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　陽だまり36号に引き続き、「Smart Support Station（スマート
サポートステーション、以下（SSS）と表記」について取り上げま
す。JR九州の当初の計画では、大分市内10駅に導入となっていま
したが、３月17日からのダイヤ改正時では、牧駅、幸崎駅、滝尾
駅３駅での導入となり、秋口に敷戸駅と大分大学前駅で導入予
定、と変更されました。合わせて、大幅な減便となり、これま
た、JR利用者にとって、非常に利用しにくい状況となっています。
　SSS導入時期等の変更は、県や各市町村、障害者団体等の反対の声などに配慮したものと、一定の
評価はできますが、問題発生時の対応やバリアフリー化が進んでいない問題など、大きな課題は残っ
たままとなっています。
　もちろん、JR九州は企業であり、利益を追求しなければならないこと、昨年の北部九州豪雨などに
よる災害復旧に多額の費用を要することなど、厳しい経営環境にあることも理解できますが、一方
で、地域公共交通の一翼を担っている社会的責任の大きさも指摘しなければなりません。
　このため、今後とも本会議や市議会総合交通対策特別委員会等の中で、県や市などの行政対応の必
要性も含め、交通弱者の立場に立って、地域公共交通を守ることなど、問題解決に取り組んでいきた
いと思います。
　また、障がい当事者の皆さんや支援団体等が、①駅の無人化の方針を撤回すること。②減便の方針
を見直すとともに、新たな減便等については地元自治体・議会・自治会・住民の了解なしには行わな
いこと。③障がい者をはじめ様々な住民のJR九州に対する意見を受けとめ、誠実に回答し、意見交換
の場を設けること。をJR九州に求める署名に取り組んでいます。
　駅の無人化、減便は、障がい者だけでなく、高齢者や小さいお子さん連れの保護者、高校生など、
多くの方々に影響を及ぼすものだけに、こうした署名活動を通じて、市民、県民全体の問題として理
解と共感が広がることを期待し、私もこの署名活動にも関わっていますので、皆さんのご理解、ご協
力をお願いいたします。

▲常任委視察（県立屋内スポーツ施設）
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第２回定例市議会の報告
　平成 30年第２回定例会が６月 11日から６月

25 日まで開催されました。今議会は、平成 29

年度一般・特別会計の補正予算案の外、市税条

例改正案などの一般議案等 15 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、委員会等の概要を中心に

