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１ はじめに 

  

 第３回「住民と議会のカタリ場 ～未来会議～」は昨年に引き続き、新型コ

ロナウイルス感染症対策のため人数を制限しての開催となりました。 

今回は 17 名のみなさまからたくさんの貴重なご意見を伺うことができた

ことに議員一同感謝申し上げます。 

 昨年のカタリ場では「町、議会で気になっていること」「議員定数のこと」

をテーマにしました。定数については、その時いただいたご意見なども踏まえ、

次期（令和 4 年 7 月～）の定数を決定した次第です。 

また、「昨年度の意見はどうなったのか知りたい」という声に応え、今回は

第２回カタリ場の経過報告をさせていただきました。 

今回いただいたご意見も真摯に受け止め、調査・研究を行い、「チーム議会」

でその課題に取り組んでまいります。 

  

令和４年２月  

添田町議会  

議長 畠田 勝廣 
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２ 概 要 

 

（１） 開催日時と会場 

   ・令和３年 11月 19日(金） 19時００分～２０時３０分  

オークホール（研修室） 

 

 

（２）参加者数 

・１７名 

新型コロナウイルス感染症対策のため定員を定め参加者を募集しました。 

 

 

（３）参加議員 

   ・1２名 

議長   畠田 勝廣 

副議長 合戸 精一 

議員   緒方 裕子 

議員   久保田 実生 

議員   吉木 清文 

議員   髙瀬 知惠子 

議員   山本 文隆 

議員   永沼 嘉代子 

議員   武貞 誉裕 

議員   中嶋 浩二 

議員   小川 浩一 

議員   白石 雄二 

※ほか議会事務局 3名 

 

（４）式次第 

・開会 

・議会からの報告 

①議会の役割 

②第 2回カタリ場の経過報告 

・テーブルトーク 

あなたが町、議会で気になっていることは何ですか？ 

・アンケート 

・閉会 
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（説明者 小川浩一議員） 

 

（報告者 中嶋浩二議員） 

 

３ カタリ場～未来会議～ ふり返り 

（１）議会からの報告 

   ① 議会の役割  

「議会って何するの？」と題し、議会の仕組みや４つの役割について説明を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ※当日資料抜粋。詳細は 13ページをご覧ください。 

  

 

   ② 第 2回カタリ場の経過報告  

      第 2回目となった昨年（2020年）のカタリ場でもたくさんのご意見をいただきました。 

そのご意見をもとに、担当委員会で重点的に調査・研究を行った５つの事項のその後

を報告しました。 

 ◆2020年の重点取り組み事項 

①中学校の建て替えと小学校の統廃合 

②地域の交通課題 

③日田彦山線の今後（ＢＲＴ・駅前周辺の整備） 

   ④歓遊舎ひこさんの今後 

   ⑤福祉施設のあり方 

    ①②③は総務文教常任委員会、④⑤は産業厚生常任委員会で取り組みました。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                ※当日資料抜粋。詳細は 13ページをご覧ください。 
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（２） テーブルトーク 

『あなたが町、議会で気になっていることは何ですか？』をテーマに、５つのグループに分か

れて、テーマについて対話をしました。各テーブルで出たさまざまな意見や提案に、参加者同

士で考え、議員が回答や説明をしました。  

  ①グループ分け 

  ②会場の様子 

 

③対話の振り返り（発表） 

各テーブルでどのような対話が行われたのか、その内容を発表し共有しました。 

   

   

グループ１ 
参加者２名 

議員３名（畠田・合戸・武貞） 
グループ４ 

参加者４名 

議員２名（久保田・髙瀬） 

グループ２ 
参加者４名 

議員２名（永沼・中嶋） 
グループ５ 

参加者４名 

議員２名（緒方・山本） 

グループ３ 
参加者３名 

議員３名（吉木・小川・白石） 
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４ ご意見とその対応 

各テーブルで出た意見や提案をひとつに集約・分類し、その内容を全議員で共有しました。 

また、いただいた意見等に対する回答をまとめ、回答ができないものは、継続して調査・研

究を行うことを決定しました。ご意見に対する議会からの回答や説明は、その場で行ったもの

と後日に調査して行ったものがあります。 

   

（１）まとめまでの手順  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ご意見と回答 

  ◆議会のこと 

ご意見 回答 

学校の跡地利用の特別委員会の設置はできな

いか 
次の任期（7月以降）に検討します。 

本会議だけをインターネットで見てもわかりづ

らい。委員会もインターネットで配信を 
調査・検討しています。 

議員の一般質問で、議員からの提案が少ない

と思う 

各議員が考えることではありますが、一般質問

の質を高めるため、一般質問検討会も実施し

ています。 

若者の政治への興味が薄いため、SNSで発

信してはどうか 

委員会のインターネット配信を検討していま

す。 

 

