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１．日    時  平成２６年９月１６日（水）     １３時３３分開会 

                           １４時４４分閉会 

 

２．場    所  第２委員会室 

 

３．出 席 委 員  野畑直委員長，松元薫久副委員長，石澤正彰委員， 

竹原恵美委員，濵﨑國治委員，大田重男委員， 

鳥飼光明委員，中面幸人委員 

 

４．事務局職員  議事係 寺地 英兼 

 

５．説  明  員  ・都市建設課 

          課   長  西園 善信  課長補佐 冨吉 良次 

          課長補佐 松田 高明  係   長  下澤 克宏 

           

６．会議に付した事件 

 

     ・所管調査事項 

⑴  交 流 人 口 増 加 対 策 に つ い て （ 番 所 丘 公 園 の 利 用 状 況 に つ い

て） 

 

８．議事の経過概要 

 

          別紙のとおり 
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産業厚生委員会 ９／１６（水）          開会  １３時３３分 

 

審査の経過概要 

 

産業厚生委員長（野畑直委員） 

ただいまから、番所丘公園の利用状況について都市建設課への調査を行い

たいと思います。この件については、平成２５年第３回定例会にて審議され

た議案第５７号阿久根市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、

１年後に実績等を踏まえて再度議論してみたらどうかとの意見が出されたこ

とから、所管事務調査の一つである交流人口増加対策として調査するもので

あります。それでは、この件について各委員より質疑等ございませんか。 

石澤正彰委員 

前課長、飛松課長のときにこのグラウンドゴルフの正式な認定コースがで

きたんですけどね、当初と比べて約１年ですかね、利用状況を聞かせてくだ

さい。 

西園都市建設課長 

番所丘公園のグラウンドゴルフの開園から１年の利用状況ということでよ

ろしいでしょうか。 

 ［「はい」と発言する者あり］ 

グラウンドゴルフ場の平成２５年１０月開園から本年９月の１３日までの

１年間の利用者数は、４，４８３名になります。内訳としまして、大人が４，

３９３名、小中高生が９０名となっています。月平均しますと３７４名の利

用となります。 

 ［発言するものあり］ 

全体が４，４８３名、内訳大人４，３９３名、中高生が９０名、月に平均

しますと３７４名となります。 

石澤正彰委員 

今、課長が言われたのはですね、グラウンドゴルフ場ですね。 

西園都市建設課長 

はい、そうです。 

大田重男委員 

１年間続いてですね、収支決算ですね、そういった今どんな感じですかね。

例えば、今１００円とってるんですよね、例えば、いろんな管理なんかでお

金が確かに必要だと思うんです。だから、それを計算した場合ですね、どう

いった状況なのか、ちょっと教えてもらえんですか。 

西園都市建設課長 

利用料金の関係と、経費の関係ということで二つに分けて御報告します。

利用料金は平成２５年１０月会場から、本年９月の１３日までの１年間で４

０万３，６２０円、４０万３，６２０円が収入となっています。内訳といた

しまして、大人が３９万９，１２０円、小中高生が４，５００円となってい

ます。以上です。それから、１年間の管理のほうですけども、管理状況につ

いては、１年間が経過しようとしていますが、管理日数が年間で３４日間と

なっております。月に１回から５回として芝刈り、除草、樹木の剪定、病虫
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害駆除、施肥、エアレーション等が主な管理となります。管理費につきまし