報告します。

【総務常任委員会】
　総務常任委員会では、付託された一般議案２

件や専決処分した29年度補正予算などのほか、

請願・陳情についての審査を行いました。予算

議案等については、異議なく承認することとし

ました。

　請願・陳情について、継続審査となっている

3件のうち「中心市街地まちづくりのための市

民協働活動拠点施設に関する陳情」は取り下げ

となり、他の２件は継続となりました。また、

今回新たに提出された請願２件は、いずれも不

採択となりました。そのうち「日出生台演習場

でのオスプレイを伴う日米共同訓練を行わない

ことを求める意見書提出方について」は、我が

会派は、県民、市民の安全を考慮して採択に賛成

しましたが、少数で不採択となったものです。

　二日目には、執行部から「地域まちづくりビ

ジョンについて」や「中心市街地公有地基本構

想の策定について」など 16 件の報告があり、

質疑等を行いました。その内、「大分市犯罪被害

者等支援条例（案）のパブリックコメント実施に

ついて」は、国の犯罪被害者等基本法、大分県

の犯罪被害者等支援条例の策定を受け、大分市

としての支援条例の策定作業を進めており、本

年第３回定例会での上程に向け、条例案に対す



　
当事者）から、「スーパーも近く、子育て環境も素晴

らしい地域、との思いで転居してきたのに、マンショ

ンによって、日陰が出来、プライバシーも侵害され

るなど、非常なショックを受けて生活している」と

の切実なお話もしていただきました。

　市長からは、建築主との話し合いの場を設定した

い、との回答がありましたが、行政としての対応に限

界があることも事実です。自治会、考える会としては、

これまでの高崎のまちづくりに取り組んできた住民

の思いを大事にし、子ども、孫たちの将来世代に、高

崎のコミュティや環境、まちづくりを残すため、活動

を進めていくとともに、そのための計画作りなども

大分市に提案するなどに取り組むこととしています。

　私も当事者意識を持ちながら、この問題は高崎だ

けの問題ではなく、市内の団地に共通する問題であ

ること、大分市としてのまちづくり関わるとの認識

の下、いろいろな機会を捉えて、質問などを含め提

案、提言していきたいと思います。

【活動報告】
◎「まちづくり」について

　６月 26日、大分市議会議長に、また、29日に大

分市長に対し、高崎自治会役員と高崎高層マンショ

ン問題について考える会役員が、マンション問題に

関する要望書を提出しました。これまで、　考える

会として、大分市長に要望書を提出していました

が、本年５月に、建築主が建築確認申請書を県外審

査機関に提出したこと、今年度自治会としてもマン

ション問題に取り組むこととしたため、改めて連名

で要望書を提出したものです。

　26 日の議長に対しては、議会の立場でチェック

等を行うとともに、景観条例等の見直しなどを執行

部に提言することなどを要望しました。議長は、要

望趣旨を十分に理解し、他の団地等にも影響するこ

とから、議会としてしっかり対応していく旨、発言

されていました。

　29 日の市長要望時には、自治会長から図面や写

真等を提示しながら、大部分が第１種低層住居専用

地域に、13階建て約 40メートルの高層マンション

が建つことの違和感、日照権、プライバシー侵害の

問題などを説明しました。また、未就学の子供さん

たちのお母さん（家の前にマンションが建つ予定の

《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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るパブリックコメントを求めようとするもので

