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２．生活環境関係 

  

１）市民生活関連 

 

（1）北部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 古市地区の生活排水は側溝がないため、ＪＲの側溝に流させてもらっている。 

側溝の整備をしてほしい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 側溝は別府市の問題と認識しています。 

すぐに解決はできないと考えていますが、行政（執行部）に計画を立てて対応するよう

要請します。 

 

【建設部 道路河川課】 

側溝整備については、用地の問題などあり、直ぐに解決は難しい状況ですが、現在ＪＲ

の側溝に流している排水は、市で維持管理をしておりＪＲにも側溝を維持するように要請

しています。 

 

（2）西部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 空き家対策の現状について教えてほしい。  

 

（議会としての考え方または回答） 

 全国的に空き家の危険度が高まっていると認識しています。 

 執行部（行政）においても市内の調査を行っています。 

 今年（平成２７年９月議会）の議会において、空き家対策条例を制定しました。 

 対策が加速されると考えています。 

 

【建設部 建築指導課】 

空家等対策の推進に関する特別措置法が平成 27年 5月に完全施行され、法に基づく空家

等対策計画の策定を平成２８年度に予定しております。また、既に空家対策条例を制定し、

老朽空家の所有者に対して適切な維持管理の措置を行うように指導、勧告等を行っており

ます。 

 

（3）西部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 「地方創生」「定住促進」対策として、「空き家」を積極的に活用してほしい。 
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【建設部 建築指導課】 

本市への居住希望者に対して移住者居住支援事業を行っております。 

 また、空家バンク制度の創設も併せて行っており、今後は移住を希望される方が本市を 

選んでいただけるような方策を考えていきます。 

 

（4）西部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

観海寺の旧朝日閣（旅館）跡地の廃屋ビル（４階建ビル）の窓枠が朽ち果てている。 

 非常に危険だ。 

行政代執行を行ってもらいたい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 この問題は、非常に難しい問題と考えています。 

 執行部（行政）より、見解をもらいたいと思います。 

 

【建設部 建築指導課】 

現在、所有者に対して適切な維持管理の措置を行うように、文書にて通知しております。 

今後も状況を確認しながら、適宜指導を行っていきます。 

 

（5）野口ふれあい交流センター 

 

（具体的な意見や質問） 

毎朝の散歩時にごみ拾いをしているが、市内の海岸線には漂流物のごみ、街にはタバコ

の吸殻が非常に大変多い。 

市として、積極的に街の美化に努めるべきだ。 

ポイ捨て条例などを制定して、真剣に取り組んでほしい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

海岸の漂流ごみは、市民の方々（ボランティア・団体など）の協力を得て環境美化に努

めています。 

 また、市民の方々や旅行者などへの啓発活動も必要なことと認識しています。 

 ご意見は、執行部（行政）に伝えるとともに、議会としても問題提議してまいります。 

 

【生活環境部 環境課】 

既にタバコの吸殻等のゴミの放棄、いわゆるポイ捨てを禁止した大分県の条例や別府市

の条例があります。まずは、この条例の趣旨を広くお知らせするような作業を進めるよう

に考えています。 

現在も、市民・観光客のマナーアップを目的に毎年２回マナーアップキャンペーンを実

施していますが、引き続き県とも連携して参加者の拡充を図るとともに、今後もその普及

啓発に努め、環境美化を進めていきます。 
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（6）西部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 観海寺周辺（民家）まで、「サル」が降りてくる。 

 抜本的な対策を講じる必要があり、早急な対応を求める。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 他の地域でも対応を求められています。 

 執行部（行政）において、有害鳥獣対策に取り組んでいますが、有効的な手段がなかな

か見つかっていないのが現状です。 

 しかし、通学路など子供達に被害が及ぶことも考えられますので、議会としても早急に

取り組まなければならないと認識しています。 

 

【ONSEN ツーリズム部 農林水産課】 

 現在、国の補助事業の活用と別府市単独事業で①エサ場をなくす ②追い払いをする 

③わなによる捕獲の「３本の柱」により対策を図っています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

今後は大分県、大分市とともに、サル被害に有効な方法を協議、研究していきます。 

 

（7）枝郷公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 鹿・イノシシなどの害がひどい。山林にも被害を及ぼしている。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 ２６年度で言えば、イノシシ６７７頭、鹿５９６頭などの捕獲の実績はありますが、駆

除が追いついていないのが現状です。 

狩猟免許の取得者を増やしたり、その後の処理場をつくって「ジビエ料理」としての流

通を考えたりするなど、行政と一体となって対応を検討する必要があると考えています。 

 

【ONSEN ツーリズム部 農林水産課】 

 電気柵やメッシュ柵等の設置により被害の減少を図るとともに、一年を通じて有害鳥獣

捕獲事業により個体数の減少に努めます。 

 

（8）枝郷公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 公民館にイチョウの木があるが、伐採してほしい。 

地元で実施するのは難しいし、市の土地なので、市で伐採できないか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 執行部（行政）に伝えます。 
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【教育委員会 生涯学習課】 

町内公民館の管理･運営は自治会が行うこととされています。 

しかしながら枝郷公民館は、小学校分校を転用したという経緯もありますので、取扱い

を自治会と協議したいと考えます。 
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２）自治組織関連 

 

（1）北部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 市に要望事項があるとき、どのような方法で議員に依頼すればよいのか。 

２人の議員に依頼したときは、議員間で調整などをおこなっているのか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 地域全体に関係するようなことは、自治会を通して地元の議員に依頼するのが最適です。 

細かなことは、どの議員に依頼しても、市の執行部へ要請します。 

 

