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陽だまり

まつきよコラムまつきよコラム

　９月20日から、ラグビーワールドカップ日本大会が開会しま

した。大分県でも５試合が開催され、強豪チーム同士の試合や準

々決勝が行われるなど、注目度の高い大会となっています。大分

市でも試合会場があることから、国内外の多くの方が試合観戦に

来られると思いますが、観戦後は観光やショッピングをしていた

だき、地域経済の活性化になれば、と大いに期待しています。

　昭和電工ドームの試合会場だけでなく、いこいの道広場の「フ

ァンゾーン」に加え、いろいろ問題はあるものの完成した「祝祭の広場」を始め、市内中心部で

様々なイベントが繰り広げられ、同時期に開催される「おおいた食と暮らしの祭典」などとも連

携して、大分市を訪れる方たちに大分の魅力を発信、アピールするとともに、リピーターとなっ

て今後も大分市を訪れていただけるよう、市民全体でおもてなしの気持ちを持って応対していた

だくこともお願いしたいと思います。

　さて、大分市議会では、市民の多様な意見を把握し、市政に反映させ、市民と一緒にまちづく

りの活動に取り組むため、市民意見交換会を開催しています。

　今年も11月５日(火)から10日(日)までの６日間、市内13会場で開催することとなりました。主

な内容は、①議会からの報告、②テーマに基づく意見交換、③市議会及び市政への意見となって

います。そのうち②で、今年は「投票率の向上対策」をテーマに取り上げています。本年４月の

統一自治体選や７月の参院選において、投票率は過去最低に近いものとなっており、２年前の大

分市議選では初めて50％を下回る結果となっています。

　私たち議員の活動、行動が問われていることも自覚していますが、市民意見交換会などを通じ

て問題提起をし、幅広い世代での議論を喚起することなどで、政治や選挙に関心を持っていただ

き、投票行動につながることを期待するものです。

　お住まいや会社、学校などお近くの会場に足を運んでいただき、投票率の問題だけでなく、市

議会や市政に対する質問やご意見を賜れば、と思っています。

▲視察対応

【市民意見交換会 開催期間】　11月５日(火)～10日(日)

開催日 場　　所 開始時間

５日(火)

６日(水)

７日(木)

１８時～

１８時～

１８時～

稙田市民行政センター

開催日 場　　所 開始時間

８日(金)

９日(土)

10日(日)

１８時～

１４時～

１４時～

大分東部公民館

大南市民センター

鶴崎市民行政センター

坂ノ市市民センター

大分西部公民館

大在市民センター

大分南部公民館

コンパルホール

野津原市民センター

佐賀関市民センター

明治明野公民館

南大分公民館

第３回定例市議会の報告
　2019年第３回定例会が９月２日から９月26日

まで開催されました。今議会では、滋賀県大津市

の事故を受けた交差点安全対策のための事業費な

どの補正算案の外、会計年度任用職員の導入に係

る条例の制定等の一般議案等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。また、平成30年度の決算審査も行われ、議会

最終日に各決算議案が認定されました。主な議案
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　また、同日、「佐藤龍男展」開催の前にあるビ