 

● 参加者の意見を聴く。 

● テーマについて対話する。 

● 各テーブルで出た意見を担当した議員がまとめる。 

 

 
● 全てを集約し分類する。 

● 継続して調査・研究する項目に分類。 

● 議員全員で共有し、回答をまとめる。 

● 執行部（行政）へ「テーブルトークのまとめ」を渡し、

課題等の共有を図る。 

● 報告書を作成。 

● すぐに回答ができないものは、継続して調査研究を

行う。 

● 継続調査について、年度ごとで進捗をまとめる。 

住民と議会のカタリ場

～未来会議～開催

会場のまとめ

全員協議会にて

議会でのまとめ

所管する委員会で

継続して調査・研究
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◆農林業  

ご意見 回答 

地元資源を使った商品開発を進めるなど、やっ

てみては 

これまでも地域ブランド開発委員会を設立して

試行錯誤しながら研究・開発を行いました。引

き続き検討します。 

特産物を決定する。果樹園などを活かして発

酵食品やお酒をつくっては 
ひとつの提案として受け止めます。 

添田町の基幹産業である農林業、観光業はど

うなっているのか、対策はあるのか 

後継者不足などの課題を抱え、簡単ではない

ですが、半農半Xなどの新しい事業にも取り

組んでいます。 

 

◆観光・活性化 

ご意見 回答 

企業誘致の話はあるのか 今のところ具体的な話はありません。 

添田町で働く場所がなく、めんべいも解雇され

た人が多いと聞く。観光産業の進め方や企業

誘致は 

工場等誘致を行いたいですが、立地上誘致は

困難な状況です。今後も検討していきます。 

しゃくなげ荘のその後は 
新館を残し、本館を解体します。基本構想を策

定し、アウトドア関連の事業を実施予定です。 

しゃくなげ荘跡地のアウトドア施設を計画して

いるが、どう思うか。しゃくなげ荘・ウッディーも

縮小の一途をたどっている 

他町村にでもできているので、様々なことを検

討しながら実施したいです。 

しゃくなげ荘のような温泉があればいいのに、

添田町には遊ぶところがない 

新館と家族風呂は残し、解体後はアウトドア関

連の施設をつくる予定です。 

自然共生型アウトドアパークとは 
歓遊舎ひこさんとクアハウスの間にある山林を

活用した施設。事業の詳細はこれからです。 

地域おこし協力隊は何をしているのかよくわ

からない 

現在２名が観光、定住対策で活動中です。毎

月広報に活動報告を掲載しています。 

歓遊舎と英彦山が上手く連携できていないた

め滞在時間が短い。もっと連携と発信力を 

今後、整備される施設を含め、連携できるよう

にしたいです。 

岩石山全体をテーマパーク化。サバイバルゲ

ームの有名な場所とする。他にもコスプレなど 

過去に岩石城でコスプレのイベントを実施した

こともありますが、継続はできていません。 

 

◆ごみ処理 

ご意見 回答 

金ノ原の土捨て場はコンクリートを打ち始めて

いるが、チェックを厳しくしてほしい 

現在は植栽用のはりつけをしています。県は適

法と言っています。町も県にチェックを依頼し

ています。 
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◆防災 

ご意見 回答 

裏山崩壊の心配な箇所があるが、町・県は対

応してくれないのか 
まずは担当課に相談をしてはどうでしょうか。 

朝の 7時の音楽が鳴っていないがどうしてか 
現在は 12 時と夕方 6 時に防災無線で音楽を

流しています。 

 

◆空き家対策・定住 

ご意見 回答 

英彦山などにある古民家はどうなる 
古民家だけではなく、普通の空き家も空き家バ

ンクに登録して活用してもらいたいです。                            

 

◆福祉・健康・医療 

ご意見 回答 

福祉施設の用途廃止後の活用方法はどうなっ

ているのか。このように活用しては・・・ 

・学生サークルを呼び込む 

・芸術家向けに使用 

・発表会等に安く提供 

まだ具体的に決定していません。 

議会も委員会の重点取組事項に設定し、提案

されたことも含め協議していきます。 

クアハウスは健康増進の目的で建設されたの

ではないか。温泉はいいのだから、もっと活用

し、利用を促進したらどうか 

当初はそうでしたが、年間の運営費用や維持

管理費がかかり、厳しい状況にあります。 

クアハウスの用途廃止後は 
ＢＲＴ化に伴う歓遊舎の再開発での話も出てい

ますが、具体的には、これから検討です。 

クアハウス、ジョイ、やすらぎの廃止説明、経費

等を町民に広報等で知らせてほしい 

わかりやすくお知らせができるように担当課に

伝えます。 

 