（2）椿公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 市へのお願い事をする場合に、世帯単位が個人の議員を仲介して行っているように感じ

る。 

 自治会（集落）として話がないことが、後になって発覚（事後）する。 

 順序としておかしいこととなるので、意見として報告します。 

  

（議会としての考え方または回答） 

 ご意見として、承ります。 

 

（3）西部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 自治会への加入率が年々低下していることに伴って、自治会活動の存続が難しい状況だ。 

 自主防災会などの育成、災害対策を考えると強制的な加入ができないか？（条例化など） 

   

（議会としての考え方または回答） 

 自治会活動の大切さは認識しています。 

 また、人材不足などの厳しい状況であることも認識しています。 

 今後、行政も「協働」により自治体運営を行っていかなければならないと考えています。 

 自治体の活動、ネットワークや組織を再構築する必要があると思います。 

 

【企画部 自治振興課】 

自治会加入率が下がってきていることは承知しております。加入しない人に理由を聞く

と「メリットがない」という声が聞かれます。 

 災害が起こった際はまず「自助」として自分自身のことは自分で身を守ることを考えな

くてはなりませんが、自治会に加入することで、地域において「顔の見える」関係となり

「共助」が生まれてくるので、自治会への加入促進を呼びかけていきたいと考えています。 
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（4）西部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 市役所の職員は全員自治会に入っているのか。 

   

（議会としての考え方または回答） 

 議会でも取り上げています。 

 執行部（行政）にも引き続いて、提言していきたいと考えています。 

 しかし、市役所の中で、熱心にボランティアなどに参加している職員も多くいます。 

 市の職員に限らず、輪を広げることが大切と考えます。 

 

【企画部 自治振興課】 

平成２６年の夏に市職員を対象としたアンケートを実施しました。これによると市職員

の自治会加入率は 84.8%であり、このうち行事に参加したことのある職員は 57.9%という結

果となっており、まだまだ十分ではないという認識を持っています。 

地域コミュニティー維持のためにも加入者を増やしていきたいと考えており、自治会活

動に参加することで見えて来る地域課題もあると思います。そういう意味においても、や

はり市の職員が率先して自治会に加入すべきと考えていますので、今後も継続して加入を

呼びかけていきたいと思います。 

 

【総務部 職員課】 

 職員の自治会加入は義務付けていませんが、自治会は最も身近な住民自治組織として、

防災や防犯、地域づくりなどの地域運営を行う重要な役割を担っていますので、職員採用

時には自治会への加入を促し、職員の率先した地域活動への参加を推進しています。 
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３）公共施設関連 

 

（1）朝日大平山地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 学校の統廃合による跡地利用はどうなっているのか？ 

 

（議会としての考え方または回答） 

 対象の土地は、地元を含めて議論を教育委員会で進めています。 

 

【教育委員会 教育総務課】 

 西小学校跡地については、山の手・浜脇統合中学校（仮称）が建設される予定です。 

統合された学校の跡地については、別府市全体の街づくりの中で、総合的に検討すべき

ものと考えますので、今後、関係課と協議を進めていく予定です。 

 

（2）北部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 羽室台高校の跡地利用について、県から払い下げをしてもらい、多目的につかえるよう

にしてほしい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 ご意見として、執行部（行政）に伝えます。 

 

【教育委員会 教育総務課】 

県教委に今後の予定についてお尋ねしましたところ、県では、「大分県新県有財産利活用 

推進計画」を策定しており、県有財産につきましては、「公用・公共用を目的とした活用を

図る。」とあります。まずは、県が利活用のあり方について検討し、県として利活用しない

場合に、次に別府市に検討を求めることになっているようです。県といたしましては、「羽

室台高校はまだ、廃校となっておらず、生徒が在籍しているので、推進計画にはあげてい

ない。」とのことでした。 

県教委へは、地元の皆さんの意見を聞いて欲しいといったことは、伝えてあります。 

 

（3）城島公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

西小学校跡地や羽室台高校跡地はどうなるのか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

西小学校跡地は浜脇中学と山手中学校を統合して新しい中学校を建てる予定です。 

少子化に伴い、学校の統合は避けることができないと考えています。 
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また、羽室台高校跡地については、現時点において具体的な計画はないと認識していま

す。 

市の土地や建物である市有財産は、有効的かつ効率的に活用しなければならないと考え

ています。 

議会としても執行部（行政）と共に、市有財産の利活用について考えてまいります。 

 

【教育委員会 教育総務課】 

西小学校跡地については、山の手・浜脇統合中学校（仮称）が建設される予定です。 

羽室台高校跡地については、県教委に今後の予定についてお尋ねしましたところ、県で 

は、「大分県新県有財産利活用推進計画」を策定しており、県有財産につきましては、「公

用・公共用を目的とした活用を図る。」とあります。 

まずは、県が利活用のあり方について検討し、県として利活用しない場合に、次に別府

市に検討を求めることになっているようです。県といたしましては、「羽室台高校はまだ、

廃校となっておらず、生徒が在籍しているので、推進計画にはあげていない。」とのことで

した。 

 

（4）朝日大平山地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 明礬の地蔵温泉が２年前から閉鎖されている。 

 医療としても効果があることが文献などから実証されている。 

 市の財産として、残すべきではないか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 歴史のある温泉と認識しています。 

 地域の同意などの問題を地元で解決したうえで、公的な財産としての協議が始まるもの

と考えています。 

 このご意見は、執行部（行政）に報告し、その結果をお伝えします。 

 

【ONSEN ツーリズム部 温泉課】 

現在定期的に湯量の測定を行っていますが、浴場として利用ができる量を確保すること

が難しい状況です。 

今後の活用方法について地元の方々とも協議しながら取り組みを行っていきたいと考え

ています。 

 

