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まつきよコラムまつきよコラム

　大分市議会第２回定例会が、６月26日に閉会しましたが、そ

の１週間前には第193通常国会も閉会しました。国と市、レベル

は違いますが「説明責任」というキーワードで見るとき、トップ

や議員の言動でいささか気なるものがあります。

　まず、国会においては、いわゆる「（共謀罪）」や「加計学園・

森友学園問題」等の問題が象徴的だと思います。これらの問題に

ついて、政府は最後まで十分な説明を行わず、共謀罪については「中間報告」という強引な手法を使

って、参議院で強行可決させました。

　また、憲法改正に関し、安倍総理は現在の９条に自衛隊を明記するための条項を加える、という重

要な問題についても特定の全国新聞で発言したものの、その後の国会の中では答弁せず、とても説明

責任を果たしたものとなっていません。

　一方、大分市の状況を見たとき、佐藤市長は６月27日に行った定例記者会見の中で、中村病院が建

て替え移転を断念したパルコ跡地について、その取得を前向きに検討し、「2019年のラグビーワールド

カップまでに憩いの広場を整備し、関連イベントのスペースとして活用する」との考えを示しました。

このパルコ跡地は、大分駅に隣接した、府内町の１丁目１番地であり、その活用については、市民に

とっても大きな関心事でもあります。

　26日に閉会した市議会の一般質問でも、この問題が取り上げられましたが、答弁では具体的な内容

はありませんでした。また、6月20日に大分商工会議所等の要望に対する佐藤市長の「用地取得を含

めて検討する」との発言についても、関係する委員会での十分な説明がないままの唐突とも言える記

者会見の内容であったと言わざるを得ません。用地の取得には、10億～20億円が見込まれ、多額の市

民の税金が投入されることにもなりかねません。と同時に、今年に入って大分市のまちづくりの基本

となる「都市計画マスタープラン」の見直しや中央通りのあり方を含めた「グラウンドデザイン」が

改正、策定されたばかりですが、いずれもパルコ跡地に関する計画は記載されていません。

　このように大分市の将来に関わる問題について、長期的な視点での計画や必要性、費用対効果など、

議会及び市民に対する十分な「説明責任」が果たされたとは言えない状況となっていることは、極め

て残念な状況だと考えます。

　政治家や行政は、様々な面において国民等に対する十分な説明責任を果たすことが求められていま

すので、今後とも国民や市民の将来に関わる問題について、議会はもとより国民、市民に対する十分

かつ納得のいく「説明責任」を求めて活動していきたいと思います。

　

▲第２回定例会
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第２回定例市議会の報告

　平成 29 年第２回定例会が６月 12 日から 26

日まで開催されました。今議会には、温水プー

ルの天井板落下等に対する改修費等の補正予算

の外、農業委員等の定数を定める条例などの一

般議案等 37 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したので、そ

の概要について報告します。

【放課後等デイサービスについて】
　放課後等デイサービスは、2012 年度から障が

い児を放課後や休日に預かる事業ですが、営利

目的で参入する事業者もあるといわれ、事業内

容やサービスの質に対する問題が指摘されてい

るため、大分市における状況を確認しました。

◎質問骨子

①本市における現状について

②指定要件について

③事業内容の把握及び指導・監督について



の取組を、改めて会として取り組もうではない

か、との決意を込めた提案があり、満場一致で確

認されました。

　大分市での条例制定に関しては、慎重な対応が

必要であると考えており、つくる会の皆さんや関

係者等との緊密な連携の下、条件整備をしながら、

積極的に取り組んでいきたいと思っています。

【活動報告】
◎「大分県をつくる会総会」

　６月 17 日、「だれもが安心して暮らせる大分

県をつくる会」の総会が開催されました。総会で

は、別府市の当事者が参加訓練した様子をビデオ

上映しながら「災害時要援護者の防災」について

や「親亡き後等の問題解決検討委ー報告以降の取

り組み」などの報告があ

り、その後意見交換が行

われました。そして、徳

田共同代表からは、昨年

の総会で提起した「県内

全市町村での条例策定」

《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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④放課後等デイサービスを含む障がい児通所支

