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　2019年第２回定例会は、４月の大分市長選挙後初の議会とな

りました。今議会では、いわゆる肉付け予算と言われる予算が計

上されましたが、当初予算と合わせると一般会計では、前年比

2.7％増となりました。新規事業では、駅北の末広町１丁目地区

の市街地再開発支援や森林の荒廃防止や整備のための大分市環境

譲与税基金の造成、児童相談所の設置に向けた取組などの重点政

策項目「３つの創造」実現のための予算化が提案されました。

　その中で、「高齢者ワンコインバス事業」予算についての経過を報告します。この予算は、65歳

以上の高齢者を対象に、バス運賃を100円としていたものを、本年10月1日から、消費税の導入を

反映した初乗り運賃に合わせて150円とすることなどを広報するための経費です。背景として、

バス事業者から現行の委託料では「採算性に問題があり事業を継続できない」との提案を受け、

市は今年１月から検討委員会で議論を重ね、消費税分を含めて初乗り運賃に合わせる、としたも

のです。

　私たち社民クラブとしては、年度途中での負担増につながることは問題あり、という立場で議

論に参加してきましたが、バス事業者のこのままでは事業継続が困難との姿勢を踏まえ、高齢者

の外出機会の確保などのために、本事業を廃止させるわけはいかないことから、持続可能な制度

とするための措置や幅広い意見の聴取などの付帯意見議決を条件に、苦渋の判断ですが承認する

こととしました。

　今後とも、公共交通ネットワークの構築などを含め、高齢者の利便性向上や健康寿命の増進な

どのため、本事業の持続可能な制度の確立に向け、しっかり議論していきたいと思います。

　一方、報道等でご存知のことと思いますが、議長を巡る残念な事案が起きたことも今議会の特

筆すべきことでした。一般質問最終日に、議長不信任の動議が賛成多数で承認され、投票の結

果、23名が賛成、19名が反対となり、不信任が可決されました。不信任動議の理由としては、議

長は２年で交替する、という慣例を破ったことによるものです。確かに、前号の本コラムでも慣

例により、常任委員会等の役職、任務等を変わることとなった、と記載しました。議会運営上

「慣例」は大事なことだと思います。しかし、そのことが不信任に当たるのか、という点につい

ては考え方がそれぞれあるかと思いますが、私はいささか疑問に感じました。

　市民の代表として議会、議員の本筋を見究め、また、二元代表制の一翼として市長及び執行

部、施策等をしっかり監視、評価すること、同時に議会活性化のために、議員活動を続けていこ

うと思います。

▲壇上の松下清高

第２回定例市議会の報告
　2019年第２回定例会が６月25日から７月16日

まで開催されました。今議会は、2019年度一般・

特別会計の補正予算案の外、大分県から移譲され

る大洲総合体育館の使用に関する条例などの一般

議案等件が上程され、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。今

議会で私は会派を代表して、市長及び教育長に市

政全般に渡り、提案等を交えて質問を行いました

ので、報告します。　

【代表質問】

　代表質問を行うに当たっての基本的な考え方

は、１．中長期的な視点を持った市政運営の必要
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《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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性、２．憲法の理念を市政運営、施策に反映させる

こと、３．国連が掲げるSDGｓ（持続可能な開発目

標）を総合計画等に反映させ、「誰も取り残さな

い」ための施策を講ずること、４．共生、インクル

ーシブな社会の構築、５．地域、地場企業の活性化

と人づくりの5項目を視点として組み立てました。

　狙い通りの内容になったか、自問自答するとこ

ろですが、今後の議員活動や一般質問等で、一歩

ずつでも具体化、実現化していきたいと思います。

　質問項目が多岐に渡るため、内容及び答弁も記

載できませんので、項目と概要を報告します。

　なお、大分市議会発行の議会だよりで、５項目

ですが質問、答弁を記載していますので、ご参照

いただければ幸甚です。

◎質問項目
１．市長の基本姿勢について⑴市政運営の基本
的な考え方について、⑵本市のまちづくりに
ついて、⑶憲法と平和について、⑷SDGｓ（持
続可能な開発目標）について