（5）中部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 実相寺の市民球場で、高校野球の大会が早くできるようにしてほしい。 
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（議会としての考え方または回答） 

 公共施設の有効利用は、市民の財産として必要不可欠と考えています。 

ご意見として、執行部（行政）に伝えます。 

 

【教育委員会 スポーツ健康課】 

 実相寺市民球場での少年から大人までの各年代の野球の大会・イベントは、年間３９件

開催されています。高校野球につきましては、硬式・軟式合せて年間５つの大会（延べ１

８日間）が実施されています。 

 

（6）野口ふれあい交流センター 

 

（具体的な意見や質問） 

広域圏議会の問題だが、火葬場の待合室には茶葉も湯のみもない。 

湯茶機ぐらい置いてはどうか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

ご意見として、執行部（行政）に伝えます。 

 

【企画部 政策推進課】 

 現在、お湯とポットは秋草葬祭場で準備していますが、茶葉と湯飲みは利用者の方にお

願いしています。 

今後、利用者の要望の状況を見て、検討したいと考えます。 
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４）交通対策関連 

 

（1）中部地区公民館・城島公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 ワンコインバスは、導入されるのか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 新市長（長野市長）の公約です。 

 財政の問題もあります。 

 また、運営方法も検討しなければなりません。 

 大分市では、敬老祝金を財源にしたと聞いています。 

 今後、執行部（行政）にて、具体的な施策が示されると認識しています。 

 

【企画部 政策推進課】 

平成２７年１０月に平成３１年度までの目標及び施策の基本的な方向と集中して取り組

むべき具体的政策等を盛り込んだ別府市版総合戦略「まちをまもり、まちをつくる。べっ

ぷ未来共創戦略」を策定しました。  

重要な施策の一つに市民生活の質の向上に向けたワンコインバスの整備についてあげて

いますので、早期実現に向けて取り組みます。 

 

（2）朝日大平山地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 ワンコインバスを導入してほしい。 

 中心市街地の活性化につながると考える。 

 また、火売地区において、縦通りのバス路線を設けてほしい。 

（議会としての考え方または回答） 

 ワンコインバスについては、議会でも度々議論されています。 

 新市長（長野市長）においても、この問題について積極的に取り組むものと認識してい

ます。 

 路線については、今後協議がなされるものと考えておりますので、ご意見は執行部（行

政）に伝えます。 

 

【企画部 政策推進課】 

平成２７年１０月に平成３１年度までの目標及び施策の基本的な方向と集中して取り組

むべき具体的政策等を盛り込んだ別府市版総合戦略「まちをまもり、まちをつくる。べっ

ぷ未来共創戦略」を策定しました。 

重要な施策の一つに市民生活の質の向上に向けたワンコインバスの整備についてあげて

いますので、早期実現に向けて取り組みます。 

 また、平成２７年２月に市民、交通事業者、道路管理者、警察、学識経験者等で構成す
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る別府市公共交通活性化協議会を設置しました。 

市内の公共交通の利便性の向上を図るため、現在のバス路線の変更等も含め、協議会で

検討しています。 

 

（3）北部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 ワンコインバスの進捗状況はどうなっているのか。 

小坂地区は道幅も狭いが、道路拡幅もすぐには出来ない。 

マイクロバスなどの小さな車両でのバス運航を要望する。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 新市長（長野市長）の公約の１つです。 

財源などの問題が解決すれば、早い時期に実施されるのではないかと考えます。 

 

【企画部 政策推進課】 

平成２７年１０月に平成３１年度までの目標及び施策の基本的な方向と集中して取り組

むべき具体的政策等を盛り込んだ別府市版総合戦略「まちをまもり、まちをつくる。べっ

ぷ未来共創戦略」を策定しました。 

重要な施策の一つに市民生活の質の向上に向けたワンコインバスの整備についてあげて

いますので、早期実現に向けて取り組みます。 

 山間地を中心に生活道路に直接乗り入れ可能な交通手段（コミュニティバス、デマンド

タクシー等）の導入に向けた検討をしています。 

 

（4）山の口公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

福祉バスやワンコインバスなどがあればありがたい。 

現在、庄内町の福祉バスを利用して買い物も保育園も病院も庄内町に行っている。 

別府市（山の口）の住民も庄内町民と同じように利用している。 

財源の問題もあると思うが、その場合は敬老祝い金がなくなっても良いからワンコイン

バスを走らせてもらいたい。 

将来に繋がる経費に税金を投入してほしい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

貴重な意見をありがとうございます。 

庄内町の福祉バスを別府市（山の口）の方々が、活用している事実は知りませんでした。 

地域の生活圏は、地域の実状に即したものでなければならないと認識しています。 

広域的な行政として自治体双方が協議し、効率的な行政運営を行うことが最適と考えま

す。 

新市長（長野市長）は、ワンコインバスを中山間地域から優先して実施すると表明して

http://www.kensakusystem.jp/beppu/cgi-bin3/GetText3.exe?w8xwqksefsffz2x40b/H270227A/7921/10/1/1/%8C%F6%8B%A4%8C%F0%92%CA%8A%88%90%AB%89%BB%8B%A6%8B%63%89%EF/0#hit1
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います。 

 財源の問題についても、検討しているものと認識しています。 

 

【企画部 政策推進課】 

 平成２８年１月４日から３月のダイヤ改正までの間、東山地区に東山循環線を導入し、

実証実験を実施しています。 

この実証実験の結果や利用された地域の皆様の意見をいただき、公共交通のあり方につ

いて改めて検討し、地域に合った利便性の高い交通システムの導入を目指します。  

 

