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　２月19日投開票の大分市議会議員選挙の結果、３選を果た

すことができ、２月21日に当選証書を付与され、３月10日

から新しい任期が始まりました。

　今回の選挙では定数44に対し、1973年以降初めて立候補

者が50名を下回るという少数激戦となりましたが、当初から

盛り上がりに欠けると言われていました。その結果かも知れ

ませんが、投票率は、過去最低の48.18％で、９回連続で過

去最低を更新し、前回よりも3.5ポイント低下しました。報道等によれば、各政党・会派に議席の大幅

増を積極的に狙う動きが乏しく、目立った争点がなかったこと、などが指摘されています。

　確かに、各政党・会派の動きは指摘通りの点はあったかも知れません。しかし、争点については、

私はいささか違うのではないか、と思っていました。それは、例えば大分駅の高架化と駅南の整備が

進む中での中心市街地のまちづくりをどのように進めていくのか、という課題。また、本格的に少子

化・高齢化が進行し、人口減少社会が到来する中にあって、限られた予算、資源をどこに重点を置き、

どのように配分していくのか、と言った問題など、将来の大分市のあるべき形、姿を二元代表制の一

方である議員が、市民の皆さまに訴え、実現を目指していく必要があるのでは、との考えからです。

そして、そのことについて街頭や個人演説会などで訴えさせていただきましたが、必ずしも浸透した

とは言えなかったのでしょう。発信力の弱さを反省せざるを得ません。

　いずれにしても新人６名を加えた44名の議員が、初めて投票率50％を下回った現実を認識し、危機

感を共有することが必要ではないかと考えます。今後、市民の代表としての認識の基、さらなる議会

の活性化と議員、議会活動の発信力を強めるなど、市民の皆さまの理解と共感、評価を得られるよう

取り組んでいかなければならないと思います。

　私自身も、これまで以上に地元・地域に密着し、子どもや高齢者、障がい者など社会的に弱い立場

の方たちに寄り添うとともに、大分市の将来を見据えたまちづくりや産業の活性化などについて、政

策や制度等を提言していきたいと思います。また、そうした活動はもちろんのことですが、議員とし

て原点に立ち返り、市民目線・市民感覚を大事にしながら活動していきたいと思います。

▲当選証書付与式
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第１定例市議会の報告

　平成 29 年第１回定例会が３月 10 日から 29

日まで開催されました。今議会では新任期のた

め、議長、副議長をはじめ各常任委員会等の役

員を新たに選任しました。私は今回、総務常任

委員会と総合交通対策特別委員会に所属し、総

務常任委員会では副委員長を仰せつかることと

なりました。

　当常任委員会は、総務や企画、財政、市民部な

どを所管しています。本市の税財政の状況など

については、現在と将来の市民負担の問題を審

議しなければなりません。また、市民生活のま

さに「ゆりかごから墓場まで」に関わるもの、さ

らには消防局もありますので、市民の生命・財産

の安心・安全に直接影響を及ぼすものですから、

議会の立場でしっかり監視、評価等をしなけれ

ばならないものと気持ちを引き締めています。　

　さて、今議会は第１回のため、当初予算をは

じめとする予算議案 15 件の他、一般議案 23 件、

人事案件の追加議案５件が上程されました。主

な議案の審議結果等については、別掲の「絆」

をご覧ください。今議会では質問を行いません

でしたので、委員会等を中心に報告します。

【総務常任委員会】
　当委員会には予算議案７件、コンパルホール



など多彩な活動を

ボランティアの皆

さんの熱心な指導

で支えられている

のを、この会に毎

年出席する中、強

く感じます。

　就職や進学する５名の皆さん、それぞれの夢と

希望を抱いて新しい一歩を踏み出します。慣れ

ない社会生活を送る中、人間関係で苦しんだり、

辛いこと、迷ったりすることがあるかもしれませ

ん。そのようなときには、園長さんやスタッフの

皆さんを思い出し、また、遠慮せずに相談などを

していただければと思います。

　私も、子どもたちが健やかに育ち、自分たちの

夢や希望を持って、その実現に向かって進んでい

けるよう、多くの方たちを巻き込みながら取り組

んでいきたいと思います。そして、卒園する５名

の方たちに、心からエールを送ります。

【活動報告】
◎児童養護施設「森の木」卒園・卒業おめでとう会

　３月 18 日、児童養護施設「森の木」の卒園・

卒業おめでとう会に出席させていただきました。

今年は、５名が高校を卒業し、進学や就職など

のため、「森の木」を卒園することとなります。

また、小学校や高校

へ進学する３名を含

め、在園生やスタッ

フ、地域やボラン

ティアの皆さんが参

加してお祝いをしま

した。第１部は式典

で、卒園生５名の進路を紹介され、卒園のプレゼ

ントが送られました。第２部では、スタッフが心

を込めて調理した料理を美味しくいただきまし

た。そして第３部は、お祝いの会で、スタッフ全

員による演奏や各ユニット毎に工夫を凝らした

パフォーマンスを披露しました。未就学の子ども

たちの踊りは可愛らしく、お祝いの会を大いに盛

り上げていました。

　「森の木」の在園生は、家庭的に恵まれない環

境のため、施設で生活していますが、地域の方た

ちの理解もいただき、また、合気道や調理、英語

《市民相談》をお受けします
行政に関することなど何でも結構です。

ご相談は「松下清高」まで
連絡先：電話　５４５−３４３８

Email:kiyo-hidamari@amail.plala.or.jp
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条例の一部改正等の一般議案 11件の外、請願・