ルでは、「リトルアトリエスイッチ」の展示会も

コラボ開催していました。リトルアトリエスイッ

チでは、知的障がい者、施設が作り出した作品、

パンやクッキー、工芸品などを付加価値を付け

て、一般の方に紹介する活動を続けています。障

がい者施設の作品、販売の課題は、一般的にあま

り知られていないことですが、リトルアトリエス

イッチの活動は、障がい者の自信と工賃向上、社

会的な繋がりに資するものだと評価しています。

　同時に、アートストレージの取組は、昨年の障

害者・芸術文化祭のレガシーを実践するもので

す。私は、総務常任委員会のとき、国民文化祭や障

害者芸術・文化祭の取組をいかに根付かせ、発展

させていくのか、対策と支援が必要、と指摘して

いましたが、このような取組は、障がい者の制作

意欲の向上と発表の場及び一般の方への認知度の

広がりに大いに寄与するものと考え、微力ながら

できる限りの支援をしていきたいと思っています。

【活動報告】

◎「議会活性化推進会議」

　私は現在、議会活性化推進会議のメンバーと

して、大分市議会の活性化を議論しています

が、合わせて他の自治体からの視察にも私たち

活性化のメンバーが対応しています。７月29日

(月)には、東京都葛飾区議会の視察があり、「議会

BCP」などについて説明し、質疑等もこれまでの

経験などを踏まえて応答しました。本市の議会

改革は全国的に評価されており、視察に来られ

る議会もかなりあるのですが、葛飾区議会の皆

さんも当日は、市内で宿泊していただき、会食

などもしていただきましたので、本市経済の活

性化にも役立っているものと考えています。

◎「アートストレージ」

　９月７日(土)から16日(月)までの間、竹町の

ビルで「佐藤龍男展」が開催されました。佐藤

さんは障がいがあり、臼杵市の施設を利用して

います。その中で、絵を描いていますが、見た

ものを感じるままに描いており、独特のタッチ

が印象的です。今回、初めて個展を開いたので

すが、オープニングの夕方にはトークや佐藤さ

んの絵をモチーフにした料理を制作、飲食する

パーティーもあり、多くの方が参加していました。

《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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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、

