
移動市役所議事録【北浦中学校区（９月２７日（木）開催）第１部】 

質  問 市長の回答 対応状況 

【野口記念館について】 

延岡発祥で一番有名なものは旭化成と

答えたい。今度野口記念館が新しくなる

が、通称は野口記念館でもいいと思うが、

正式には旭化成野口遵記念館としてほし

い。野口遵翁が行ったベンチャーな内容を

展示し、全国で化学を志す者の聖地として

ほしい。市長が挨拶で述べた、台湾の修学

旅行の見学コースにぜひ入れていただき

たい。落成の際は、旭化成を延岡市の産業

遺産に指定してほしい。延岡市の成り立ち

を検証していただきたい。 

新しい野口記念館の名前は、野口遵記念館にしよ

うという話になっている。旭化成を付けることには

なっていない。関係者のご意見も聞いてみたい。野

口遵翁の功績を伝えるものは造らず、市民の皆さん

が使うホールに使ってほしいというのが旭化成の

意向。しかし、野口遵翁の功績を伝えるものも入れ

ないと意味がない。子どもが科学実験をして技術を

鑑賞できるような多目的に使えるスペースも確保

する考えがある。野口遵翁がやってきたことや、旭

化成は世界にないものを作っていると発信してい

く必要がある。ご意見は参考にさせていただく。 

 

これまで、ワークショップやシンポジウム

なども開催して、市民の皆様のご意見をお聴

きしながら、野口遵記念館の建設を進めてい

ます。いただいたご意見も可能な限り、反映

しながら、引き続き設計作業を進めてまいり

ます。 

 

【野口遵記念館建設室】 

○№358「野口遵記念館建設事業」【継続・拡

充】（H31 年度予算：291,252 千円） 

【野口記念館について】 

「旭化成」をネット検索したときに、

野口遵記念館が結果にでるようにして

ほしい。それだけでアクセスが全然違う

と思う。 

ご意見として伺う。 どのような対応できるか検討してまいりま

す。 

【一次産業体験プログラムについて】 

地元の中学校を中心に農業、林業、漁

業の体験学習をさせ、農家や漁師になる

きっかけになるようなプログラムを作

ってほしい。 

子どもたちに体験させることは重要。ＪＡがいろ

いろやっている。力を合わせて、学校を巻き込んで

さらに工夫して取組んでいく。 

 

今後共、JA と連携して、また農家のご協力

をいただきながら、子供たちの体験の機会を

増やしていく方向で取り組んでいきたいと考

えています。 
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【合衆国構想について】 

 合意形成はどうするのか。総合支所長

が中心となるのか。区長が集まって決定

するのか。考えをお聞きしたい。 

 