ては、１年間で約３２万１千円でありました。内訳としまして、芝刈機、草

苅機等の燃料費が約２万、施肥が約２万、病虫害駆除が約３万、目土、砂、

これが５千円、消耗品代が２万５千円、作業員の人件費が２２万１千となっ

ています。以上です。 

大田重男委員 

芝刈機の機械があったですよね、芝刈機の機械、あれ幾らだったですかね、

わかりますか。 

西園都市建設課長 

値段は今手持ちに、持ってきてないところです。 

 ［大田重男委員「大体の数字でいいんだけど、後で教えてください」と発

言］ 

大田重男委員 

あの機械も確か高かったと思うんですよ。だから、そういったものを含め

てまたいろんな修理とか出てくると思うんです。だから、そうした場合は、

やっぱり今課長から説明をもらったんですけど、何とか今の状況ではとんと

んかなという私は考えるんですけどね。 

西園都市建設課長 

管理費につきまして、昨年１０月１日から開場しまして、芝植えたんです

が、当初は植えつけはなですので、あまり触ってはいけないということで、

管理のほうが控えてあったということを聞いております。そうすると、今年

２年目になりますので、それについては約１．６倍ぐらい経費がかさんでく

るんじゃないかなということで、推定しますと今約３０万ですけども、５０

万くらいになるんじゃないかなというふうに聞いておるところです。 

 ［大田重男委員「わかりました」と発言］ 

産業厚生委員長（野畑直委員） 

ほかに。 

濵﨑國治委員 

利用料金について先ほどありましたけれども、当初、専用認定のグラウン

ドゴルフ場を設置したときの当初予想といいますか、当初予想はどうだった

んですか。当初予想との差というのは。当初予定していたより、人員が例え

ば多かった、あるいは、金額が多かった、当初予想よりもちょっと少なかっ

たとかですね、そういうのを当初計画と比較して実際はどうだったかですね、

その辺を聞かせてください。 

西園都市建設課長 

利用状況につきましては、当初計画というのはちょっと手元に資料がない

んですけども、１コース８ホールということで１回で、５人で８グループか

な、そういう形が利用できるというふうに聞いておりました。管理費につき

ましては、８０万から１００万ぐらいかかるんじゃないかなという話を聞い

ておりました。その内訳につきましては、若干ちょっとわからないところが

ありましたけども。以上です。 

濵﨑國治委員 

確かですね、この設置するとき、この利用料金を決めたのは収入がどれく
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らい見込まれて、経費がどれくらいだということでお話があったと思うんで

すが、今私も資料を持たないものですから、その資料はないですか。 

西園都市建設課長 

昨年度の委員会の中で前課長のほうが、管理費は１万２千人の利用があれ

ば大体、１万２千人のぐらいが利用すれば、ちょうど維持費と８０万から１

００万ですかね、その中で入るんじゃないかなというふうな報告がされてい

るのは見ました。 

濵﨑國治委員 

今、当初が１万２千人の利用予定で計画したということで、今回ですね、

４，４８３人ということで約３分の１の利用しかないんですが、その辺の原

因というのをどういうふうにお考えですか。例えば、見積もりが甘かったと

か、あるいは、あまり魅力がなくて利用がされなかったとか、あるいは料金

がちょっとどうだったとかそういのが考えられると思うんですが、その辺は

いかがですか。３分の１の利用がとどまったというのの理由をどうお考えか

お聞かせください。 

西園都市建設課長 

松田補佐のほうに。 

松田課長補佐 

今言われた原因というのが、なかなか単価でも１回当たり１００円の単価

でそれが非常に高いという方もいらっしゃると思います。それともう１点が

ですね、手前のほうのグラウンドというのが自分たちで持ってきて、無料で

できるというところでですね、そちらほうが結構長く自分たちの使う時間で

ですね、使われるというのも一つは原因であったりとか、当然、市民会館の

広場とかですね、そういったところで利用される方もいらっしゃるというの

があるんですが、聞くところによっては１回１００というのは確かに高いと

いう意見もあるのも事実だと思います。そのあたりの原因というのがなかな

か、いろんなグラウンドゴルフですね方々に聞いてですね、意見を確認した

りとかいうのは今後はですね対応したいというふうに考えているところです。 

濵﨑國治委員 

利用人数の予想がちょっと過大だったという考えはお持ちではないですか。 

西園都市建設課長 

この１年を通してみて、雨等も多かった分もあると思うんですけども、１

万２千人というのは、過大的なものもあったというふうに思います。 

濵﨑國治委員 

１万２千人利用すればですね、大体１２０万ぐらいありますよね、そいか

らすれば、経費的に初年度だから経費が抑えられた、芝刈りの回数が少ない

ということになって経費が抑えられたというのも引いても、それだけ利用が

あったら収支は完全に整うんじゃないかなという気もするんですが、ただ、

利用が過大であったとすれば、なかなか厳しいのかなという気もするんです

けども、その辺のお考えはいかかですか。 

西園都市建設課長 

利用者の傾向としまして、公園に市外から遊びにいらっしゃった方は、ほ

かの有料施設と同じく１００円で道具を借りてゲームができるというそうい
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う一環で利用されますので、まず、そういう市外からのお客さんを呼ぶよう

