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　最近の気になる事案２題。近年、自然災害が相次いで発生して
います。直近でも西日本豪雨や大阪、北海道胆振東部地震、台風
などによる大きな被害が出ています。お亡くなりになった方、被
災された方たちに心からお悔やみ、お見舞い申し上げますととも
に、一日も早い復旧、復興をお祈りします。同時に、大分市にお
ける防災・減災対策など、いつ、どこで、どのような災害が発生
するかわからない、ということを行政、議会、市民全体で共有
し、準備しておく必要があることも訴えたいと思います。
　２点目は、大分市中心市街地祝祭広場整備事業です。昨年、23億円余りで購入した土地を、2019年
秋のラグビーワールドカップなどのイベント会場として、また、様々なイベント会場にも使用し、中
心市街地の活性化等に寄与すること等を目的に、「祝祭広場」として整備するもので、今年度、公開
プレゼンテーションを経て工事着手の予定となっていました。クレーンを利用した移動式の屋根を特
徴としていましたが、災害時の危険性を指摘されたことで、設計を見直すことになりました。
　想定を超える災害が多発する昨今、市の施設の危険性を防止するのは当然としても、本件の場合、
安全性を前提とした設計やデザイン性などを考慮した上での採択だったはずであり、今回の執行部の
判断に対し、陽だまり37号で指摘した、将来を見据えたまちづくりやレガシーの形成といった観点及
び費用対効果、財政状況などを考慮した疑問、問題点に加え、新たに指摘せざるを得ません。
　今後とも、このような問題意識を持ち、市民の生命、財産の安心、安全の確保と地域や産業の活性
化などの各種施策について、「持続可能な開発目標」をキーワードとして、チェック機能を果たすと
ともに、建設的な立場で提言、提案していきたいと思います。

▲壇上で質問をする松下清高
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第３回定例市議会の報告
　平成 30 年第３回定例会が９月３日から 28

日まで開催されました。今議会は、平成 30 年

度一般・特別会計の補正算案の外、犯罪被害者

等支援条例案などの一般議案等が上程されまし

た。また、平成 29 年度の決算審査も行われま

したが、私は特別委員会の副委員長を仰せつか

りました。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。

【一般質問】
　大分市における「まちづくり」をどのように
進めるのか、という観点から、現在、策定中の
「大分市立地適正化計画」とまちづくりのルー
ルである地区計画を法的に担保するための「(
仮称 ) 大分市建築条例」の制定についての２点
に絞って質問を行いました。
　ただ、「立地適正化計画」は策定中でもあり、
いずれも十分な答弁を引き出すことが出来ませ
んでしたので、今後、実効性等を見守るととも

に、他市、特に中核市の状況や効果などを調査
し、具体的な提言、提案をしていきたいと思い
ます。
「大分市立地適正化計画について」
◎質問骨子
　　①計画策定の背景、目的及び②方向性や効
果等について、また、③パブリックコメント
等の計画の反映、④実効性確保のための具体
的な施策について聞きたい。
◎答弁骨子
①②少子高齢化の進展や人口減少社会の到来が
見込まれる中、コンパクトなまちづくりによ
り、暮らしやすさの確保と地域の魅力づくり
を進めることを目的とし、各種の誘導策を講
じることで、一定のエリアでの人口密度が維
持され、効率的な生活サービスの提供と地域
コミュニティの増進などに寄与するものと考
える。

③意見等を精査し、計画案に可能な範囲で反映
したい。

④「民間事業者による誘導施設の整備に対する
支援」や「都市基盤整備による住環境整備」、



　
テージでの活動紹介、参加体験などで楽しんでも

らうほか、地域の特産品やうまいもんの販売など

もありました。

　「ＮＰＯ博」を通じて、ＮＰＯや市民団体活動を

アピールして、多くの方に活動を知っていただく

とともに、ＮＰＯ等への参加意欲を高める機会は

大事だと思っていますので、次回以降、私の参加

するＮＰＯ等も参加、協力したいと思います。

【活動報告】
◎「おおいたNPO博」

　９月 16 日 ( 日 )、大分駅府内中央口広場で「第

２回おおいた NPO 博」が開催され、大分市議会を

代表して祝辞を述べさせていただきました。この

ＮＰＯ博は、ＮＰＯ法人や市民団体等がその活動

を広く市民の皆さんに

周知するとともに参画

を促し、地域コミュニ

ティをさらに活性化し

ていくことを目的に開

催したもので、各団体

が出展し、ブースやス

《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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佐賀関市民センター・大南市民センター・コンパルホール