私が掲げている合衆国は、広い意味では延岡市と

いう枠組みはひとつ。その中で特色を活かすことや

地域の方の声にすぐ動けるようにする。補助金につ

いても一律ではなく、条件や金額を地域に応じて増

減することを考えている。仕事の進め方は道路を修

復することなどは支所長の決裁ですぐ動けるよう

にする。このようなイメージを持っている。実は合

併した旧３町は制度上、今でも過疎対策が使える。

旧３町は市街地でできないことができる。例えば学

校の跡地の活用などを考えていく。まずは個別事業

の中で取り組んでいくことで合衆国になる。 

平成 31 年度予算において、道路の改修や管

理等の関連予算を1億8千万円増額するほか、

3 町それぞれの地域進行プラン策定やプラン

策定に先行して北浦地域で行う体験型観光プ

ランづくりなどの予算も計上しました。また、

各支所が即断即決できるような事務決裁の簡

素化なども行ってまいります。なお、地域進

行プランは地域の皆様のご意見をお聴きしな

がら策定していく考えであります。 

【経営政策課】 

○「延岡合衆国地域振興プラン策定事業」【新】

（H31 年度予算：1,684 千円） 

【公共工事について】 

 小学校の壁が落ちていたりする。ずさ

んな工事をしている。工事には地元の業

者をお願いしてほしい。地元業者だと責

任をもって施工するので、クオリティが

保たれる。トラブル時にはすぐに対応で

きる。 

地元業者に発注していくことを基本に考えてい

る。ある程度の規模建物になるとＡランクの業者で

入札することもある。北浦地区でも旧延岡市内の業

者でなければできないこともある。事業費でそうな

らない限り、地元の業者で対応していく。 

地元企業への発注を基本として今後も取り

組んでいきます。 

【サッカー場等へのベンチ設置】 

 サッカー場に人が来るようになった

が、ベンチがない。老人会でもグランド

ゴルフをするので、ベンチがほしい。  

公平性もあるので、すぐに設置することはできな

いが、少しずつ設置していくやり方もあるので、検

討する。 

現地を確認しましたが、サッカー場の中には

ベンチは設置できませんのでご理解をお願い

します。今後とも皆様の利便性には常に留意

していきます。 
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【危険個所の安全対策】 

海に低い塀があり子供が登る。管理者

の港湾に言ったが、予算がないのでフェ

ンスは高くしてもらえない。注意書きし

てもらったが、まだ子供が登るので考え

てもらいたい。 

場所を確認して、県に地元からフェンス設置の要

望が上がっていることも確認してみて、問題提起も

していく。 

ご指摘の所は県管理箇所ですので、早速県北部港湾

事務所に要望内容を伝えました。 

県港湾事務所としては既設フェンスの嵩上げは構造

上できないため、注意看板を設置し注意喚起している

が、登り易くなっている部分からの侵入防止等につい

ては対策を検討したいとの回答を得ました。今後、市

としても引き続き注視してまいります。 

【北浦臨海パークのトイレ案内について】 

 長距離トラックの運転手が臨海パー

クのトイレの壁に用を足している。大分

県はトイレの案内がある。延岡市側は案

内がない。 

駐車場のことも含めて、どんな案内にすればよい

か、どんなやり方があるか考える。 

トイレの場所を示す案内看板などを増やす

必要がありますので、臨海パーク側と引き続

き協議していきます。 

【信号機の設置について】 

 佐藤食堂のところに信号をつけてほ

しい。 

信号機は県警になる。県の交通関係の幹部と近い

うちに会うので、どうなのか聞いてみる。 

北浦地区区長会で同様の要望が挙がったため、

事務局である地域振興課で要望内容を取りまとめ

北浦地区区長会長名で延岡警察署長宛に要望書を

提出しました。警察署担当者からは、県内に相当

数の設置要望箇所があるため、安全施設の整備状

況や事故の発生件数などを考慮し緊急性のある箇

所から随時整備するとのことで、今回の要望箇所

（佐藤食堂前）については緊急性が低いため早急

な整備は困難との回答を得ました。 

しかしながら、市としては、引き続き県警に対

し、要請を行ってまいります。 
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【効果的な事業の実施】 

 まちづくりミーティングで 1,000 万

円以上の税金を使うときは市民に公開

するといっていたが、ぜひ実行してほし

い。東京ガールズコレクションでは 45

億円もの税金が投入されたと聞いたが、

経済効果はあったのか。増え続ける高齢

者、社会保障費、人口減少、減少するば

かりの税収。エンクロスに１億３千万円

もの維持管理費。費用対効果は望めな

い。子育て支援。移住定住、ふるさと納

税も頑張ってほしい。 

東京ガールズコレクションは 4 億 5 千万だった

と思うが、いろんな事業についても、ものが完成し

てから維持管理を市民が知るのは絶対いけない。条

例を制定して一定の金額以上は今後必ず公表して

ご意見を聞いて実施していく。今制度構築に向けて

取り組んでいる。野口遵記念館についても事業費が

固まったらもう一度意見を聞こうと思っている。税

金を納めたら良い街になることを実感できる延岡

市にしなければならない。 

平成 31 年度予算において、有識者等による

検討の場などを設けながら、例えば一定金額

以上の大規模な事業を行う際に案の段階から

その事業内容や後年度維持管理県費見込額等

を公表し、市民の皆様からご意見をお聴きす

ることなどを制度化するため、新たに条例の

制定に向けた検討を行うことにしています。 

 