なイベントをするという形と、それから、市内においての各クラブの方がい

らっしゃるんですが、そこの利用をどういうふうに図っていくかということ

になってくるのかなと思っているところです。それで、多目的広場とお祭り

広場を使われる方も結構いらっしゃるという、聞いております。その方がど

ういう形で認定のコースをですね使われるか、そこら辺をまた今後研究して、

その方が利用できるような形でとっていくというか、そういう方向をちょっ

と検討しないといけないのかなと思っているところです。 

濵﨑國治委員 

今多目的広場とかあるいはお祭り広場が無料だから向こうを使われる方も

多いんじゃないかなという話しもありましたが、ということは認定コースの

ほうがちょっと高いから、ほかの無料のところを使ったほうがいいんじゃな

いかなという、それに結びつくような気もするんですけども、そこはどうお

考えですか。 

西園都市建設課長 

松田補佐に。 

松田課長補佐 

今の御質問なんですが、利用状況については、グラウンドゴルフが１００

円ということなんですが、その他グラウンドゴルフだけじゃなくて、ゴーカ

ート、電気自動車、ローラースケート、パターゴルフ、このあたりについて

は料金を取っておりますので、そのあたりとの整合性というのは、単価につ

いてはですね、確かに調整しなければならない部分ではないかなというふう

に考えていますけど、グラウンドゴルフについてそのあたりが高いか安いか

というのは、なかなか今の段階ではですね、判断が難しいんじゃないなとい

うことで考えているところです。 

濵﨑國治委員 

私がお尋ねしたのは、多目的広場とか認定のコースを使わずに、多目的広

場とかあるいはお祭り広場等でも利用が多いという話をお聞きしましたので、

そうでしたら認定コースがあるいは高いからそういうところを利用されたん

じゃないかなというふうに私は思えてならないんですが、その辺をどうお考

えですかという（聴取不能）。他の乗り物とかですね、その整合性ではなく

て、グラウンドゴルフ自体で市にいらした人が認定コースを控えて、そうい

うお祭り広場、多目的広場を使われるとすれば、あるいは高いからとかです

ね、そういう思いがあってそういうふうにされたのかなというふうにちょっ

と私は思えたもんですからちょっとその辺をもう１回お聞きしたかったんで

す。 

西園都市建設課長 

そういうところもあったかとは思います。はい。それで、ここ１年今おっ

しゃるような実績が出てきましたので、やはり、これを基にしてですね、再

度検討というか、中身を精査してですね、そこら辺の判断をまたさしていた

だきたいなというふうに思っているところであります。 

産業厚生委員長（野畑直委員） 

今、把握されていないということでいいわけですね、その利用者が高いか
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らとか、そういうことでいいですか。 

 ［濵﨑國治委員「委員長、私はその次に入ろうと思います」と発言］ 

産業厚生委員長（野畑直委員） 

ごめんなさい。 

濵﨑國治委員 

そういうことであればですね、利用料金についてグラウンドゴルフ協会と

か利用者の方から意見を聞かれ、要望とか、これはちったたっかせんかとか、

こや適当だとかですね、そういう意見を聞かれたですか。そういう要望があ

ったですかね。 

松田課長補佐 

委託をしている水泳振興会等でですね、アンケートをとっているわけなん

ですが、これはグラウンドゴルフだけじゃなくてですね、今番所丘の全ての

部分についてですね、料金等についても話がある中で、市外の方が、１００

名アンケートをとってる中でですね、市外の方が約３０パーセント、市内の

方が約７０パーセントということであるわけなんですが、その中でですね、

グラウンドゴルフ、よそから来られる方については１００円で１回遊べばい

いということで、料金的にはそんなに高くないということ等あって、景色も

よくてということもあってですね、非常に楽しかったということがですね、

意見が多かった部分であります。また、高いという方についてはですね、こ

の方も市外から来られたんですが、１回について１００円は高いと言ってせ

ずに帰られたという方もいらっしゃいます。そのあたりを含めてですね、な

かなか判断が難しい部分はあると思うんですが、先ほど濵﨑委員が言われた

近くの、どうしても、公認コースであればそれなりのすばらしいコースがあ

ってですね、いろんな大会に出られる方については、それを目標に出る方が

いらっしゃると思うんですが、人間が多くなったりとか、安い、お金を出し

てでもしない方についてはですね、手前の広場であったりとかいうのはされ

るんじゃないかなということでですね、そのあたり非常にいろんな意見があ

るのも事実ですので、このあたりについては先ほど課長が述べたようにです

ね、いろいろまた委託先、業者ともですね、確認しながら、あるいはグラウ

ンド協会等ですね、そのあたりの方々にもですね、アンケートをとったりと

か、意見をですね聞いたりして対応していかなければならないと思っている

ところであります。 

濵﨑國治委員 

グラウンドゴルフ協会の方々の意見は、聞かれたことはないですか。利用

料金についてですね。 

西園都市建設課長 

利用料金の意見については聞いたことはありません。 

濵﨑國治委員 

これだけですね、料金について実際話題になっとって、この委員会記録に

もありますとおり、１年後には何らかのアクションをせないかんなという状

況の中で、やはり、１年が経って、利用料金について協会の役員の方々には

やっぱりせめてやっぱり意見を聞くというのは必要じゃなかったかなと思い

ます。それは意見として。それから、利用料金だけじゃなくて、例えば、市
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内の方々については団体でいらっしゃると思うんですね、１０名２０名、そ

