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　本年３月10日で、今任期の折り返しとなり、慣例により、常任委

員会等の役職、任務等を変わることとなりました。私は、常任委員

会では「経済環境常任委員会」に、特別委員会は「子ども育成行政

改革推進特別委員会」に所属することになりました。

　経済環境常任委員会は、ごみの減量化や産業廃棄物処理及び地球

温暖化対策などを担う環境部と地場商工業の活性化と起業支援、観

光振興、インバウンド対策、労働者の福利厚生の充実などを担う商

工労働観光部、農林水産業の振興、後継者対策、地産地消の取り組

み、鳥獣害対策などを担う農林水産部を所管しており、本市の様々な基盤づくり、人づくり、経済の

根幹に関連する施策等を審議、チェックする重要な委員会だと認識しています。

　３期10年間の中で、初めての委員会となりますが、これまで、関係する事項について、一般質問を

行ってきましたし、県職員として、商工観光や農政、環境関係なども経験していますので、それらの

経験を活かし、市民生活に大きく影響する部局の施策等について、しっかり議論し、意見反映を行っ

ていきたいと思います。

　また、子ども育成行政改革推進特別委員会は、２回目の所属となりますが、待機児童の解消や子育

て、子育ち支援など、大分市の将来を担う子どもたちを社会全体で支える仕組みや制度づくり、市民

の理解促進などとともに、持続可能な市政運営、財政を図るための行財政改革などに対し、人口減

少、少子化・高齢化などの進展を踏まえた意識、観点をもって議論し、それぞれの施策等の充実に努

めていきたいと思います。

　さらに、両委員会の外に、「議会活性化推進会議」にも所属し、二元代表制としての議会の機能及び

市民の代表としての議員活動の活性化にも積極的に取り組んでいく所存です。

　私にとっては、議員として10年、今任期の折り返しという節目の年でもありますが、市民目線、市

民感覚を大事にしながら、地域・地元に密着しつつ、社会的に弱い立場の方たちに寄り添った活動を

続けていきたいとの思いを改めて強くしていますので、皆様からの情報提供や提言、ご意見などを頂

き、議会、市政に反映していきたいと思います。

▲壇上の松下清隆

第１回定例市議会の報告
　2019年第１回定例会が３月５日から３月19日

まで開催されました。今議会は、2019年度一般・

特別会計の当初予算案の外、民生委員の定数を定

める条例の一部改正などの一般議案等35件が上程

され、いずれも一部反対がありましたが可決、成

立しました。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。以下、一般質問の

内容を中心に報告します。

【一般質問】

　大分市のまちづくりについて

◎質問骨子
①高崎地区の商業施設跡地での住民の意思な

どに反するマンション建設問題を踏まえ、居
住環境や地域の特性を反映した土地利用及び
建物の用途規制など、「用途地域」のあり方
を見直すべきではないか。また、同様な案件
が生じないよう（地区計画の策定など）、関
係地域、住民への周知方法等について聞きた
い。

②大分市立地適正化計画の実効性確保のため、
規制や具体的な誘導策について聞きたい。
◎答弁骨子
①地域の住民が主体となる、きめ細やかなまち
づくりに向けた取り組みが求められており、
住民の意向や地域の実情を把握し、用途地域
の指定や見直しも含め、適切な土地利用に努
めたい。
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社会生活がスタートします。時には、厳しい現実

や困難が待ち受けているかもしれませんが、「森

の木」で過ごした友達やスタッフ、経験などを思

いだし、「決して一人ではない」という気持ちを

持って、頑張って欲しいと思い、これからの人生

にエールを送りたいと思います。

【活動報告】

◎「森の木卒園・卒業おめでとう会」

　３月９日（土）、児童養護施設「森の木」の卒

園・卒業おめでとう会に出席しました。「森の

木」は、様々な事情により家庭での生活が困難

な２歳から18歳までの子どもたちが生活する施

設で、39名の子どもたちが、スタッフや地域、

ボランティアの方たちに支えられながら生活し

ています。

　私は、議員になって以来、時折「森の木」を

お訪ねし、子どもたちとの交流を深めるととも

に、生活実態などをお聞きし、議会での一般質

問などで、社会的に支えるための制度の充実な

どを提言してきました。

　３月をもって、高校を卒業し、自立のための

社会生活に大きく踏み出すため、「森の木」を卒

園する子どもを施設や支えてきた方たちが祝福

し、将来への激励のための式ですが、今年は例

年になく少なく一人のみでした。卒園生は、関

東の大手企業に就職することになり、一人での

《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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　地区計画や景観地区の制度などについて、市
報やホームページによる周知とあわせ、まち
づくり教室の開催、都市計画マスタープラン
の改定に向けた説明会を通じ、情報の提供な
どを行っていきたい。

②社会情勢の変化に伴う居住や都市機能の立地
状況を確認し、適宜、誘導区域や誘導策の見
直しなどを行っていきたい。

　ひきこもり対策について

　8050問題など、「ひきこもり」が社会問題化す

る中、その対策は早期に、市民に身近な市役所が

庁内連携及び関係機関との連携での対策、支援の

必要性を指摘し、一元的な取り組みを提言したも

のです。

◎質問骨子
①ひきこもりとの関連性が指摘されるため、不
登校の現状と対策について聞きたい。

②本市のひきこもり対策の現状等について聞き
たい。

③ひきこもり対策、支援などについての認識を
聞きたい。

④一元的な窓口及びネットワーク会議的な設置
について聞きたい。
◎答弁骨子
①平成 29 年度の不登校児童生徒数は、小学校
で 204 人で全体の 0.77％、中学校では 530
人で全体の 4.34％である。専門スタッフを活
用し、相談、指導・援助を行うとともに、支
援チームでの取り組み、エデュサポート内の