◆高齢者支援 

ご意見 回答 

ひとり暮らしの高齢者対策、お年寄りが楽しく

暮らせる町づくり 

見守り、買い物支援、元気クラブなど、様々な

事業を実施しています。新たな支援も検討して

いきたいです。 

高齢者はコロナで集まる場が減った 
さみしいことではありますが、コロナ感染防止

を第一と考えています。 

高齢者の見守りを光和苑が実施している。 

世帯構成もわかっていないような感じであった

が、どうなっているのか 

所管の委員会で調査し、担当にも伝えます。 
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◆交通（ＪＲ、バス） 

ご意見 回答 

添田駅から彦山駅までの JR線路跡の活用方

法は 
これから検討をしていきます。 

車の運転ができなくなった時の交通手段が心

配。天候に左右されないような方法を 

対策のひとつとしてグリーンスローモビリティの

試運転を実証実験しました。議会としても引き

続き検討していきます。 

タクシ－の助成額をあげてほしい 担当課に伝えます。 

道路の歩道整備をしてほしい 
重要度を考慮し、早急に通学路等の歩道を設

置するよう、県等に要望しています。 

 

◆学校のこと 

ご意見 回答 

小中学校の建設は、進んでいるのか 現在、設計の段階です。 

建設場所は中学校ということであるが、ほかの

場所は 

現在の計画は中学校となっています。検討の

結果であり、その計画を議会も承認していま

す。今から別の場所となると、時間と費用もか

かります。 

統合後の学校施設の活用は。交流の場にでき

ないか。例えば・・・・・ 

・高齢者の利用など、使用料は無料化を 

・廃校に美大など、芸術分野の学校を誘致して

はどうか                                                 

まだ具体的に決定していませんが、議会として

も活用方法を検討していきたいと思います。 

生徒の防犯対策はとられているか 
現在も他町村では時々ありますが、防犯メ－

ルですぐに連絡が入るようになっています。 

学力アップの具体的政策はあるのか 
英峰塾の活用など、徐々にではありますが、学

力アップしています。 

学力向上のための地域おこし協力隊は考えら

れないか 
考えられると思いますので担当課に伝えます。 

カリキュラムをきちんと終了しているか 夏休みなどを調整して終了しているようです。 

 

◆人口減少 

ご意見 回答 

人口減少対策は 

空き家バンクなどを利用しながら対応していま

す。定住希望者（５５件：令和４年１月現在）に対し

て住宅が足りていません。 

人口減少に対して今までの祭り等の行事がで

きるのか 

現状にあったやり方を検討してはどうかと思い

ます。 



10 

 ◆その他いただいた意見 

場所によっては、グリーンスローモビリティの 3両編成なども検討してみては 

グリーンスローモビリティは良いが、地域住民の足と観光を切り離す必要はない 

BRTではなく、なぜ鉄道として残し平成筑豊鉄道に合併(移管)しなかったのか。第三セクター鉄

道の樽見鉄道は成功している。ヨーロッパの鉄道は殆ど上下分離方式で成功している。一つの

方法として第三種鉄道事業者に移管する方法があったと思う 

ＢＲＴの今後をどう思うか。全国の BRTはうまくいっていないし、トイレもなくダメと思う。いずれ

マイカーに転換されるだろう。 廃線跡をカフェトレインにして、トロッコ列車を走らせればどうか 

添田駅、彦山駅がリニューアルされるが一過性の賑わいに終わらなければよいが 

数十年ぶりに添田に戻ると、活気がない。子どもも遊んでいないし、疲れた感じがする。 

どこを目指すのかが見えない。町の広告、情報をネットを使って流すとよいのではないか 

コロナ禍で地域の行事で盛り上がりに欠けるようになった 

ホタルの再生。花火と時期を合わせ、結び付けたらどうか 

添田町は土地が広いのでゴルフ場の誘致はどうか 

英彦山の坊を活かしてほしい 

野田の楽など伝統行事の掘り起こしやおまつりの再生を 

添田公園、以前は散歩で楽しいところだった。今は手入れがなされておらず、怖い感じもする。も

っと手入れを 

空き家が多くなっていく 

シニアカ－購入時の助成金があればよい 

タブレット教育より、読み聞かせなどアナログな教育に力を 

小学校の統合で地域の寂しさが気になる 

住んでいる住民が楽しめる住みやすい町になってほしい 

来年度町長選挙で立候補者と町民との意見交換会はあるか 

職員自身が町外に出ていくのはなぜか 

シルバータウン構想（アメリカ 20年ほど前） 
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５ 今後の取り組み（重点項目） 