委員会や全般的な議会活動について報告します　

【経済環境常任委員会】

　本常任委員会では、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。陳情は、新たに提出され

た「新環境センター建設候補地の白紙撤回を求め

る陳情」でしたが、

慎重に審査した結

果、不採択となりま

した。これは、近接

の地元においては班

ごとに丁寧な説明を

行い、特に反対の意見はなかったとの説明を受け

たことに加え、地元自治会から同意書が提出され

たことなどにより、採決したものです。ただ、一

部反対意見もあるため、今後とも丁寧な説明と地

元からの要望等に対応することを求めました。

　一般議案は、佐野清掃工場の大規模改修工事の

請負契約の締結でしたが、これは新環境センター

が稼働するまでの間、延命させるためのもので

す。その他は、各部からの報告事項について審議

等を行いました。商工労働観光部や農林水産部か

らは、ラグビーワールドカップ2019の開催期間中

の様々な関連イベントについての説明がありまし

た。国内外から大分市を訪れる方たちに、観光施

設だけでなく、大分の食やアート、技術などを五

感で楽しんでいただくためのものですが、観光客

だけでなく市民の方にも楽しんでいただけるもの

と思いました。

【経済環境決算分科会】

　本定例会で決算特別委員会が構成され、各常任

委員会を決算分科会として、平成30年度決算を審

議しました。合わせて、議会としての事務事業評

価を行うこととし、事前に３事業を選定、勉強会

などで問題点や課題などを洗い出していました。

決算審査では、各部ごとに説明を受け、質疑を行

いましたが、私からは各部の事業等で費用対効果

や成果などについて、質問、指摘を行いました。

審査の結果、一部反対意見がありましたが、分科

会として認定することとしました。

　また、事務事業評価では、①「水素エネルギー

導入推進事業」と②「知的・精神障がい者雇用促

進事業」は継続に、③「森林セラピー魅力創出事

業」は拡充との評価になりました。②の事業は、

開始後10年が経過する中、民間の事業所が増加す

るなど、情勢変化が進んでおり、新たな事業展開

を求めて継続としたものです。

▲霊山視察
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９月議会

現在の金池小学校

市議会通信　47号 2019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

　９月２日～26日の間、議会が開催されました。今回は、

補正予算と2018年度決算について審議されました。

補 正 予 算

　下記の主な事業のための補正予算が承認されました。

◎市道交差点における防護柵等の設置・・・１億１,０００万円
　歩行者安全のため、市道交差点に防護策などを設置します。（１１３ケ所）

◎私立保育所等給付費の追加・・・５,８００万円
　０～２歳の保育を希望する子で第２子以降の子の保育料を全額減免します。

◎大分みなと祭り開催補助金・・・１２０万円
　大在公共埠頭で行われる「みなと祭り」への補助です。

◎戸次本町地区景観整備事業・・・９２３万円
　戸次本町の町並み景観のため建築物修理に係る補助です。

◎金池小学校施設整備事業（ＰＦＩ事業として）・・５８億２,０００万円
　小学校の校舎等の建て替えをＰＦＩ事業で行います。

　（２０３８年度までの維持管理費も含めた債務負担

　　行為としての予算です。）

◎森林環境整備促進事業・・・１,０４５万円
　未整備の森林の調査などの経費です。

�一般会計・・３億2100万円の補正予算

一 般 議 案

◎計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定
　市職員として会計年度任用職員を採用するため

に、新たに条例を制定しました。

  この条例によって採用された「会計年度任用職

員」には、報酬の他に期末手当、通勤手当なども

支給されます。１年を超えない期間の雇用ですが、

４回まで再度任用できます。

　これまでの嘱託職員などに比べ、待遇は改善す

ると考えられますが、新しい制度の導入ですので、

今後課題など検証しなければなりません。

会計年度任用職員

行政に非常勤職員が増加する

中、１会計年度（４月〜翌３

月）を超えない期間で雇用す

るもので、国から示された新

しい制度です。これまでの非

常勤職員と違い、期末手当や

通勤手当が支給され、休暇も

待遇が改善されますが、課題

の検証が必要です。
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◎大分自動車道及び東九州自動車道の濃霧対策に関する意見書
◎あおり運転を防止するための法整備を求める意見書

〈我が会派から提出したが、不採択になったもの〉
◎核兵器禁止条約への参加を求める意見書
◎消費税１０％への増税に反対する意見書

意 見 書 〈採択された意見書〉

◎市印鑑条例の一部改正
　印鑑登録で旧性も記載できるようにします。

◎市立幼稚園条例の一部改正
　休園中の明野幼、城南が丘幼、寒田幼、こう

ざき幼と、２年連続園児が９人以下の津留幼と

判田幼の計６園の廃園のための条例の改正です。

会派として・・６幼稚園の廃園

について、住民への丁寧な説明と

周知徹底や幼稚園に遠距離で行け

なくなる子への対応、多年制保育

や一時預かり事業の早期導入など

問題点を指摘しました。

決算審査

　前年度（２０１８年度）の決算の審査と１５の事業の事務事業評価を行いました。

　一般会計の歳入総額は、1763億7875円で、歳出総額は、1718億8683万円で、差し引

き形式収支は44億9192万円の黒字で、翌年度に繰り越すべき財源を引いた実質収支は38

億6507万円の黒字となっています。

　歳入の状況は、市税収入は786億1131万円で全収入の44.6％を占めます。手数料などを

含めた自主財源は全収入の53.4%ですが、前年度より1.8%減少しています。

　歳出では、生活扶助費など民生費が752億円で歳出の43.8％を占めています。借金の返

済である公債費は187億円で10.9％、土木費は182

億円（10.6％）教育費は137億円（8.0％）となって

います。　

　財政の健全性を表す財政指標を見ると、財政力指

数は0.903で、1.0に近く健全と言えます。また主要

基金（貯金）の残高は202億6274万円で前年度より

3億6700万円増加し、市債残高（借金）は1716億

7000万円で、前年度より21億9000万円ほど減少し

ています。さらに市税収納率は99.3％で、前年度よ

り0.1％向上し、財政健全化の努力も伺えます。 公

債費比率（借金返済金の割合・15%以下が良好）は

9.4%で良好ですが、義務的経費の割合である経常収

支比率が93.6％であり、硬直化が進んでおり、今後

注視していかなければなりません。

※財政力指数・・・自治体を運営するのに必要な経費

（基準財政需要額）に対して、税収など自前の財源（基

準財政収入額）がどの位あるかを表す。1.0が経費と財源

が同じ。

事務事業評価結果

高齢者運転免許自主返納促進

武漢事務所業務委託

スポーツオブハート開催

就労ピアサポートサロン

地域多世代ふれあい交流

子どもの学習支援

外国語指導助手招聘

学校図書館活性化

まちかど歴史再発見

大分いこいの道協議会交付金

災害対策ポンプ借上料

住宅等ストック対策推進

水素エネルギー導入推進

知的・精神障がい者雇用促進

森林セラピー魅力創出

 継続

 継続

 廃止

 継続

 継続

 拡充

 拡充

 継続

終期設定し終了

 拡充

 拡充

 継続

 継続

 継続

 拡充