鶴崎市民行政センター・稙田市民行政センター

坂ノ市市民センター・南大分公民館

大分西部公民館・大在市民センター

野津原市民センター・明治明野公民館

大分東部公民館・大分南部公民館

佐賀関市民センター・大南市民センター・コンパルホール

鶴崎市民行政センター・稙田市民行政センター

坂ノ市市民センター・南大分公民館

大分西部公民館・大在市民センター

野津原市民センター・明治明野公民館

大分東部公民館・大分南部公民館
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などを計画に掲げており、「多極ネットワー
ク型集約都市の形成」の実現に向けて施策を
推進していくこととする。
「まちづくりのルールについて」
◎質問骨子
　　①大分市における地区計画の策定数及び計
画に反する建築事案について、②計画に反す
る事案への対応、③条例制定の効果、④条例
制定の考え方について聞きたい。
◎答弁骨子
①本市では、大分駅南地区など 13地区を都市計
画決定している。また、地区計画区域内の建
築計画は、29年度末までに497件届出があり、
地区計画に反する事案は１件となっている。

②是正指導を行った後、都市計画法に基づく勧
告を行った。

③条例制定により、地区計画の制限が建築基準
法に基づく建築確認申請の審査対象となり、
是正命令等の規制措置が可能となる。

④これまでの届出件数に対する勧告状況から見
て一定の効果が得られているものと考える。

【総務常任委員会】
　総務常任委員会では、付託された予算議案１

件、一般議案５件などのほか、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。陳情について

は、継続となっている２件と新たに提出された

１件ともに、継続審査となりました。

　また、二日目には、「地域まちづくりビジョン」

や「中心市街地公有地基本構想の策定」などに

ついての報告がありました。「中心市街地公有地

基本構想」は、荷揚町小学校や中島小学校跡地

及び駅北側の 22街区、54 街区の利活用につい

て調査、検討を行っているものです。この中で、

荷揚町小学校跡地については、私が文教常任委

員長のとき、地元自治会からの「地域コミュテ

ィのハード整備」などの要望をいただいていた

ものであり、また、22街区は一般質問で、「交

通結節機能としての高度利用」を提案したもの

であるだけに、今後も関心を持ち、注視してい

きたいと思います。

【市民意見交換会開催のお知らせ】

　大分市議会では、市民の皆様の多様な意見を把握し、これを市政に反映させるとともに、市

民の皆様と一緒にまちづくりの活動を行うため、毎年「市民意見交換会」を開催しています。

　今年で 11 回目となりますが、以下の 13 地区で開催しますので、ご都合の良い日時、会場

に足を運んでいただき、皆様のご意見やご提言をいただければ、と思います。
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決算審査特別委員会