ういうときに予約が取れないから、どうしても時間的にプレーするのが難し

いような話しも聞くんですよね、何時にできるとなればそれに合わせてグル

ープ団体で行かれるんでしょうけども、何か話しに聞いたら団体の場合、予

約が指定ができないような話も聞いたんで、今できるようになっているんで

すかね。 

西園都市建設課長 

グラウンドゴルフ場の予約についてどうなっているかということですけど

も、予約は占有ではないことを前提に受付をやっていますということでした。

占有と、そこをずっと固定して使わすんじゃないですよということで大体の

予約という形ですね、しかし、予約をした場合、予約が占有でないのに団体

約５０名で５名の８ホールで使用されたら、占有ができないことになってる

のが、結果的には占有という状態になっているということであります。団体

が終了するまでは、一般の利用者については使用できないという状況である

ということと、結果としてなかなか現状では予約は難しいという、検討とい

う形で、ほかの市町村のですね、うちの場合は１コース８ホールですけども、

ほかに二つ、３コース、４コースとあれば占有、予約の分は設けてもいいん

ですけども、現在のところは１コースということが現状であるということで

あります。それと、あとほかの多目的広場とかお祭り広場での利用される方

については、一応、予約をとっているということ、それは、重ならないよう

な形で予約をとっているという状況であるということでした。 

濵﨑國治委員 

一つの利用が少なかったという背景には、利用料金もでしょうけど、予約

の問題もあると思いますよ。予約が取れないからあそこは予約をさせんもん

だから、いつになるかわからん。そいじゃ困っとじゃということでですね、

そういう話も聞くものですから、それは、今後もですね、やっぱり予約につ

いては、検討する価値があるんじゃないかなと思いますけど。 

 ［西園都市建設課長「わかりました」と発言］ 

石澤正彰委員 

濵﨑委員から意見がありましたように、私もですね、まず料金が高い、朝

のうったちが遅いというのを、これはほんと重々石澤さんゆてくんやん、朝

あれ８時半ぐらいからですか、すいません、答えていただけますか。 

西園都市建設課長 

有料公園施設については、４月１日から９月３０日までは、９時３０分か

ら６時までですね、９時３０分から６時まで、１０月１日から翌年３月３１

日までは、９時半から午後５時までという形になってるところです。 

石澤正彰委員 

８時半からていうのがありますよね、その時間もですね、要するに旗立て

てていうことになるもんやから、それこそさっき言いましたうったっが遅か

んなという意見でした。もうちょっと事前に管理者側がですね、早めに予約

やったら予約を受け付けたことについてはですね、例えば、極端な話しです

が、８時からプレーできるとか、そういう状況がつくれないんですかという

意見がありました。これも一つもんでいただきたいと思います。それと、料
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金の件ですが、多目的広場もしくはお祭り広場と併用して、大体試合とかそ

ういうことになれば、３ゲームおやりになることが多いんですけど、これは

私今申し上げたいのは、利用料金が高いということを言いたいんですけど、

要は陸上競技場で例えば練習するにしてもですね、６・７人、５・６人おれ

ば、大体３０円から４０円あればですね、利用料が足りるわけですね、だか

ら、そこら辺はどうですか課長。 

西園都市建設課長 

その利用料金を安く、その今の提案として３０円から４０円とそういう。 

石澤正彰委員 

ほかの陸上競技場、ソフトボール場で練習・試合をすればですね、その試

合というのはどっか業者さんが借りてやるわけですから問題ないですけど、

あるチームがそこで練習ということになれば、みんなで割り勘でやるわけで

すね、私はグラウンドゴルフの愛好者の一人ですから、３０円ないし４０円

で利用ができると、わざわざ認定コースまで行ってね、使わんでよかっじゃ

んかいやという意見が出ていますよということですが、それについて例えば、

我々は 初ですね、できるときに前飛松課長のときに１００円は高いという

意見を出したほうですから、せめてその半分にならないかということですが

どうですか。 

西園都市建設課長 

多目的広場とかそれからお祭り広場でするぶんについては、無料でありま

して、自分でかな、練習された方がちょっと自分の力を試してみようという

形で認定コースを回られるていう、そういう使い方とかですね、そういうの

もあるんじゃないかなと思いまして、まだ、その１００円が高いか安いかと

いうのは、今そういう１年間とおした上での内容がわかりましたので、これ

からまたそういうのを検討して判断していけたらというふうに思っていると

ころです。 

石澤正彰委員 

１年経って私が聞いている中ではですね、１００円は高いよという意見が

圧倒的に多いですよということを申し上げました。はい。 

産業厚生委員長（野畑直委員） 

ほかにもパターゴルフ場のことについてもありますので、休憩したいと思

います。 

 

 （休憩 １４：０１ ～ １４：１０） 

 

産業厚生委員長（野畑直委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開します。ほかに質疑はありませんか。 