す。

　３月議会には、「大分市犯罪被害者等見舞金支

給要綱」制定についての説明がありましたが、

私は、見舞金支給の必要性は理解できるものの

「条例をなぜ策定しないのか」と指摘していま

した。理不尽とも言える犯罪で、被害を受けた

方達への支援の必要性は強く思いますが、市と

しての相談体制や部局間連携など、いかに実効

性を確保するのか、が大事だと思っていますの

で、今後とも条例の内容を含め、しっかり注視、

議論していきたいと思います。

　また、三日目には、大分銀行ドーム敷地内に

建設中の「県立屋内スポーツ施設」の管内視察

を行いました。これは、大洲の総合体育館が老

朽化したことなどにより、武道場や防災センタ

ー機能を併せ持つ施設として、また、大分市の

「アリーナ構想」の一部を取り入れて、大分市

も建設費を負担する形で建設しているものです。

　視察時点では屋根材の施工中で、内部を見学

することはできませんでしたが、県の担当者か

らの説明を受け、屋根の梁や床材などに県産材

を多く使用していること、県内の様々な技術等

を多用していることなど、県内産業の力が結集

しての建物であることが理解できました。

　来年開催予定のラグビーワールドカップで

のおもてなし施設としても活用されるそうで

すが、国際級の各種競技が開催できることとな

り、県民、市民全体の競技力や関心の向上につ

ながり、さらには県・市内外から多くの方が来

訪されることを期待したいものです。

　
【総合交通対策特別委員会】
　特別委員会では、前号でも取り上げた「スマ

ートサポートステーション」や循環型バス運行実

証運行事業について、高齢者運転免許自主返納

促進事業実績等についての報告がありました。

　SSS に関しては大きな動きはないとのことで

したが、問題指摘の発言はありました。また、

循環型実証運行については、バス路線、便数の

減少などで不便さを感じている方が増えている

一方、団地間や商業施設、病院、鉄道との結節

などの必要性が高まっていることから、本格運

用のための実証運行を行ったもので、コースや

時間帯、接続方法など、今後のバス路線再編等

の参考となるものでした。

　また、高齢者運転免許自主返納促進事業につ

いては、高齢者による事故の増加の一方、公共

交通不便地域での実情に考慮し、自主返納され

た方に、タクシーチケット１万円分をお一人１

回限りで交付するものです。こうした地域にお

住まいの方たちには、私が建設常任委員時代に

事務事業評価で拡充とした「ふれあい交通運行

事業」を活用していただければ、と思います。

　今後とも、SSS の問題を含め、交通弱者と言

われる方たちに配慮した、地域公共交通機能の

整備、拡充のため、議論に参画していきたいと

思います。
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６月議会

加熱式たばこ

６月議会

　６月１１日～２５日の間、本年第２回の定例議会が

開催されました。議案は、下記の通りです。

　今回は昨年度の事業費が確定したことから、昨年度

予算の補正を専決処分したものだけで、本年度分の補正はありませんでした。

◎歳入・・市税が１４００万円の増ですが、地方交付税や国県の支出金が３１億５千万

　　　　　円の減、市債も３５億円ほど減額できています。さらに基金から繰り入れて

　　　　　いた３０億円も繰り戻すことができています。

◎歳出・・生活保護費や児童福祉費、障がい者福祉費などが１０億８千万円の減額、普

　　　　　通建設事業費も４１億８千万円の減額になっています。

          　　（これらの額が昨年度の事業費の確定額です。）

　　　☆一般会計で、総計７０億７千万円の減額補正になっています。

　※専決処分・・地方自治法には、議会招集の時間的余裕がない時などに、市長が議決すべき事

　　　　　　　件を処分できると規定されています。その場合、次の議会で報告し、承認を受け

　　　　　　　ることになっています。

市議会通信　42号 2018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

補正予算

一般議案

◎市税条例の改正・・地方税法の改正に伴い、いくつかの点で改正がありまし

　　　　　　　　　た。主な改正内容は次の①～④の通りです。
　①個人市民税の非課税になる所得の上限を引き上げました。

　　今まで、障がい者、未成年者、寡婦、寡夫の市民税では年間所得１２５万円以下の

　方が非課税でしたが、改正後は、１３５万円以下が非課税となります。その他均等割

　や所得割などが非課税の要件も改正があります。

　②所得控除の見直し

　　今まで、一律に３３万円の控除でしたが、高額所得者で段階をつくり、改正後は年

　間所得２４００万円以下の方は、４３万円の控除に引き上げましたが、２４００万円

　～２４５０万円が２９万円、２５００万円以上は控除適用なしです。

　③たばこ税率の引き上げと加熱式たばこの課税方式の見直し

　　これまでのたばこ税率を、今年１０月から、３年間で１円ずつ値

　上していきます。また、加熱式たばこは、これまで重量で課税して

　いましたが、重量と価格とで紙たばこの本数に換算する方式に変更します。
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放課後児童育成クラブ

　　④事業者の固定資産税について、次の特例措置を行います。

　　ア、中小事業者が市の認定する先端設備等の導入する場合の固定資産税を、ゼロに

　　　します。さらにこの場合、国の補助金を受ける優先採択とされます。

　　イ、事業者の公害防止用設備や太陽光発電設備の設置に関しては、課税標準の特例

　　　割合をこれまでは３分の１だったものを、２分の１にするなど、税率を上げます。

　　　（設備の内容によって割合は違いますが、標準の３分の１としていたのを２分の

　　　　１にすることになります。）

◎放課後児童健全育成事業の設備運営に関する基準を

　定める条例の改正

　放課後児童育成クラブの児童支援員の資格要件について、

これまでの資格に加え、教職員免許法に規定する免許状を有

する者や専門職大学の前期課程修了者、５年以上放課後児童

育成事業に従事した者、という要件を加えました。

◎家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

　保育ママや小規模保育事業及び事業所内保育事業を行う者が、職員の病気などで保育

が困難になった場合の代替保育について保育所等と連携することになっていましたが、

その連携が困難と認める場合、小規模保育事業所等でも代替保育を提供できることとし

ます。

　また、家庭的保育事業者等の食事の提供できる事業者について、これまでの保育所や

事業所に加え、すでに保育所等への食事搬入をしていて、アレルギー対応ができる事業

者も認められることになります。

◎津波避難施設整備工事の請負契約の締結

　３月議会で予算が承認されていた、三佐地区に設置される

「津波避難施設」の整備工事請負契約締結を承認しました。   

　契約相手は「センコー・ティーシージャパン特定建設工事

共同企業体」で、契約金額は約１億７３００万円余りです。

　示された設計によりますと、上部の面積は６００㎡、

高さは6.5m（海抜が４ｍの地点なので、上部は海抜１０ｍ位になります。）

◎義務教育費国庫負担制度堅持を求める意見書

　全国の義務教育を同じ水準にするために、義務教育費の一定割合を国庫負担する制度

を堅持することを求めるものです。

◎地方財政の充実・強化を求める意見書

　子育て支援策や介護や社会保障への対応など地方自治体の財政需要を把握し、地方財

政の充実強化を求めるものです。

津波避難施設（予想図）

意 見 書 我が会派から提出した次の２つの意見書が採択されました。