援事業の指定等の権限について

　（再質問）

⑤障がい児通所支援事業の指定及び指導・監督権

限を中核市である本市に移譲すべきと考えるが。

◎答弁骨子

① 2012 年度末は、14 事業所、利用者 252 名で

あったが、2016 年度末には 49事業所、利用者

635 名となっている。また、法人種別では、社

会福祉法人９事業所、特定非営利活動法人８事

業所、株式会社等が 32事業所となっている。

②人員配置や設備基準が定められているが、全

国的に事業所等の増加傾向が続く中、発達支

援の内容や指導員の知識、技術が不十分で、

適切な運営が行われていない事業があったこ

とから、管理責任者の資格要件や児童指導

員、保育士の配置基準の見直しが行われた。

③指導・監督の権限は県が有しており、事業内

容についても県が把握している。

④障がい児通所支援事業所の指定等の権限につ

いても県が有している。

⑤平成 31 年４月に、政令改正により、障がい

児通所支援事業所の指定・指導・監督等の権

限は、県から本市へ移譲されることとなり、

事業所への一貫した指導を行ったり、障害の

ある子どもから大人まで、切れ目のない支援

を行うことが可能となる。

【障がい児に対する通所支援事業所に
　　　　　　　おける児童虐待について】
◎質問骨子

①障がい児通所支援事業所における虐待の実態

及び対応について

◎答弁骨子

① 2016 年度には、虐待が 3件発生しており、

障がい者虐待防止法に基づき、本市が立ち入

り調査を行い、適切な運営や虐待の防止につ

いて指導を行っている。また、市内の障がい

児通所支援事業所の支援員を対象に「虐待防

止及び適切な支援」の研修を実施した。

【交通結節機能用地の高度利用について】
◎質問骨子

① JR大分駅北口の東側にある本市公有地の 22

街区および 54街区の利用状況について

② 22 街区について、交通結節機能としての路

線バスや高速バスターミナル、大型観光バス

の駐車場及びタクシー待機場などの機能面や

高度利用を図る必要があるのではないか。

　（要望）

③ 54街区は、一部民間に貸付している部分を除

き、ホルトホール大分やいこいの道広場等を

利用する福祉団体等の駐車場として、また、

スポーツ、芸術、文化等に関する各種大会等

に参加する学校等の団体のマイクロバスなど

の駐車場として活用することができないか。

◎答弁骨子

① 22 街区は、2015 年度より「交通結節機能施

設」として、貸切バスの乗降場や高速バス、

路線バスの待機場及びタクシー待機場として、

また、自動車整理場として利用されている。54

街区については、６割を民間事業者に駐車場

として貸付ており、４割は、イベント等の参加

者用駐車場などに短期貸付を行っている。

② 22 街区については、大分駅中央口広場との

機能分担や路線バス、高速バス、観光バスな

どの交通処理の検討、交通結節点としての機

能や規模、立体施設とした場合の機能配置な

どを、バス事業者等との協力を図りながら検

討していきたい。
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６月議会

一 般 議 案

市営温水プール

日吉原体育館

補 正 予 算

市議会通信　38号 2017年６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

６月議会

◎農業委員会の委員及び農地利用適正化推進委員の定数を定める条例
　昨年４月施行の改正農業委員会法では、農地利用の集積・集約化、遊休農地発生防止、

　６月１２日～２６日まで、６月議会が開かれました。

今回の議案は今年度の補正予算と昨年度の予算で３月

に専決処分された補正予算、それに一般議案でありま

した。

◎防災対策事業・・・・５,９５０万円
　防災対策事業で次の事業を行います。

　①わが家の防災マニュアル配布事業・・３,０５０万円

　　「わが家の防災マニュアル」を改訂し全戸に配布します。

　②特殊災害対応体制整備事業・・・２,０００万円

　　テロなどでの毒ガス等に対応する器具などを整備します。

　③被災者救援物資等整備事業・・・９００万円

　　災害が起きた際の救援物資を、各避難所や学校などに備蓄します。

◎市営温水プール天井等改修事業・・・１億円
　今年１月、温水プールの天井が落下する事故が発生し

ましたが、この天井などを安全確保のために改修工事を

行います。（２０１８年４月には再開の予定です。）

◎鉄道残存敷整備・活用事業・・・１,３５０万円
　鉄道の高架化により残った鉄道敷の大分駅～大友遺跡間に、

遊歩道や自転車道の整備をします。

【債務負担行為】
　債務負担行為（複数年度に亘る予算を組むこと）として、次の予算が承認されました。

◎児童福祉施設整備事業・・・１５億８,０００万円
　保育所の待機児童の解消に向け、定員をさらに６００人拡大するため、児童福祉施設

を設置する事業者を募集します。

　　☆６月５日から募集開始。

　　☆中心部、南大分、鶴崎、明治明野、大南などの地域

◎日吉原体育館改修事業・・・・２億２,０００万円
　体育館の耐震化などの改修工事を行います。
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◎義務教育費国庫負担制度の堅持の意見書  （我が会派から提出）

　地方で教育条件に差が生じないため義務教育費国庫負担制度堅持を求めます。

◎地方財政の充実・強化を求める意見書  （我が会派から提出）

　地方の政策課題が多い中、地方財政の充実・強化させることを求めます。

◎精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引の適用を求める意見書
　身体と知的障害者に対しての公共交通の運賃割引を精神障害者にも適用する事を求めま

す。

意 見 書

新規参入の促進等を農業委員会の重点的業務と位置づけ、それに対して地域現場で活動す

る「農地利用最適化推進委員」を新設します。一方「農業委員」は、主として農地転用な

どの審議決定行為をします。それで農業委員の定数は減らし機動的に決定できるようにし

ます。

　市条例では、農業委員の定数を現行３６人を１４人にし、農地利用最適化推進委員を３０

人とします。さらに、現行では選挙制であった農業委員を市議会の同意を得て、市長の任

命制としました。

◎市税条例の一部改正
　地方税法において「わがまち特例」の適用拡充により、家庭的保育や企業主導型保育な

どでの固定資産税を３分の１にします。

　※わがまち特例・・地方税において全国一律の税額にするものだけでなく、一定の範　

　　　　　　　　　　囲内で地方自治体の判断で決められるという特例があります。

◎子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正
　３月議会報告でも載せましたが、小中学生の入院に係る医療費を無料にするため、条例

の改正をしました。今年の１０月１日から施行です。

◎空家等の適正管理に関する条例の一部改正
　空家の倒壊によって、人の生命身体に危害を及ぼし、財産に重大な損害を及ぼす危険が

切迫している場合、その危険を回避する措置を必要最小限講じることができるようになり

ます。その費用は空家の所有者に負担させることができます。

◎市立小学校設置条例の一部改正
　野津原東部小、野津原中部小、野津原西部小を統廃合し、「野津原小学校」として、

現・東部小学校に設置することにします。

◎動物愛護拠点施設建設用地及び建物の買収
　県と共同して動物愛護拠点施設を建設しますが廻栖

野にある九州乳業株式会社敷地と建物を買収します。

動物愛護拠点施設建設用地次の意見書が採択されました。。

〈会派として〉
　新しい農業委員会制度がどう機能していくのか、今後注視していかなければならないと考

えます。