（5）西部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 公共交通対策として、市がバス会社に多額の補助金を出していると聞く。 

 路線による利用者数などを考慮して、維持費の少ない小型のバスなどを利用してはどう

か。  

 

（議会としての考え方または回答） 

 交通弱者の救済は、大きな問題と考えています。 

 現在、審議会を作って審議しています。 

 財政の問題もありますが、お金を掛けてでも救済することが、行政の責務であると考え

ています。 

 しかし、効率的な救済方法は必要と考えますので、審議会での議論を重ねる必要がある

と考えます。 

 

【企画部 政策推進課】 

 平成２７年２月に市民、交通事業者、道路管理者、警察、学識経験者等で構成する別府

市公共交通活性化協議会を設置しました。 

協議会において、本市の公共交通の現状、問題点、課題の整理等を行い、地域にあった

公共交通手段（コミュニティバス、デマンドタクシー等）を検討します。 

 

（6）枝郷公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 中山間地での路線バス（１コインバス）の利用者は少ないと思う。 

デマンド方式がいいと考えている。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 大きく予算がかかる事業です。 

中山間地域での利用実態を把握した上で、山間部から実施すると新市長（長野市長）が

発言しています。 

自治会長にアンケート調査を実施しており、自治会の代表者も交えた審議会で結論が出

http://www.kensakusystem.jp/beppu/cgi-bin3/GetText3.exe?w8xwqksefsffz2x40b/H270227A/7921/10/1/1/%8C%F6%8B%A4%8C%F0%92%CA%8A%88%90%AB%89%BB%8B%A6%8B%63%89%EF/0#hit1
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るものと認識しています。 

 

【企画部 政策推進課】 

 平成２７年２月に市民、交通事業者、道路管理者、警察、学識経験者等で構成する別府

市公共交通活性化協議会を設置し、現在、同協議会において「別府市地域公共交通網形成

計画」の策定を進めています。  

計画策定後は市民の皆さんの公共交通の利便性の向上を図るため、現在のバス路線の変

更等も含め、その地域にあった公共交通のあり方について、協議会で検討します。 

 

（7）枝郷公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 鳥居の信号機の待ち時間が長い。 

あまりにも長いので、信号無視をする人もいる。 

残り時間が表示される補助の信号を設置できないか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 ご要望として、承ります。 

 

【企画部 危機管理課】 

 別府警察署に確認しましたところ、待時間表示信号の設置につきましては、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。 

 なお、ご要望の内容については、別府警察署交通課へ伝えました。 

 

（8）枝郷公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 鳥居の交差点付近に道路の状況がわかるＷＥＢカメラを設置できないか。 

冬に雪の状況がわからず、下から登校する先生や生徒が苦労している。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 ご要望として、承ります。 

 

【建設部 道路河川課】 

 鳥居付近のＷＥＢカメラの設置については大分県へ進達いたします。 

 

（9）椿公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 鳥居の交差点に、交通安全運動の「のぼり旗」を電柱や標識にたてるが不安定だ。 

http://www.kensakusystem.jp/beppu/cgi-bin3/GetText3.exe?w8xwqksefsffz2x40b/H270227A/7921/10/1/1/%8C%F6%8B%A4%8C%F0%92%CA%8A%88%90%AB%89%BB%8B%A6%8B%63%89%EF/0#hit1
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 「のぼり旗」をたてるエンビパイプのようなものを設置してもらえないか。 

 カードレールを設置して、パイプを設置できないか。 

   

（議会としての考え方または回答） 

 交通安全協会から配布された「のぼり旗」と考えています。 

 本来、ガードレールや電柱には設置できないと認識しています。 

 手でもって、行わなければなりませんが、ご意見として、執行部（行政）に伝えます。 

 

【企画部 危機管理課】 

のぼり旗を設置するためのパイプについては、現時点、町内等で対応していただいてい

ます。ご理解をお願いいたします。 

 

（10）天間公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 堀の口（アフリカンサファリの入り口周辺 塚原寄り）の「止まれ」の位置を下げてほ

しい。 

 車両が本線（国道）まで、止まらずに入ってきて危険だ。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 自治会長から、警察に現状を伝えていただきたい。 

 また、この現状は、執行部（行政）にお伝えします。 

 

【企画部 危機管理課】 

 別府警察署に確認しましたところ、道路の停止線につきましては、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。 

 なお、ご要望の内容については、別府警察署交通課へ伝えました。 

 

（11）北部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 古市地区の生活道路の問題で、標識の設置などはしてくれたが、根本的な解決には至っ

ていない。長期計画はどうなったのか。 

 

（議会としての考え方または回答）  

 執行部（行政）に確認し、報告します。 

 

【建設部 道路河川課】 

 対象の道路は、国土交通省が管理している道路となっています。現在国土交通省大分河

川国道事務所と対策について協議を重ねており、１２月２日に国交省、自治会長、市とで
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再度現地調査を行い、今年度中に対策工事を国交省が行う予定となっています。 

 

（12）北部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 四の湯町の市姫神社と平田川のＪＲの踏み切りが狭く、離合するのが難しい。 

川の上に暗渠を作るなどして踏み切りの幅を広くするようＪＲと協議してもらいたい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 ＪＲとの協議は難しい面もありますが、執行部（行政）にお伝えします。 

 

【建設部 都市整備課】 

 踏切の拡幅となれば、JR との協議および踏切前後の市道（拡幅等）にも影響するため、

地元よりのご要望として承ります。 

 