「フレンドリールーム」での学校復帰や社会
的自立に向けた支援など、一人一人の実情に
応じた支援の充実に努めている。

②町内９部局 22 課で構成される「大分市生活
困窮者自立支援対策連絡調整会議」におい
て、情報を共有し、相談、訪問支援などを行
うほか、関係機関での就労支援などにつない
でいる。

③様々な問題が複雑に絡み合い、長期間に及ぶ
ことから社会問題となっており、専門の機関
が連携し、きめ細やかな支援が必要と考えて
いる。

④第一次的相談窓口としての「ひきこもり地域
支援センター」の周知と連携を強化したい。
ネットワーク会議的な設置については、既存
の会議を活用しているが、庁内外の関係機関・
団体等との連携が重要であり、今後は、外部
団体を含めた会議のあり方についても検討し
ていきたい。

　（仮称）共生社会づくり条例の制定について

　障がい者や高齢者など、社会的に弱い立場の方

が、自分らしく、また、自立や社会参加するため

の社会的な障壁（ハード・ソフトと両面で）をな

くすこと、合理的な配慮等についての理解と取組

を進めるための条例制定を提案しましたが、障が

い者団体等での本市独自の条例制定を求める声が

少ない、とのことであり、今後とも障がい者団体

や支援者などに対する取り組みの必要性を感じま

した。
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３月議会

平和都市宣言（台座の右側に宣言文）

スポーツ施設予定地
（大分市葬祭場の下の森林です）

市議会通信　45号 2019年３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

３月議会

　3月5日～19日まで、議会が開催されました。

本来であれば３月議会は４月からの新年度予

算の承認をしますが、今回は市長選挙がある

ため、義務的経費や継続経費を中心とした骨

格予算と早期に執行を要する経費などが承認

されました。

　骨格予算ではありますが、新規事業もあり、主なものは下記の通りです。

◎１２誘導心電図伝送システム整備事業・・・４,４５０万円

　救急現場の傷病者の心電図など１２種の情報を医療機関へ動画で送信するものです。

◎平和記念講演会開催事業・・・１３０万円

　平和都市宣言３５周年を記念して、平和への想いの講演会を開催します。

◎指定避難所等機能強化事業・４,２００万円

　防災拠点の小中学校に発電機や投光機を整備します。

◎自治会連合会運営費補助金・７,２６５万円

　各地域の自治会連合会の運営を支援します。

◎災害情報システム整備事業・７,４００万円

　防災などの情報を市民に伝達する防災メール、電話、

ファックス、ＳＮＳに対応したシステムを整備します。

◎集落営農構造改革対策事業費補助金・・・１,１９０万円

　集落営農法人等が組織した「地域農業経営サポート協議会」に補助し農地維持困難地

域への支援で耕作放棄地の発生を抑制します。

◎南部地域スポーツ施設整備事業・１億６２２万円

　大南地区に多目的グランドを整備するための設計と測

量などの予算です。

◎ハーバード大学生との交流事業・・・１２８万円

　アメリカのハーバード大学生と市内の中学生の交流をします。

◎在宅就労促進に向けたセミナー開催・８５万円

一般会計・・・１,７５０億４,１００万円

予 算
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　障がい者の在宅就労などをテーマにした企業向けセミナーを開催し、人材確保・活用を

図ります。

◎ラグビーワールドカップ県推進委員会負担金・・・６億９６０万円
　ラグビーワールドカップの県推進委員会に係る市の負担金です。

◎スクールソーシャルワーカー活用事業・・・８,２２０万円
　市内小中学校に配置しているスクールソーシャルワーカーを２名増で２８名にします。

◎特別支援の補助教員・・・１億６,８６５万円
　特別支援のための補助教員を、３名増で１２３名にします。

◎統計不正問題の真相究明と信頼回復を求める意見書
　国の毎月勤労統計調査で不正が行われてきたことに対し第三者による真相究明と統計職

員を増員し必要な施策で信頼回復を求めるものです。

意 見 書 〈我が会派から提出したが、採択されなかった意見書〉

一 般 議 案

◎大分市認定子ども園の要件を定める条例の制定
　今年の４月から、幼稚園型認定子ども園、保育所型認定子ども園及び地方裁量型認定

子ども園の認定などの権限が、都道府県から中核市に移譲されることから認定の要件（職

員配置や設備等の基準）を定めるための条例の制定です。

◎市立小学校空調設備整備事業の事業契約の締結
　市立小学校の全ての普通教室に空調設備を整備するた

め事業の契約を締結しました。契約相手は、「Ｏｉｔａ

小学校空調サービス株式会社」で、契約金額は約２９億

９,０００万円です。

◎大分市民生委員の定数を定める条例の一部改正
　現在、市内の定数は８７０人でありますが、責務の状況から９００人に増員します。

中学校空調施設の室外機
（昨年度に設置）

所属委員会などの変更

　今期の半分の２年が経ち、各議員の所属委員会
などが変わりました。
　会派の各議員の所属委員会等は次の通りです。

　　◎副議長・宮邉和弘

会派の役職
　団　長・日小田　良　二
　副団長・安　東　房　吉
　幹事長・高　野　博　幸

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

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

議　員　名 所属委員会など （◎は委員長・○は副委員長）