中面幸人委員 

さっき休憩時間中に話をしたんだけど、例えば、公式、公認コースの場合、

ぜんぜん利用料金を取らないと、趣旨はわかりますよ、言わば、いろいろ管

理の経費がいるからつうこっで、ほかの地区もしているわけですけども、こ

れをするにあたってですよ、例えば、公認コースを使う場合は必ずやっぱり

利用料金をとりなさいというのがあるんですか。そういうふうになっている
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んですか。 

 ［複数人発言する者あり］ 

例えばほら、市の条例等でそういう料金設定なんかをしたりして、それぞ

れ自治体も値段も違うと思うんだけど、例えば、そういう公認コースの場合

は、そういう利用料金を取りなさいという、ほら、のがあれば別としてです

よ、例えば、このほら、公認コースをつくったというのは、（聴取不能）と

ことが出てるように、交流人口をふやして一つその中で、例えば、いろんな

よそからも来てもらって、そして、いろんな特産品等を買ってもらえるとい

う、そういうのも含めた中でですね、こういう始まったと思うんです。そし

てまた今度一つは、市民の健康増進の目的というのもあると思うんですよね、

だから、そういうことを考えたときにですよ、やはり、いま今後、今後はそ

ういう条例等変えていく場合にですね、そういうところも必要じゃないかな

と思っているもんだから、公認コースの場合は必ずとらないかんのかという

ことなんですが。 

西園都市建設課長 

前回、去年の９月の議会の中で、一部条例の改正をしたということであり

ますので、やはり、公認のグラウンドゴルフについては有料ということで、

有料を前提としてそういう提案がされたというふうに思っているんですけど

も、だから今の段階でその当初が有料にせないかんかったのかなというのは、

ちょっとわからないところかなと思っているところです。 

今、施設利用料金として決められている施設名がですね、ゴーカートこれ

が一人乗りが２１０円、二人乗りが３１０円、それから電気自動車が１回１

００円、そしてローラースケートが小学生以下が１００円、中高生が３１０

円、大人が５１０円、それからパターゴルフが小中高生が１６０円、それか

ら大人が２５０円、そして今さっきから話題となっていますグラウンドゴル

フが小中高生が５０円、大人が１００円という形で施設有料価格が提示され

ています。 

中面幸人委員 

例えばですね、今グラウンドゴルフとですよ、例えば、公園のほうのゴー

カートとか、ああいうのとちょっと私は考げ方が若干違うと思うんですよ私

は思っているんです。例えば、言わば、ゴーカートとかああいうのは遊びに

来て乗りますよね、そのグラウンドゴルフも遊びかもしれんけど、例えば、

そういうふうに目的としてやっぱり市民の健康増進であり、交流人口をふや

して地元の特産品振興につなげるというのもあるわけだから、そのためには

多くの方が利用してもらわないといけないわけですよ、そういう意味でもね、

やっぱり、もちろん、阿久根市内の市民は無料とか、例えば、よそから来た

人は有料とかいう方法もあると思うんですよ。だから、今後やっぱり、これ

をつくった目的というのを考げた上でのですね、やっぱい今後そういう料金

設定が大事ではないかなと思いますよね。 

西園都市建設課長 

交流人口をふやすということが前提ということが 初にあったということ

ですけども、元々あそこはグラウンドゴルフの施設であって、どうしても公

認でないという形の声が上がって、そして、公認にすれば非常にそのレベル
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が上がるから、いろんな方がその公認を利用して大会かれこれという形が開