カタリ場で出された意見は分野別に分け、検討しています。重点的に調査・研究を行う事項

については、昨年と同様の意見を多くいただいたため、引き続き取り組むことで決定しました。 

町(行政）と課題等の共有を図り、担当委員会で問題解決に向けてさらに議論を進めます。 

   なお、取り組みの結果は議会広報紙やホームページ、カタリ場でご報告いたします。 

 ◆2020年からの重点取り組み事項 

①中学校の建て替えと小学校の統廃合 

②地域の交通課題 

③日田彦山線の今後（ＢＲＴ・駅前周辺の整備） 

   ④歓遊舎ひこさんの今後 

   ⑤福祉施設のあり方 

    ①②③は総務文教常任委員会、④⑤は産業厚生常任委員会で取り組みます。 

 

 

６ おわりに 

今年度もカタリ場を開催することができました。改めてご参加いただきましたみなさまに感

謝申し上げます。 

参加者アンケートの結果では、多数「よかった」の回答をいただきました。今回の反省点を踏

まえ、来年度もよりよい対話の場となるように努めてまいりますので、お気軽にご参加いただき

ますようお願い申し上げます。 
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７ 添付資料 

①当日配布資料 

  ◆次第 

  

  第３回 住民と議会のカタリ場 ～未来会議～ 
 

と き：令和３年 11 月 19 日（金） 

ところ：オークホール  

 

  

【次  第】      【トークルール】  

 

 

 メ モ  

 

  

                                                

 

                                                

 

                                                

 

                                                

 

                                                

 

                                                

                                              

                                                                                               

◇相手の話を聴きましょう 

  ～うんうん、なるほど！～ 

 

◇ほかの人の意見を否定しないで 

 

◇多くの人が発言できるようにしましょう 

～話すときは簡潔に～ 

 

 ご協力をお願いします 

 

 

 

 

(1)開 会 19:00～ 

あいさつ  

(2)議会からの報告 19:05～ 

議会の役割  

  第 2 回カタリ場経過報告  

(3)テーブルトークに入る前に 19:15～ 

ルール説明  

(4)意見交換（テーブルトーク） 19:20～ 

テーマ「あなたが町、議会で気に 

なっていることは何ですか？」 

(5)アンケート 20:20～ 

(6)閉 会 ～20:30 
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◆議会からの報告 ①議会の役割  

  

  

 

 

◆議会からの報告 ②第２回カタリ場の経過報告 
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②アンケート集計結果 

 

一般参加者数   17名   

アンケート回収数 17名（回収率 100％） 

 

 

◆年代を教えてください        ◆本日の会はどうでしたか 

 

 

 

 

 

 

◆時間はどうでしたか              ◆本日の会をどうやって知りましたか 

 

 

 

 

 

 

 

◆議会だよりを読んでいますか       ◆今後、開催する場合の内容の希望は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10代 0 人

20代 1 人

30代 1 人

40代 1 人

50代 0 人

60代 7 人

70代 5 人

80代～ 2 人

未回答 0 人

合計 17 人

良かった 9 人

まあまあ良かった 6 人

あまり良くなかった 1 人

良くなかった 0 人

未回答 1 人

合計 17 人
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◆今後も機会があれば参加したいと思いますか  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆自由記入欄（気づいた点や発言できなかった事、意見、要望） 

 

・応援しています‼（30代） 

 

・少子化のための対策、英彦山を活かす取り組みについて（60代） 

 

・あっという間に時間が過ぎて、有意義な時間を過ごしました（60代） 

 

・とても良いカタリ場でした。今後も続けられたい（回数増も）（60代） 

 

・人数が前回より少なくなっている。関心度を再チェックし集まるようにしてもらいたい（70代） 

 

・このような会議が実行されるといいが‥…（80代） 

 

・町民会館、しゃくなげ荘、クアハウス、ジョイ、維持費と経費を町報に載せるべき。しゃくなげ荘は壊

しているのも知らない人がたくさんいます（60代） 

 

・町議会中継をネットでぜひお願いします（60代） 

 

・各委員会をネットで観ることができるようにしてほしい（60代） 

 

・町内の体育施設の使用料について、65歳以上の高齢者の健康促進を図るために使用料を無料

化する（国保の引き下げにつながるのでは？）(70代） 

 

・テーマが違うと、そのテーマに至るまでの時間がかかってしまうので、興味のあるテーマごとにグル

ープ分けする回があっても良いのかなと思った（教育、施設、観光など）(20代） 

 

・農業、水耕栽培について、町おこしに役に立たないか（60代） 

 