陳情６件、大分市地域防災計画の修正等の報告

等がありました。請願・陳情では、各提出者か

らの意見陳述を受けたのち、質疑、討論を行っ

た結果、「共謀罪の新設に反対する意見書提出方

について」の請願１件は不採択に、「場外舟券売

り場の設置等に関する陳情」４件と「中心市街

地まちづくりのための市民共同活動拠点施設に

関する陳情」１件は、調査研究等が必要として

継続となりました。

　当初予算議案では、人口減少や少子高齢化等

の対策として、県外からのアーティスト移住等

を図るための「アートレジオン推進事業」の新

設や「地域おこし協力隊」の拡充、国民文化祭

や東京オリンピック、パラリンピックに関連す

る事業などが重点事業として新設されるなど、

かなり積極的な予算化が行われており、特に異

論なく委員会として承認しました。

　ただ、これらの事業については、事業目的の

達成状況や費用対効果などを含め、十分な検証

が必要でありますので、今後とも報告を受けな

がら慎重に検討していきたいと思っています。

　また、報告事項では、昨年の熊本地震の課題

等踏まえて、物資集積拠点や避難所運営の見直

しによる「地域防災計画」の修正及び「第３次

おおいた男女共同参画推進プラン」の策定、「大

分市公共施設見学会」の実施方法の変更につい

てなどがありました。その中で、「大分市公共施

設見学会」の実施方法の変更については、これ

までの市所有のバス利用から、実施団体等が施

設見学 ( ２か所以上 ) する際のバスの借り上げ

料を補助 (1/2、上限５万円 ) しようとするもの

で、見学日等の選択肢が広がるようになります

ので、ご活用いただければと思います。

【総合交通対策特別委員会】
　総合交通対策特別委員会は、交通体系や公共

交通及び交通安全対策に関する事項を所管して

おり、周辺部の人口減少に伴う路線バスの廃止

や買い物弱者対策、子どもたちの登下校時の安

全の確保などの課題が山積しています。今議会

では、大分市地域公共交通網形成計画策定に関

する報告などがありました。特に「ふれあい交

通運行事業」に関しては、前任の建設常任委員

会の中で事業の拡充を求めていたもので、①バ

ス停までの距離要件や②利用予約人員の緩和な

ど、これまで以上に利用しやすくなったのでは

ないかと思います。今後は、該当地域が広がり

ましたので、対象自治会等の皆さんと協議を進

め、より利便性の向上が図られるよう取り組ん

でいきたいと思います。
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改選後初の3月議会

３月議会

主な事業と新規事業は次の通りです。

　３月議会が、３月10日～29日まで開催され、2017年度の

当初予算が承認されました。新年度予算は前年度より一般

会計で９億４千万円の増額で過去最大規模となりました。

　勇退した２名（指原氏、篠田氏）の後継者２名

（甲斐、馬見塚）を加え、８名のメンバーで会派 

の新たなスタートです。よろしくお願いします。

予算

一般会計予算・・・１７８５億４０００万円（過去最大規模）

新規事業・５１件　　拡充事業５０件

◎私立認可保育所等の定員拡大・・・２２億９,３００万円
　認可保育所等の施設整備に補助し待機児童を解消します。（新規13施設。定員拡大も

入れ981名増）

◎（新）祖父母世代の孫育ての応援・・・・２０４万円
　昔と今の子育ての違いなどを示した手帳（祖父母手帳）を作成配布します。孫育て教

室も開催。

◎（新）子どもの居場所づくり・・・・５２８万円
　団体に事業委託し、一人親家庭等の小1～中3を対象に食事の提供や学習支援をする。（1箇所）

◎（拡）小中学生の入院医療費無料化・・・４００万円
　子どもの医療費助成の拡大で、小中学生の入院に係る医療費を無料化します。（今年10月頃～）

◎（新）徘徊高齢者SOSネットワークの構築・・・４０万円
　地域、団体、事業者、周辺自治体で、認知症高齢者等が行方不明になった場合の捜索