２．財政運営の基本的な考え方について
３．企画行政⑴人口減少対策、⑵多文化共生施
策について、⑶広域連携について

４．福祉行政⑴障がい者福祉について、⑵高齢
者福祉について、⑶児童福祉について

５．ごみ減量対策について
６．都市計画行政⑴中心部と周辺部の均衡ある
まちづくりについて、⑵公共交通ネットワー
クの確保について

７．上下水道行政…水道事業の継続性と安心・
安全の確保について

８．商工労働観光行政⑴地場・中小企業の振興
及び競争力の強化について、⑵インバウンド
対策及び観光振興について、⑶働き方改革及
び労働者福祉の推進について

９．農林水産行政⑴農林水産業の振興及び担い
手の確保について、⑵多面的機能を有する農
地・森林の保全について

10．教育行政⑴児童生徒の安全確保について、
⑵多文化共生社会の構築に向けた教育の充実
について

【経済環境常任委員会】

　本委員会では、補正予算の外、「大分市森林環

境譲与税基金条例」等の審議を行い、３月議会以

降の各部の報告を受けました。このうち「基金条

例」は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関す

る法律」の施行に伴うもので、基金を造成して、

林業家の高齢化等により手入れ不足となっている

森林の適正な間伐や伐採後の再造林などの整備等

を計画的に進めるために使用するものです。この

問題に関しては、私の代表質問でも「農地・森林

等の多面的な機能の保全」について指摘していま

したので、方向性は同じだと思いました。

　報告事項では、大分川（ななせ）ダム周辺施設

整備等について、本年11月完成予定の大分川ダム

（完成後は「ななせダム」となります）を眺望で

きる道の駅や（仮称）多目的広場を整備する、と

の説明があり、新たな観光資源として、多くの誘

客が見込まれ、また、市民の憩いの場となること

が期待できるものと思います。

　３日目は、管内視察として、大分市を含む周辺

６市で整備計画を進めている、新環境センター候

補地３か所を視察しました。うち２か所は上戸次

に、１か所は臼杵市でしたが、上戸次の１か所を

現地で視察、確認するこ

とができました。稼働開

始の目標年度は2027年

度なっており、地元や周

辺の皆さんのご理解、ご

協力をいただきながら、

計画を進めていく必要が

あり、今後ともその動向

を注視していきたいと思

います。

【子ども育成・行政改革推進特別委員会】

　本特別委員会で、行政改革の進捗状況の説明の

外、児童相談所の設置に向けた外部有識者による

「検討委員会」において、児童相談所や一時保護

所の運営及び子ども家庭支援センターのあり方な

どについて検討する、との説明がありました。こ

れは、全国的に虐待で、小さな命が失われる残念

な事件が発生しており、中核市での児童相談所設

置を国も強く進めていることから、児童福祉推進

の観点から検討を行おうとするものです。

　児童虐待の相談件数が増加し、残念な事件が発

生していることに対し、私も児童相談所等の必要

性を感じていました。しかし、執行部の説明で

は、本年12月頃に検討委員会から提言、とのこと

に対し、危惧を抱くものです。それは、児相や一

時保護所の運営には、専門職の確保やスキルなど

の人的面の充実、確保が必要など、適切な運営、

体制確保には様々な面で困難があり、時間をかけ

ることが大事だと思っています。同時に、拙速に

結論を出すことで、結果として対応が十分でな

く、救える命が失われることがあってはならない

と考えるからです。

　このため、今後とも、検討委員会の動向を注視

し、「子どもにとって最善の利益」を考慮して、

必要に応じて提言等していきたいと思います。

▲委員会視察
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６月議会

◎名誉市民推挙式・・・・・・・・・・１８０万円
　磯崎　新氏に名誉市民の称号を贈ります。

◎防災知識普及・啓発事業 ・・・・２,８７０万円
　国が定めた新避難勧告等ガイドラインを踏まえ「わが家の

防災マニュアル(風水害版)」を作成し全戸・事業所へ配布し

ます。

◎防犯カメラ設置費補助事業・・・・・２５０万円
　防犯カメラを設置する自治会や団体に費用の一部を補助し

ます。

◎児童相談所設置に向けた取り組み・・８００万円
　子どもと家庭を支援する児童相談所の設置に向け検討します。

◎新総合計画策定事業・・・・・・・・７５６万円
　現行総合計画の期間が終わるので、新総合計画の策定をし

ます。

