか。

　鉄輪温泉は、国民保養温泉の指定を受けている。

（議会として考え方または回答⑦）

　国からの地方交付金に含まれていますが、行政（執行部）がどのように使うかが課題

だと認識しています。

（別府市の回答及び対応状況⑦）＜建設部＞

　都市公園の整備については、一定の規模や事業費の要件がありますが、社会資本整備

総合交付金という国の交付金制度があります。

　鉄輪地区において交付金等を活用し整備してきた公園としましては、鉄輪地獄地帯公

園や大谷公園などがあります。
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