【経営政策課】 

○「さらなる情報公開・市民参加条例検討事

業」【新規】（H31 年度予算：424 千円） 

【観光について】 

 宮野浦には 200 年続くお大師様があ

る。観光地になると思う。市長に来年お

大師様に来てもらって地区民に励まし

の言葉がほしい。 

 ぜひ行かせていただきたい。お接待の歴史がしっ

かりと息づいている。積極的にＰＲし、一 

緒に考えていく。 

平成 31 年４月 28 日、参加させていただき

ました。 

【エンクロスについて】 

 エンクロスの１億３千万円について

は、細かい人件費なども入っている。た

だ数字だけが一人歩きしているのがい

けないと思う。 

 

エンクロスの１億３千万円の内、3 千 5 百万円は光熱水

費。1 億円がそれ以外になる。1 億円はＣＣＣに払う。うち

7 割は人件費。9 月から費用対効果を検証している。来館者

だけでなく、周辺の商店でどれくらいの動きがあるのかな

いのかなど。来年度も同じように人件費を組む必要がある

のかなど、絶えず検証していく。  

エンクロスの指定管理業務について、一つ

一つ業務内容やその実施方法等について検討

を行い、最少の経費で最大の効果を上げるた

めに見直すべき点は何かなどについて、指定

管理者と引き続き協議を行っていきます。 
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【県の生活援助事業の廃止について】 

 数年前まで県の生活援助事業（健康じ

ゃないけど介護保険には入れない人の

独特の制度）があったが、それがなくな

り、北浦町では弱者が本当に困ってい

る。北浦町独特のもので合衆国づくりの

中に入れ込んでほしい。 

どのような理由で廃止されたか経緯を確認する。要介護にならな

いよう、従来の地域支援事業を各市町村が独自に事業を組むように

なっている。地域支援事業の在り方についても検討していく必要が

ある。現在のところ地域支援事業に切り替わっているが、やってい

ることは従来と一緒。デイサービスセンターに引き続きお願いして

いる。狙いとしては、介護保険を使いながら、健康を悪化させない

ためにどう組み立てるかになる。廃止した意義と理由を再度検証す

る。  

ご指摘の「軽度生活援助事業」は市の単独

事業として平成 28 年度まで行ってきました

が、平成 29 年度に廃止されています。 

 今後、介護保険事業ではカバーできない分

野について、どのような対応を行っていくべ

きか、地域の皆様方の取組みとの連携のあり

方も含め、検討してまいります。 

【ヘルストピア】 

 ヘルストピアに北浦町の高齢者が行

けないのでどうにかしてほしいと言っ

たら、市長は私が当選したら頑張ります

と言っていた。改修工事が終わった 4 月

以降に週 1 回でもヘルストピアのバス

を周回させてほしい。バスの大きさも小

型車にして送迎してほしい。 

 ヘルストピアだけでなく、バス路線全体を充実していきたい。６

月議会に補正予算として計画するための調査費を計上した。皆さん

のところにアンケートが届くと思うが、ご理解ご協力をお願いした

い。過疎地域は旧延岡市と違って様々な制度のプラスがある。三北

の場合だと過疎地域なので、人と荷物を一緒に運ぶことができるバ

スを運行することができる。客貨混載になることで本数を増やすこ

とができる。まずバス停まで行きやすくして利用者を増やし、採算

を取れるようにして本数を増やしていく。市内の 5 箇所で検証して

いきながら検討し改善していく。全ての地域に当てはまらないかも

しれないが、そういったことをイメージしている。ヘルストピアの

方もそのバスで繋がるようにしたい。またヘルストピアもご存じの

とおり 20 年以上経過していますが、もっと利用してもらうために

内部を改装して、館内の余ったスペースの構造を変えていき、様々

な意味で取り組んでいく。  

ヘルストピアについては、平成 30 年度から

今後の在り方について有識者等による検討会

も行いながら検討していく考えですので、そ

の者でバスのあり方についても検討していき

ます。また、バス交通の充実についても、平

成31年4月に新たに交通政策課を設けて本格

的に検討していきますので、その中で北浦町

でのバス等のあり方も検討してまいります。 

【交通政策課】 

○「地域住民連携型有償運送構築事業」【新規】

（H31 年度予算：14,018 円） 

 

 