催されるというような趣旨でしたので、都市建設課あるいは今指定管理者に

なっている日本水泳協会グッドスタッフですね、そこら辺がまたそういうグ

ラウンドゴルフのイベント関係をどんどん企画してですね、また、そういっ

たのがまた展開されれば利用がふえるのかなと思っているところです。 

石澤正彰委員 

これも濵﨑委員が言われてましたが、当初の計画がグラウンドゴルフに限

ってですけども、１万２千の都市建設課の予定であった。それが約３分の１

やと、また、例えば、今後ですね、半年なり１年をかけて精査する必要もな

いと思いますけど、課長はどうですか、私はもう 初から誤算やったんと違

うかなと思いますが。 

西園都市建設課長 

今、実績で公認のグラウンドゴルフ場を利用される方が４千幾らですね、

だから、あと多目的広場、お祭り広場の利用される方が約８千から９千人ぐ

らいいらっしゃいます。合わせれば１万２千ぐらいの利用人口があるのかな

というふうには思っているところです。そこら辺を、いまさっきいろいろと

意見が出ておりますけども、１００円の値段を高いか安いかというのを判断

して、その今のあと多目的広場、お祭り広場の方が利用されるようになって

くれば当初の計画になっていくのかなと思っているところです。以上です。 

石澤正彰委員 

当初の計画どおり私はグラウンドゴルフに限って言えば、ならないと思い

ますよ。さっきちょっと休憩中に委員長が言われてましたけどね、１回１０

０円という利用の仕方じゃなしに、例えば、団体が来たらですね、使用料幾

らという決め方のほうが今後はいいんじゃないかなと思いますけども、結局、

かかる費用とか年間の管理料とかいうことをひっくるめればですね、一概に

安くせいというのも暴論になるかもわかりませんが、私は当初から言ってま

すようにせいぜい５０円ぐらいにしたほうがいいんじゃないかなと思います

ので、意見だけを述べさせてもらいました。 

産業厚生委員長（野畑直委員） 

ほかに。 

松元薫久委員 

いろいろデータ的な説明を受けたんですが、委員の手元にある１年前の会

議録の締めの部分にですね、１年後にまた我々の産業厚生委員会で議論して

実績を見て、その条例の改正については議員提案でもしたらどうかという意

見ていうくくりになってるんですけども、今課長はじめ担当課の説明を聞く

限り、まだ利用改定の検討段階にも入ってないというふうに受け止めたんで

すが、今後ちょっとここできちっとしたお約束をいただかないと、我々も本

格的な検討に入らないといけないということになるんですけども、課長のほ

うから一言お願いしたいと思います。 

西園都市建設課長 

前回の委員会の中でも１年間経ってその実績を見ながらということが、ち

ゃんと明記されてますので、私としては今回のこの資料をもとにしてきょう

の委員会の皆様の意見を参考にしながら検討していきたいというふうに思っ
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ています。 

 ［松元薫久委員「了解」と発言］ 

産業厚生委員長（野畑直委員） 

ほかに。 

ちょっと、去年の１０月１日にですね、開場記念のセレモニーがあって川

内、阿久根、出水からも来たのかもしれませんけど大会があったと、その中

で阿久根の代表のチームが優勝して、そしてその優勝トロフィーをもらった

んだけども１週間後には回収に来たということで、何もその、何かそのレプ

リカかなんかもらえなかったんですかって言ったら、いや何もなくて返して

くださいと言って持って行ったということがあって、もう早くから言われて

たんですけども、こういう機会があると思ってきょうになったんですが、そ

の辺についてちょっと説明をしてください。 

西園都市建設課長 

私もこのごろその話を聞きまして、ちょっと普通そういうトロフィー関係

があったそれを受け取るときには、それに代わるものをやはりやるというの

が、かなというふうに思っているところです。そこら辺は、松田補佐にちょ

っと説明を。 

松田課長補佐 

今言われた１０月のちょうどオープンの大会ということで、計画されて実

際行われたわけなんですが、当時、予算的にですね、そういったトロフィー

とかそういった予算を実際組んでなかったということも聞いております。そ

の中でやはり大会をする時にですね、その辺りについては、 初でその辺り

の説明とかいうのをすべきじゃなかったかというふうに考えているところな

んですが、２回目からについてはですね、管理でしているグッドスタッフが

ですね、開催するということでありますので、その辺りについてもですね、

どのように対応していくかというのはですね、検討していく必要があるんじ

ゃないかというふうに思っているところです。 

産業厚生委員長（野畑直委員） 

私が切り出した話ですけども、その今後のことはできると思うんですよ。

だから、昨年のことはどうするんですか、そのままもう回収したまま終わら

すんですかという話ですよ、もう、ものすごく、はっきり言ってこんな穏や

かじゃなくて、かりかりかりかりしといやったですけど、こんな何も言わず

に、そんなら川内の人たちが優勝しても取りにいったのかというような話を

されておりましたけども。 

 ［西園都市建設課長「ごもっともな意見だということで、検討していきたい

と思いますので」と発言］ 

結論は何も。 

 ［西園都市建設課長「予算の関係がありますので」と発言］ 

ちょっと、待ってくださいね。委員会ですので、そのことについてちょっ

と私は打診をしておりましたので、何かしらの回答をもっていかなければな

らないと思いますので、ま、ゼロではいけないのかなというふうに感じてお

りますけれども、ま、きょうその返事ができなかったら仕方ないんですが、

何かこうレプリカなり、とる方法をしないとちょっとおかしいのかなと思う
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んですが、その辺の考え方はどうですか。 