◎医療的ケア児教育・保育事業・・・２,６９５万円
　医療を必要とする3才以上の子どもを公立保育所や幼稚園で受け入れ、医療的ケアを実

施します。

◎末広町１丁目地区の市街地再開発への支援・・・・・１億１,７６０万円
　地権者主体の法に基づく事業に補助し、中心市街地活性化と防災性の向上を図ります。

◎野津原・大南地区に超高速ブロードバンド整備事業・・・６,０００万円
　超高速ブロードバンドが採算性の問題から未整備となっている２つの地区で事業費の

一部を補助し、光回線を整備することで情報格差を是正します。

◎佐野清掃センター大規模改修事業・・・・・・・・・２億８,２９０万円
　稼働から１６年が経過し、設備機器に整備が必要であり、新しい環境センターが稼働

するまでの間、安定稼働のため大規模改修をします。

◎子育てのための施設等利用給付・・・総計７億円（認可外保育所、幼稚園など）

市議会通信　46号 2019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

　今回は４月に市長選挙が行われたため、日程が通常より遅

くなり、６月25日～７月16日に開催されました。提案された

予算も「肉付け予算」であり、３月議会で承認された骨格予

算に追加されたものです。

肉付け予算・一般会計は105億1700万円

　　　　　　　　　　（総計で1855億5800万円）

予算 今回承認された新規事業の主なものです。 ワンコインバス制度の変更

提案された新制度は、

100円を150円にし、65

才以上を段階的に引き上

げ2024年度には70才以

上（但し、運転免許を持

たない人は65才以上）

にするという内容です。

会派としては、説明不足

であり、拙速な値上げに

反対でしたが、制度継続

が困難になる可能性もあ

ることから、正確な利用

者数把握をすることや広

範な市民意見の聴取など

の条件をつけ、苦渋の判

断で承認しました。
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　１０月からの幼児教育・保育無償化に伴い、認可外保育施設や幼稚園などの利用に係る

費用を給付します。また幼稚園が実費徴収している費用の一部を低所得世帯等に補助します。

◎地域医療情報ネットワーク整備事業・・・１,０２４万円
　子どもから高齢者の診療・健診の情報を一元管理し、他職種間で情報共有することで医

療・介護の総合的な確保を図ります。

◎地方財政の充実・強化を求める意見書
　地方自治体の役割が拡大する中、国税から地方税への

税源移譲など、地方財政確立のため財源確保を図ること

を求めるものです。

〈我が会派から提出したが、採択されなかったもの〉

◎義務教育費国庫負担制度堅持を求める意見書
　義務教育費の国庫負担制度の堅持を求めるものです。

意 見 書 〈我が会派が提出し、採択されたもの〉

一般議案

◎常勤特別職の給料月額の臨時特例措置の条例の制定
　市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、常勤監査委員の給料を、それぞれ１８

％、１７％、１２％減額する特例措置をします。（令和５年３月末まで）

◎市森林環境譲与税基金条例の制定
　本年４月より施行された森林環境税により、市等に森林環境譲与税の譲与が開始され

ます。それを基金に積み立て、適切な森林の整備促進を図る計画立案とその執行をする

ための条例を制定します。

◎祝祭の広場条例の制定
　間もなく完成する「祝祭の広場」の使用規定などについて

の条例を制定します。

◎児童福祉法に基づく指定通所支援事業等の基準を
定める条例の制定
　今年の４月から、指定障害児通所支援事業者の指定などの業務が中核市の本市に移譲

されたため、その基準を定めます。

◎市立幼稚園条例の一部改正
　今年１０月からの保育料無償化に伴い幼稚園の預かり保育料を変更します。

（公立保育所や幼稚園の保育料は、条例でなく規則で定めており、

議決は必要ありません。）

◎大分市大洲総合体育館条例の制定
　県から市に移管される大洲総合体育館の使用規定などを定め

る条例を制定します。

◎各種使用料等の改定の条例改正
　消費税率の引き上げに伴い、公民館やコンパルホール

など各施設の使用料等の改定を行います。

工事中の「祝祭の広場」

大洲体育館

４月の市

長選のた

め、今議

会で代表

質問があ

りました。社民クラブを代

表して、松下清高議員が、

基本姿勢や平和、財政、ま

ちづくりなど市政全般にわ

たる質問を行いました。

代表質問・松下清高議員