（13）中部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 青山校区が、通学路のゾーン規制を行った。 

 春木川校区も申込みを行っていたが、先送りとなった。 

 国道に通じる道は特に危険だ。 

 議会から、早期の実施に向けて執行部（行政）などに働きかけてほしい。 

 亀川から春木にわたる旧国道の交通量は非常に多い。 

 抜け道として、生活道路を通るため危険だ。 

 スピード規制の看板などの設置を要望したが実現に至らない。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 ご意見として、執行部（行政）にお伝えいたします。 

 

【企画部 危機管理課】 

ご要望の内容については、別府警察署交通課へ伝えました。 

 ご不明な点があれば、別府警察署交通課へお問い合わせください。 
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５）水道事業関連 

 

（1）内成公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 生活用水の設備に不具合が多い。 

日照りが続くと水がなくなり、雨が続くと濁った水になる。 

何か対策はないか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 事業実施の為には、財源などの問題があります。 

市（行政）は、事業の必要性などを精査したうえで、優先順位のもと、計画的に事業を

実施します。 

水道（飲料水）に係る地域の現状を執行部（行政）に伝えることが必要と考えます。 

 

【生活環境部 環境課】 

水源・水量の調査や経費の算出等、水道未普及地域の全体的な実態把握が必要なことか 

ら、具体的な作業に向けて関係課等と協議を行っているところです。できるだけ早い段階

で全体像を把握し、その後の施策につなげていきたいと考えており、今後も関係課等と連

携を図りながら課題の解決に向けて事業を進めていきます。 

 

（2）内成公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 現在、数ヶ所の水源から生活用水を確保している。 

地域において、維持管理が難しくなっている。 

大きな水道施設（タンク）を一つでいいから作ってほしい。 

 地域での維持管理も容易になると考える。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 ご要望として、執行部（行政）に伝えます。 

 

【生活環境部 環境課】 

水源・水量の調査や経費の算出等、水道未普及地域の全体的な実態把握が必要なことか 

ら、具体的な作業に向けて関係課等と協議を行っているところです。できるだけ早い段階

で全体像を把握し、その後の施策につなげていきたいと考えており、今後も関係課等と連

携を図りながら課題の解決に向けて事業を進めていきます。 
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（3）椿公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 平成２３年に、生活用水の整備を行っていただいた。 

 今、安心して飲料水を使用しています。 

 その、当時の関係者（県・市・ＮＰＯ法人）に感謝します。 

 

（4）椿公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 生活用水整備事業の県に対する申請期限が迫っていると聞く。 

 水道事業の対象（飲料水）とならない為、この制度に期待しているが、未整備の地域が

約２０ヶ所あり心配している。 

 市にも事業存続を陳情しているが、今後、この事業が存続されるのかどうか確認してほ

しい。（市の方針も踏まえて） 

 

（議会としての考え方または回答） 

 執行部（行政）に確認して、ご報告します。 

 

【生活環境部 環境課】 

水源・水量の調査や経費の算出等、水道未普及地域の全体的な実態把握が必要なことか 

ら、具体的な作業に向けて関係課等と協議を行っているところです。できるだけ早い段階 

で全体像を把握し、その後の施策につなげていきたいと考えており、今後も関係課等と連

携を図りながら課題の解決に向けて事業を進めていきます。 

 

（5）山の口公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 生活用水を川から引いて使用している。 

 雨が降った場合など、飲料水などが濁っている。 

地域の高齢化や人口減少に伴い、生活用水の維持管理が難しくなっている。 

 行政の力で支援を行ってほしい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

中山間地域での生活用水の維持管理は、重要な問題と考えています。 

また、水資源の問題は環境保全上重要だと認識しています。 

皆様のご意見は、ご要望として執行部（行政）に伝えます。 

 

【生活環境部 環境課】 

水源・水量の調査や経費の算出等、水道未普及地域の全体的な実態把握が必要なことか 

ら、具体的な作業に向けて関係課等と協議を行っているところです。できるだけ早い段階
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で全体像を把握し、その後の施策につなげていきたいと考えており、今後も関係課等と連

携を図りながら課題の解決に向けて事業を進めていきます。 

 

（6）古賀原公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 古賀原地区は、水で苦労した歴史がある。 

 その末に、地下水をくみ上げて、水を確保している。 

 赤松地区も地下水を使っている。 

 その近い所に、ボートピアができて、地下水を使うと聞いている。 

 生活用水が不足するのではないか不安だ。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 執行部（行政）にご意見として、報告します。 

 

【企画部 自治振興課】 

地域の実情や地域の方々のご意見を踏まえたうえで、大村市側と真摯に協議していきた

いと考えています。 
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６）都市整備関連 

 

（1）南部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 亀川地区周辺整備事業が予算の都合で変更になると聞いている。 

市長が変われば、別府市の政策は大きく変わるのか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 事業自体を中止する訳ではありません。 

 これから、事業内容と優先順位の見直しを行うものです。 

 

【建設部 都市整備課】 

亀川地区周辺整備の全体計画を見直し、事業を継続しています。 

 

（2）南部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 南部振興対策として、旧南小学校跡地の利活用はどうなっているのか。 

 議会全体の問題として取り組んでほしい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 旧南小学校跡地については、民間活力の導入を前提として執行部（行政）が取り組んで

います。 

 しかし、周辺のインフラ整備などの様々な問題があることも認識しています。 

 議会としても、地元議員を中心として、執行部（行政）とともに取り組んでいきたいと

考えています。 

 

（3）南部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 新市長（長野市長）は、南部地区の振興を別府市の重点施策と位置づけていると認識し

ているが、議会としての認識はどの程度なのか。  

 個人の議員活動では限界があると考える。 

 南部地区だけが取り残されているように感じる。 

別府市の中で、見放されている。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 学校の統廃合は、南部地区に関わらず、別府市全体の問題です。 