西園都市建設課長 

即答という形にはならないかもしれんですけども、一応、対応をちゃんと

やっていきたいというふうに思います。 

産業厚生委員長（野畑直委員） 

課長、もう１点だけ、その去年、優勝トロフィーを渡されたんですが、こ

としからグッドウィルのほうで準備をすると、そのトロフィーは大体どこが

買ったのかの調査を一緒にしとってくださいよ。市が買ったのか、そのトロ

フィーを取り上げて、今度から使わないものであってそれをどうするんです

かということになるから、何も言わずに優勝おめでとうございますと言った

トロフィーが、市で買ったものであったらもういらないんじゃないですか。

その辺がわからないんですけども、その辺まで教えてください。 

西園都市建設課長 

第１回目は阿久根市の主催で、予算で多分計上されて準備されたと思いま

す。第１回目ですので当然２回、３回と継続されていくものかなというふう

に思っております。そういうことでまたちょっと返却を求められたのかなと

思っているところですので、２回目はそれを使われていくのかなというふう

に思って、その代わりにやはり、そういうさっきおっしゃったような代替的

なレプリカですか、レプリカ、レプリカ、すいません、それは準備のほうを

ですね、グッドスタッフ、日本水泳協会とか、グッドスタッフのほうにはお

願いしていきたいと思います。以上です 

石澤正彰委員 

課長ね、この件、僕初めて聞いたんですけどね、阿久根市が主催でオープ

ン記念でやったわけでしょ、その団体は全部ほいじゃグッドスタッフグルー

プないし、日本水泳振興会に任せっきりやったんですか。 

西園都市建設課長 

今のこの当時の大会のあれを見れば、主催が阿久根市、それから主管が阿

久根市グラウンドゴルフ協会、協賛が日本水泳振興会グッドスタッフグルー

プと、そういう形になってるようですね。そこまでしかちょっと私のほうで

はわからないところです。 

石澤正彰委員 

西園課長にそういう答え方をされたらですね、あとはもうなんかかわいそ

うで質問もできないような感じやけど、こういうことを主催するわけですか

ら、きちっと責任の所在がね、はっきりわかるやり方をしないとだめやと思

うんですよね、その優勝トロフィーを授与してですよ、それを回収に行っと

やればちゃんとレプリカを用意すっとが常識でしょ。課長にもうね責めてい

るわけではないですけど、そこら辺はどげんやったんですか、いきさつは。 

西園都市建設課長 

前回、阿久根市の主催でそういうことが行われたということで、非常に私

も普通はレプリカなんかを一応代替えという形で渡してするのが本当かなと

いうふうに思っているところです。だから、その今の大尾の方にはそういう

対応をですね、やっていきたいというふうに思っているところです。それか

ら、今回の第２回目については、主催が日本水泳振興会グッドスタッフグル
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ープという形できちっとなっておりますので、そういう形はまたそういうこ

とがないようにお願いしていくという形でおりますので、よろしくお願いし

ます。 

 ［「はい」と発言する者あり］ 

 ［「了解」と発言する者あり］ 

石澤正彰委員 

よろしくお願いします。ほいでね、結局、だれかが取って、授与したトロ

フィーを回収してこいてだれかが言うたわけでしょ、ほいで、日本水泳振興

会グッドスタッフグループかだれかが取りに行ったんじゃないですかね、そ

こら辺は、松田補佐どげんやっとな。 

松田課長補佐 

今の御質問についてなんですが、自分も聞いた話によれば職員が取りに行

ったということなんですが、ただ、第１回目についてはですね、運営的には

市の主体ということでですね、いろんな机の手配とかいろんな準備について

はですね、市が中心になってそれと振興会とグッドスタッフと一緒に行った

という話は聞いております。ただ、 初のところで予算がそういったものに

ついての細かい部分を組んでなかったという話を聞いていたものですから、

それについては今言われたトロフィーについてはですね、お返ししてもらっ

たんですが、第２回目のときにですね、基本的に優勝した前年度チームに返

していただいたときにレプリカを返すというようなやり方でですね、対応し

たらいいんじゃないかなというふうに考えておりますのでよろしくお願いし

ます。 

竹原恵美委員 

どうも、すみません、戻すようなんですけど、料金に対しての意見という

のは今伝えないと、こちらでその後話をしそうにもないのでお伝えしたいん

ですけども、意見を今聞くと高いという意見が多いんですが、基本的には当

初のとおり管理費とペイできるものが必要だと思います。そして、ものを言

うチャンスを持った方というのは、反対意見というか変えて欲しい、安くし

て欲しいというのが多くても、サイレントマジョリティーって、ほぼいいよ

という方は意見を言わないということも重要視して、ちょっと検討の中には

加えていただきたい。私はそのペイできる範疇であれば私はいいと思ってお

りますので、今お伝えしないとそういう場がないようなのでお伝えします。 

西園都市建設課長 

一応、わかりました。そういう形で検討の中身に入れていきたいと思いま

す。以上です。 

産業厚生委員長（野畑直委員） 

よろしく対応をお願いします。それから、昨年のこの料金については、パ

ターゴルフについても意見が出ておりまして、そのことについて委員からの

意見を伺いたいと思いますが。 

鳥飼光明委員 

昨年、私はパターゴルフについて非常に高いんじゃないかということで、

（聴取不能）、昨年のこの委員会の中でパターゴルフはですね、私はやった

ことがないのでわからんとですけど、非常に料金が非常に高いんじゃないか
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と思って発言した一人ですが、その昨年パターゴルフはどのくらいの入場者