一 般 議 案

南春日駄原線の歩道

補 正 予 算

市議会通信　43号 2018年９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

９月議会

◎市犯罪被害者等支援条例の制定
　犯罪被害者への相談や見舞金、住宅などの支援を行います。

　９月３日～２８日まで議会が開催されました。

今回は例年と同じく、後半には昨年度予算の決算審査

を行いました。

◎危険ブロック塀等・除去事業の追加・・１,０５０万円（追加１５０件分）
　道路に面した民間の危険なブロック塀等の除去に補助する予算を追加します。

◎市有施設ブロック塀等改修事業・・・３,９６０万円
　学校など市有施設のブロックなどの改修を行います。

◎民間放課後児童クラブ活用事業（施設改修等補助）・・１,８００万円
　４校区（松岡・大道・明治・賀来）の民間放課後児童クラブの施設改修費に補助しま

す。（必要度に応じた事業です）

◎市立幼稚園の保育室空調機整備事業・・６,２００万円
　市立幼稚園のうち６園（２年制実施）の保育室にエアコンを設置します。

◎企業の立地に対する助成・・５億９６万円
　市内企業の設備投資等に助成を、当初予算の１４社分に追加し、さらに１４社へ助成

します。これで雇用創出を図ります。

◎南春日駄原線歩道整備事業・・・１億８００万円
　今度整備された駄原運動場周辺の歩道を整備します。

◎佐野清掃センター機能整備事業・・９,７２０万円
　排出物の冷却設備の改修を行います。

◎横尾土地区画整理事業・・・８,０００万円
　大東中の東側の土地を利活用できるよう整備します。

◎民間放課後児童クラブ活用事業（来年度分）・・３,４４０万円（債務負
担行為）
　来年度運営するクラブ（上記４校区）の運営費の予算を前倒しで承認します。

◎小中学校幼稚園防犯対策強化事業・・８,７００万円（平成３５年度まで
債務負担行為）
　市立小中学校・幼稚園に防犯カメラを設置します。

�一般会計・９億６,８００万円の補正



2018 年 10 月 10 日第 39 号

◎旧優生保護法による強制不妊手術に被害者に対する早急な救済を求める意見書

　旧優生保護法下で強制不妊手術された被害者に対して早急な救済を求めるものです。

〈我が会派から提出したが不採択になった意見書〉

◎主要農産物種子法の復活を求める意見書

意 見 書

◎市議会議員及び市長の選挙運動の公費負担に関する条例の改正

　選挙法において選挙運動用ビラ作成について公費負担できるようになります。

２０１７年度の決算審査

　昨年度決算の審査を正副議長と監査委員の４名を除く４０名の議員で行いました。

　下記の通り、事務事業評価も行いました。　以下概要をお知らせします。

　一般会計の歳入の総額は、１,７７８億２,０００万円、歳出の総額は１,７２９億９,７６

０万円です。その差し引の形式収支は４８億２,２００万円の黒字で、翌年度に繰り越すべ

き財源を引いた実質収支は４１億２,８００万円の黒字です。　　　　　　　　　　　　　

　歳入では、市税が７８６億６,０００万円で、前年度より８億３００万円の増、市税等の

自主財源の割合も55.2％で、前年度比2.1%の増で自立できていると言えます。しかし一方

で財政調整基金（貯金）からの取り崩しが２３億２,０００万円程あり、今後注視しなけれ

ばなりません。

　歳出では、義務的経費の、人件費は２８０億５００万円で前年度比４億９００万円の減

でありますが、扶助費が５１９億５００万円で、前年度比１４億３,０００万円の増は、保

育所等への給付費の増によるものです。市の借金返済金である公債費が１９６億２,４００

万円で前年度比３億１,６００万円の増で、義務的経費全体も増加しています。そのほか土

木費が２０４億５,０００万円で前年度より２３

億９,３００万円の増、教育費は碩田学園の建設

が終了し前年度比５４億７,８００万円の減の１

３６億８,２００万円です。　　

　市の「財政指標等」では義務的経費が予算に

占める割合である「経常収支比率（80％以下が

望ましい）」は92.9％で、財政が硬直化してき

ています。また、借金の返済である公債費が占

める割合の「公債費比率（15％以下が望まし

い）」は、10.6％でこの点は、まだ余裕がある

と言えます。

　また市の貯金とも言える基金では主要３基金

の残高は、１９８億９,５７０万円で前年度比２

３億３,０００万円の減となっており、借金であ

る市債の総額は１,７２３億６,７００万円で、前

年度比４６億９３００万円の減となっています。

市債のうち臨時財政対策債は増加していますが、

市債全体の総額は減っている状況です。

事　業　名 評価結果

地域おこし協力隊事業

男女共同参画推進事業 

国際スポーツ誘致推進事業

産休等代替職員雇用費補助金

子ども家庭支援センター事業

健康推進員地域活動事業

奨学助成事業

大分っ子基礎学力アップ推進事業

スクールソーシャルワーカー活用事業

道路維持費（認定外道路整備）

周辺地域循環型交通実証運行事業

ふるさと団地の元気創造推進事業

ごみ減量・リサイクル推進事業

おおいた産品創出・魅力発信事業

高崎山おさる館等指定管理業務

拡充

継続

継続

継続

拡充

継続

拡充

継続

拡充

拡充

継続

継続

継続

継続

拡充

次の意見書が採択されました。