協力体制を構築します。

◎（新）障がい者地域生活支援拠点施設の整備・・・３,０９４万円
　障害者への365日対応の相談支援をする拠点（旧ホルト園）の改修や職員の配置をします。

◎（新）農業塾（モデル事業）の開校・・・５５８万円
　野津原支所近隣の農地（20a）で、野菜栽培や出荷方法、鳥獣害対策などを学びます。（30名程度）

◎（新）大規模園芸団地の創設・・・８３３万円
　宮河内地区に80haの大規模園芸モデル団地を創設し、産地間競争に勝つ経営体の育成をします。

新人２名を加え、８名のメンバーで

前列左より
宮邉和弘、安東房吉、甲斐�高之、馬見塚剛

後列左より
帆秋誠悟、高野博幸、松下清高、日小田良二

市議会通信　37号 2017年1３月議会報告

絆
住　所・大分市荷揚町2番31号

発行元・大分市議会社会民主クラブ
きずな

社会民主クラブ

２０１７年度　当初予算の承認
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道の駅完成予想図

桃園プール

◎（新）木材需要の拡大と供給体制の強化・・・１,２１０万円
　市産材を利用した住宅を新築する場合と、林業者が高性能林

業機械を導入する場合に助成します。

◎（新）漁港海岸長寿命化計画の策定・１,４００万円
　市管理の漁港（上浦、志生木）の長寿命化の計画を策定します。

◎大分川ダム周辺交流拠点施設（道の駅）整備・2,500万円
　大分川ダム湖の周辺地区に道の駅を整備します。

◎（新）地域まちづくりビジョンの策定・・・２,３９８万円
　市内を１３地域に分け、それぞれに「地域ビジョン会議」を設置し、「地域まちづくり

ビジョン」を策定します。

◎(新）特別支援教育メディカルサポート事業・・・２,１４２万円
　日常的に医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する小中学校等に看護師を派遣します。

◎（新）アートレジオンの推進・・・１,０７８万円
　佐賀関・野津原・大南などに県外の芸術家（アーティスト）の移住を図ります。

◎スポーツオブハート２０１７の開催・・・１,５００万円
　障害者も健常者も一緒に楽しめるスポーツと文化の祭典を大分で開催します。

新しい体制

　改選後ですので所属委員会、会派内の役割など
が新しくなりました。 
　各議員の所属委員会等は次のとおりです。

　　◎副議長・高野博幸氏

会派の役職
　団　長・日小田　良　二
　副団長・安　東　房　吉
　幹事長・宮　邉　和　弘

日小田　良　二
安 東 房 吉
高 野 博 幸
宮 邉 和 弘
松 下 清 高
帆 秋 誠 悟
甲 斐 高 之
馬見塚　　　剛

経済環境常任委員会、議会運営委員会、総合交通対策特別委員会、議会活性化推進会議
厚生常任委員会、子ども育成行政改革推進特別委員会、議会活性化推進会議（副会長）
副議長、建設常任委員会、議会活性化推進会議、（議会運営委員会）
建設常任委員会（副委員長）、議会運営委員会（副委員長）、総合交通対策特別委員会
総務常任員会（副委員長）、総合交通対策特別委員会
文教常任委員会（委員長）、地域活性化対策特別委員会
文教常任委員会、地域活性化対策特別委員会
総務常任委員会、子ども育成行政改革推進特別委員会

一 般 議 案

意 見 書

◎都市公園条例の一部改正・・桃園公園のプールを廃止します。 

◎消防団条例の一部改正
　団員の報酬の引き上げをします。また、区域内に勤務・通学する

人も団員になれるようにします。

主な議案は次の通りです。

◎地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書
　地方議会議員の厚生年金加入のため法整備を求めるものです。

〈我が会派から提出したが、不採択になったもの〉 

◎共謀罪法案を国会に提出しないよう求める意見書

次の意見書が採択されました。 【代表質問】
安東房吉議員が行う
会派を代表して、安東

房吉議員が市政全般に

ついて質問しました。

議　員　名 所 属 委 員 会 な ど