がおったのか。そして、その維持管理ですね、人工芝だったような気がしま

すが、そういう維持管理はパターゴルフはどのような維持管理がいるのかで

うすね、ちょっと教えてください。 

松田課長補佐 

平成２５年度でよろしいでしょうか。 

 ［「はい」と発言する者あり］ 

平成２５年度については、まず料金からですが、４月から３月までの１年

間ですね、４４万９，３００円の収入があったところであります。それと、

２６年度の４月から８月までの５カ月間で今のところについては、１１万６，

９６０円ということです。利用者についてでありますが、利用者については、

パターゴルフについて平成２５年度が、これについては小中高のほうがです

ね、年間７０４名、パターゴルフの一般が７６９名ということで、合計で１，

４７３名ということになっているところです。今維持管理についてなんです

が、ちょっと資料等がちょっと、今どういったものがあるかというのは、ち

ょっとわからない部分でありますので、誠に申しわけありません。 

鳥飼光明委員 

資料がなければですね仕方がないですけども、これほど収入がですね、維

持管理が一番大事だと思うんですね、パターゴルフはほとんど維持管理とい

うのはいらないのではないかなと思ったので、こういう質問をしたわけです。

この料金が非常に２５０円が高いんじゃないかと私は思ったので、去年言っ

たんですが、またですね、そういう検討はしていただきたいと思います。要

望で終わります。 

産業厚生委員長（野畑直委員） 

ほかにありませんか。 

竹原恵美委員 

人工芝、パターゴルフは張りかえを途中でされませんでしたか。 

松田課長補佐 

２３年度に工事を行っておるところです。それと今年度に管理棟というの

があるんですが、パターゴルフなんかの道具をやっているところが今年度中

に改修工事を行っているところです。以上です。 

竹原恵美委員 

それでは、その維持管理費というのは継続的な管理というよりも張りかえ

料は幾らであったかという提示が欲しいんですがいかがですか。 

西園都市建設課長 

今資料をちょっと持ち合わせていませんので、あとからちょっと提出した

いと思うんですが、よろしくお願いします。 

産業厚生委員長（野畑直委員） 

ほかにありませんか。 

濵﨑國治委員 

グラウンドゴルフのプレー代あるいはパターゴルフのプレー代とかあった

んですが、前んときも例えば、電気自動車も１００円とかいろいろなってる

んですが、特にそんとき質問したのは、小さい子供には皆さんよくお金を出
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して遊ばせるものですから、例えば、電気自動車１分３０秒とか２分でです

ね１００円なんですね、その辺も条例上は１００円となっているからいいん

ですが、ただ使用時間がかなり少ないということもあって、その辺も総体的

にですね、それは条例を触らなくてもできることですので、その辺も一緒に

番所丘公園自体の利用料金というのをちょっと検討して欲しいなって（聴取

不能）。そこで、先ほどから出ていますとおり、次の１２月議会でその辺を

提案されることで検討されるのか、あるいは、あとは３月議会ですよね、そ

うしないと４月からの利用料金ののに出てこないんですが、この議事録を見

てみますと、議員立法で議員提案をしてっていう話が出てますので、もし、

皆さん方のほうでそういうことがなければ、産業厚生委員会でまた審議をし

てどういうふうに提案していくかですね、具体的な検討をせざるをえないな

という気もするんですが、課長、その辺はどうでしょう。 

西園都市建設課長 

全体的な今有料施設の見直しとなれば、非常にちょっと時間が足らないよ

うな気がしますけども、グラウンドゴルフについては前回の約束ですので、

今回早急にですね、検討していきたいと思っておるところです。以上です。 

濵﨑國治委員 

提案を含めて検討するということでよろしいですか。 

西園都市建設課長 

都市建設課自体は、提案つう形でいきたいんですが、上司との相談もあり

ますのでそこら辺はまたちょっと検討させていただきたいと思います。それ

と、グラウンドゴルフばかしということだったんですが、ほかの関係はパタ

ーゴルフにしても電気自動車にしてもですね、今の価格がいいのかというの

は今後そういう形で検討していきます。以上です。 

産業厚生委員長（野畑直委員） 

それでは、検討のほうをよろしくお願いします。ほかにありませんか。 

 ［「なし」と発言する者あり］ 

なければ、以上で都市建設課への質疑を終了いたします。 

 

  

 （質疑終了 １４：４４） 

 

 

         産業厚生委員会委員長    