 また、跡地利用についても同様ですので、議員全員（議会）として取り組んでいること

をご理解いただけたらと思います。   
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（4）南部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 南部振興の中核的な位置づけとして、旧南小学校跡地の利活用があることは理解してい

るが、周辺のインフラ整備も含めて全体像が見えない。 

 全体的な現状と問題点を把握し、改善に努めてほしい。 

  

（議会としての考え方または回答） 

 今回、再度皆様からご意見をいただきました。 

 議会としても、議員全員で取り組んでまいります。  

 また、執行部（行政）が、南部振興のプロジェクトチームを設置すると認識しています。 

 新市長（長野市長）においても、任期４年の間に、明確な道筋を定めると明言していま

すので、今後全体像が見えてくるものと考えています。 

 

【建設部 都市政策課】 

旧南小学校跡地の活用だけでなく、南部地区全体の発展を総合的に検討した上で進めて 

いきたいと考えており、現在、プロジェクトチームで協議を進めています。今後、全体的

な道筋を示し、事業の実施につなげていきたいと考えています。 

 

（5）南部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 南部振興のプロジェクトメンバーを教えてほしい。 

 また、市長の任期４年間での方向性では、期間が長いのではないか。  

 ２年間で、方向性を決定し、残りの２年間で具体的計画を策定するくらいのスピードを

もってほしい。 

  

（議会としての考え方または回答） 

 プロジェクトチームは、市役所の職員によるものと認識しています。 

 しかし、この組織で出た結果が答えではありません。皆様のご意見も盛り込みながら今

後進んでいくものと考えています。 

 また、期間に対するご意見も要望として執行部（行政）にお伝えします。 

 

【建設部 都市政策課】 

 プロジェクトチームは建設部長を本部長とし、庁内の中堅若手職員をメンバーに、合計 

10 名で構成されています。南部振興につきましては、これまでに頂いた地元の方々の意見

や、プロジェクトチームでの協議結果等を踏まえ、全体的な道筋を示し、出来るだけ早く

事業の実施につなげていきたいと考えています。 
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（6）古賀原公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 浜脇地区の衰退の原因は道路整備が進んでいないことが原因と考える。 

 別府市の発展から取り残されている。 

 南部地域の発展を議会としても考えてほしい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 南部地区公民館での「対話集会」でも同じご意見をいただきました。 

 県道別府挟間線が開通すると状況は変わるものと考えています。 

 これに併せて、農業施策なども含めて総合的に考えなければならないと思います。 

 

（7）朝日大平山地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 別府市における都市整備（街づくり）の経費は他市に比べると少ないと思う。 

  

（議会としての考え方または回答） 

 街づくりの中心は道路と考えています。 

 去年（平成２６年）に、執行部（行政）が道路の点検・調査を行っています。 

 そのうちの４割が補修などの緊急性があると診断されています。 

 財政の問題もあり、一斉に改修・補修ができないのが現状で、優先順位を付けて計画的

に維持管理に当たっています。 
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７）道路整備関連 

 

（1）内成公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 道路が狭い。 

救急車などが通る時にも離合が困難だ。 

観光客等が棚田を見に来ることも多いので、せめて小型バスが通ることができるように

広くしてもらえないか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 執行部（行政）に、ご意見として伝えます。 

 

【建設部 都市整備課】  

限られた予算の中で道路整備（拡幅等）を行っていますので、すべての要望に添うには

時間がかかっている状況です。 

 

（2）内成公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 道路工事が始まったが、半分程度で中断している箇所がある。 

また、工事を実施する時は、必ず地元との協議の場を持ってほしい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 工事が途中までで終わっている状況は望ましくありません。 

改善に努めるように、執行部（行政）に伝えます。 

 

【ONSEN ツーリズム部 農林水産課】 

地元と現地調査のうえ、協議をしたいと考えています。 

 

（3）内成公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 由布市から内成地区の棚田に通じる道路が完成していない。途中に急なカーブがあり、

バスが通れない。 

そこは別府市ではなく由布市になるが、市を越えて要望する機会はないのか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

市長会及び議長会という会議が定期的あります。 

その際、市同士の情報交換を行ったり要望事項について話し合ったりすることができま

す。 
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そのような場を活用して、今回のご意見を伝えたいと考えます。 

 

【建設部 都市整備課】 

 由布市へ要望内容を伝えます。 

 

（4）内成公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 由布市と内成の境に、別府唯一の石橋がある。その石橋が由布市側で破損している部分

があり、その補修はできないか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 執行部（行政）に、ご要望として伝えます。 

 

【建設部 都市整備課】 

 石橋のある箇所については、由布市が管理をしておりますので、由布市に伝えます。 

 

（5）内成公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 来春に挟間・別府線が開通することで交通量の増加が予想される。 

鳥越峠の道路に信号機を一つ設置してほしい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 執行部（行政）に、ご要望として伝えます。 

 

【企画部 危機管理課】 

別府警察署に確認しましたところ、信号機の設置については、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。なお、ご要望の内容については、別府警察署交通課へ伝えました。 

 

（6）内成公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 古賀原と鳥越峠の間の道路が整備されていない。数年前に市にも要望したが整備が実現

されない。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 執行部（行政）に、ご要望として伝えます。 
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【建設部 都市整備課】 

 道路整備は完了していますが、一部路肩に土砂等が堆積している箇所等がありますので、

早急に対応いたします。 

 

（7）内成公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 古賀原から石城寺までの道路は観光客がよく通行するが、舗装の劣化が早い。 

 また、道路側面の側溝が詰まりやすい状況だ。（石などが詰まる） 

 

（議会としての考え方または回答） 

 執行部（行政）に伝えます。 

 

【建設部 道路河川課】 

 舗装の劣化については、今後もパトロール等を実施し、発見した危険箇所について補修

を行います。また、側溝の詰まりについては、側溝清掃を行なっています。 

 

（8）古賀原公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 挟間町から浜脇に抜ける県道（別府挟間線）は何時開通するのか。 

  

（議会としての考え方または回答） 

 開通時期は、市の道路河川課を通じて県に確認のうえでご連絡いたします。 

 

【建設部 都市整備課】 

 平成２８年３月末に開通予定と大分県から伺っています。 

 

（9）古賀原公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 ボートピア（競艇）ができることにより、交通量が増えると予想される。 

 横断歩道や信号機がない為、交通安全対策が不安だ。 

市の考えはどうなっているのか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 南部地区の協議会が近く開かれると聞いています。 

 そこでの議論の後に、市の考えが出でくると認識しています。 

 予測の段階において、信号機などの設置は難しいと認識していますが、執行部（市）を

通じて、県に伝えます。 
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【企画部 危機管理課】 

別府警察署に確認しましたところ、信号や横断歩道の設置につきましては、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。 

 なお、ご要望の内容については、別府警察署交通課へ伝えました。 

 

（10）古賀原公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 救急車が入れない道(急傾斜・段差)がある。 

 ２世帯ほどだが、入り口だけでも何とかしてほしい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 要望として、執行部(行政)にお伝えします。 

 

【建設部 道路河川課】 

 自治会から詳細な要望内容を聞き、地元の意見等参考に今後の対応を協議したいと考え

ています。 

 

（11）椿公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 中山間地域の市道は、路面がむき出し（未舗装）や、がけ崩れで壊れた箇所がある。 

未整備の市道もある。 

幅員が極端に狭い道路もある。 

また、集落内の市道と県道の間の道（離道）が痛んでいるものが多くある。  

長年に渡り舗装が中断している道路（市道）もある。 

随時整備を行ってもらいたい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 執行部（行政）に確認のうえ、報告します。 

 

【建設部 道路河川課・都市整備課】 

 自治会から詳細な要望内容を聞き、地元の意見等参考に今後の対応を協議したいと考え

ています。 

 

（12）椿公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 東山小中学校の周辺の草刈が大変な状況だ。 

 通学路である鳥居から小中学校までの路肩の草刈も行っている。（草が伸びると交通安全
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上危険・距離も長い） 

 集落や父兄（ＰＴＡ）等で維持管理を行ってはいるが、良い知恵があれば教えてほしい。 

 現状も確認してほしい。 

  

（議会としての考え方または回答） 

 執行部（行政）より確認をして、ご報告します。 

 

【建設部 道路河川課】 

 日頃より、草刈りなどご協力いただきありがとうございます。 

別府市でも学校や地元の方からの要望を受け、鳥居から東山小中学校までの草刈りを行

っています。今後、鳥居から学校までの歩道の整備を実施する予定ですのでご協力をお願

いいたします。 

 

（13）山の口公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

県道において、道幅が狭く、離合するときなど非常に怖い所がある。 

大分県の管轄ではあるが、別府市からも改善を要望してほしい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

ご要望として、執行部（行政）に伝えます。 

 

【建設部 都市整備課】 

 道路管理者の大分県へご要望を伝えます。 

 

（14）城島公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

水路の蓋がセメントで重たくて開け閉めが出来ない。 

人力でも動かせる蓋に変えていただきたい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

自治会長を通じて、行政にご要望ください。 

 

【建設部 道路河川課】 

 ご要望を受け、改善いたしました。 

 

（15）城島公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

東山小中学校は校区外からでも希望すれは入学することもできる。 



29 

 

今では地元の生徒より校区外から通学する生徒のほうが多い。 

一方で、鳥居から小中学校間の道路が暗くて歩道もない。 

危険だという理由で入学を断念する方もいると聞いている。 

通学路以外にも、散策道（オルレ）として活用もできるので、歩道整備を実施してほし

い。（平成１４年に整備するとの話もあったと聞いている。） 

 

（議会としての考え方または回答） 

ご要望として、執行部（行政）に伝えます。 

 

【建設部 都市整備課】 

 平成２６年度より事業を実施しており、順次整備を進めていきます。 

 

（16）枝郷公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 市道の維持で、陳情してもよくしてくれない。 

公民館から奥や、おじかから隠山に抜ける道などだ。 

特に公民館から奥は、おじかに来た生徒のオリエンテーリングのコースにもなっており、

その生徒と車が接触しそうなほど狭い。 

 

（議会としての考え方または回答） 

ご要望として、執行部（行政）に伝えます。 

 

【建設部 道路河川課】 

 自治会から詳細なご要望内容を聞き、地元の意見等参考に今後の対応を協議したいと考

えています。 

 

（17）枝郷公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 街路樹がないところに花などを植えてよいか。 

また、現在３年に１回くらいの街路樹の剪定を増やして、落ち葉などの管理をきちんと

してもらいたい。 

原点に帰って考えると、山の道路に街路樹は必要ないと思う。 

 

（議会としての考え方または回答） 

ご要望として、執行部（行政）に伝えます。 

 

【建設部 道路河川課】 

 街路樹の植栽につきましては、場所等を確認し自治会とも協議します。街路樹の剪定等

は今後適切な維持管理に努めたいと考えています。 
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（18）天間公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 大雨（台風等）の時に、国道から水が流れて市道に流れ込む。 

 国（県）や市に訴えても、所管が異なるという理由で長い間解決しなかった。（現在は解

決済み） 

 行政同士でスムーズな解決方法がないか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 市を窓口にすることで、効率的な話ができると思います。 

 

（19）天間公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 国道の路面が古くなり、段差ができている。 

 大きいダンプカーが通る時に大きな音が出る。（横断歩道の箇所と思う。） 

 また、市道の危険箇所がある。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 ご要望として、承ります。 

 

【建設部 道路河川課】 

段差により大きな音が出る箇所については、大分県が舗装の補修工事を行っており対応

済みです。 

 その他の危険な箇所については、自治会から詳細なご要望内容を聞き優先順位を付け、

地元のご意見等参考に今後の対応を協議したいと考えています。 

 

（20）天間公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 「オオコウノ」と「コテブキ」の市道の舗装が傷んでいる。（４０～５０年補修無し） 

 小さな所に目を向けてほしい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 ご要望として、承ります。 

 

【建設部 道路河川課】 

 市道の舗装につきましては、一部補修を行っており対応済みですが、他の危険な箇所や、

改善などのご要望は、自治会から詳細な内容を聞き、地元のご意見等参考に今後の対応を

協議したいと考えています。 
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（21）北部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 海浜砂湯から地獄めぐりなどに行くには交通の便がわるい。 

小さなマイクロバスなどで運航すれば、もっと観光施設の周遊性が向上するものと考え

る。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 ご意見として、執行部（行政）に伝えます。 

 

【企画部 政策推進課】 

ご意見として、バス事業者に伝えます。 

 

【ONSEN ツーリズム部 観光課】 

海浜砂湯と地獄めぐりを周遊する経路をマイクロバスであっても運行することができれ

ば観光客の利便性は向上すると思われますが、現在、砂湯前から鉄輪を経由する路線バス

が概ね１時間に２便運行しているようですので、こちらの御利用も可能であると思われま

す。 

 

（22）朝日大平山地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 原の交差点から坊主地獄までの市道拡張の要望を出しているが進んでいない。 

 議会としてもこの問題に取り組んでもらいたい。  

 

（議会としての考え方または回答） 

 前市長（浜田市長）との「語る会」や前年（平成２６年度）の「対話集会」でもこの問

題は出ています。 

 長年の地域の方々の要望だと認識しています。 

 今年（平成２７年度）、９月から測量及び設計が実施されるものと理解していますが、一

度で全ての改善は無理だと思います。 

段階的に改善されるものと考えています。 

 

（23）朝日大平山地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 見返り温泉の通りの側溝がきれいになった。 

 ありがたいことと感謝している。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 執行部（行政）に、ご発言があったことを伝えます。 
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（24）西部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 街づくりの基本は、「道路」だと考える。 

 別府市の道路計画の長期ビジョンが見えてこない。（災害対策も踏まえて） 

 鶴見町などは、狭い道路が多い。  

 

（議会としての考え方または回答） 

 執行部（行政）において、道路計画はあります。 

 また、地元説明会も実施しています。 

 計画はありますが、財政の問題、住民との合意などの問題もあり、長期的な事業になる

ことをご理解願います。 

 

【建設部 都市整備課】 

 都市計画道路の整備は、大分県施工を含めて４路線で事業を実施中であります。その他

の路線についても、優先度に応じて整備を検討していきたいと考えます。 

 

（25）西部地区公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 板地町の県道拡幅工事が進んでいない。 

 地元も県に要望していくが、議会としても応援をしてほしい。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 平成２９年度（平成３０年３月）に工事が終了すると認識しています。 

 執行部（行政）に確認のうえ、ご報告いたします。 

 

【建設部 都市整備課】 

 大分県に確認したところ、平成２９年度（平成３０年３月）に完成予定と伺っておりま

す。 
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８）環境対策関連 

 

（1）内成公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 別府の中で、所有者が一緒にも関わらず、太陽光開発を二つの会社に分けて行っている

土地がある。 

会社を分けることによって広さが各土地とも狭くなるため、基準により小規模の開発で

済むこととなる。 

これに対して納得がいかない。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 ご意見として、執行部（行政）に伝えます。 

 

【生活環境部 環境課】 

ご指摘の点につきましては、同一事業とみなされたことにより事業者側が当初計画から

メガソーラーの開発規模を縮小・変更したとの話をお聞きしている状況です。 

 

（2）古賀原公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 内成から古賀原地区にかけて、メガソーラーができると挟間町の友人から聞いた。 

 大規模だと聞いている。 

 今後、自然エネルギーの促進は、必要と考えているが森林伐採に伴う水問題など環境と

エネルギー施策に対する議会の考えを聞きたい。  

 

（議会としての考え方または回答） 

 メガソーラーの建設については、執行部（行政）に確認し、報告します。 

 

【生活環境部 環境課】 

内成のメガソーラーの造成面積は当初計画から変更され２９．６ヘクタールと規模縮小

されています。また、「今後は森林法による林地開発許可の申請を行う予定」と聞いており、

「地元自治会との協定書の変更も含め、地元からのご要望等を聞きながら対応していく」

との回答をいただいています。 

 

（3）枝郷公民館 

 

（具体的な意見や質問） 

 志高ユートピアのメガソーラーの件はどうなっているのか。 

業者から自治会に説明があるといっていたが、まだないので自治会としても実態が分か

らず、どう対応するかも決まっていない。 
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許可を出すところはどこなのか。 

 

（議会としての考え方または回答） 

 議会として、この件は初めて聴きました。 

執行部（行政）に確認し、報告します。 

 

【生活環境部 環境課】 

計画内容により許可先が異なります。以前に計画の概要をお聞きしていますが、現在ま

で事業計画が提示されていない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




