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　新型コロナウイルスによる感染は、全世界に蔓延し、感染者数は3500万
人を、死者は100万人を超えています。我が国では、７月から８月にかけ
第２波と言える状況で、大分県でも同様の感染状況となりましたが、９月
以降本稿執筆時まで新たな感染者の発生がなく、幾分落ち着いているもの
となっています。しかし、インフルエンザの流行期も間近で、警戒を緩め
ることなく、３密防止、マスク着用などの感染防止が必要なことに変わりはありません。
　というような中、政府は落ち込んだ経済の回復を見込んでいるのか、旅行費用の支援を目的と
したGoToトラベルなどを行っていますが、県外を超えての旅行、移動などによる感染拡大の懸念
も消えていません。特に10月以降は東京発着も追加されたことから、さらなる注意が必要となっ
ています。
　とは言え、８月の自殺者数が、対前年同月比で15％増加しており、コロナの影響による倒産、
解雇、雇い止めなど経済悪化が原因とも考えられ、事業継続や就労支援などの経済対策の外、
「いのちの電話」などによる相談機関の利活用とその周知が喫緊の課題となっています。
　周囲に落ち込んでいるような日頃と様子が変わっている方には、積極的な声掛けや悩みがある
場合は、専門機関の相談を進めるなど、「ゲートキーパー」としての対応をお願いします。私も、
相談体制の拡充や周知、事業継続のための支援などについて、今後とも提言していきたいと思い
ます。
　一方、７月豪雨では本市でも家屋の半壊や床上、床下浸水、道路や河川農業施設などにかなり
の被害が発生しています。市としては、災害ごみの収集や持ち込み、床下消毒に加え、市営住宅
の提供や各種公共料金の減免措置などの緊急対応の外、９月議会で関連補正予算を計上するなど
の対応を取っています。被災された方に、心からお見舞い申し上げます。
　７月７日からの豪雨被害による避難所運営については、体験を基にして一般質問を行いました
が、近年は「想定を超える」大雨による被害が全国各地で発生しており、浸水対策やがけ崩れな
どが発生しやすい場所などについては、ハザードマップによる確認と早めの避難に加え、危険地
帯からの移転や福祉施設の新設を認めないなどの政策的なハード対策も必要になっています。
　地震などとともに、豪雨災害の発生はいつ、どこでも起こり得ることを認識し、それぞれの個
人、家庭でも備蓄や避難経路、場所の確認など、日ごろから備えておくことが必要です。また、
災害時要配慮者の把握と万が一の場合の支援など、地域での助け合いなど、地域防災力の向上と
充実のための取り組みについても、市の施策に反映できるよう活動していきたいと思います。
　一方、新型コロナの感染防止という新たな対応策も必要になっており、一般質問でも取り上げ
たように、今後とも必要な施策や地域防災計画の見直しなどについて、提言、提案していきたい
と思いますので、皆様のご意見やご助言等をお願いするものです。

▲議会で質問をする松下
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第３回定例市議会の報告
　今議会では、新型コロナウイルス対策及び７月

豪雨災害に関する各種事業を中心とした一般会計

補正予算案の外、手話を言語とする「市こころを

つなぐ手話言語条例」の制定などに係る一般議案

が上程されました。また、今議会の特徴としてほ

ぼ全議員による2019年度の決算認定の審査が、事

務事業評価と合わせて行われ、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。今議会では質問を行いましたので、その概

要と委員会等の活動について報告します。

【一般質問】

　避難所運営のあり方について

◎質問骨子
　７月７日の豪雨により、八幡地区でため池決壊

の危険性や河川の増水などによる避難指示が発令

され、大分西中学校に多くの方が避難されてきま



《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

2020 年 10 月 10 日第 47 号 認めあい　支えあう　地域づくり

した。私も受付などを手伝う中で、新型コロナ感染

防止のための対応のほか、備蓄品の配布などでの

人員の不足や新型コロナの感染防止という新たな

対応での受付や運営等が求められていることを強

く認識したことから、今後の緊急時を含めた避難

所運営のあり方について、提言を交え質問しました。

①避難所受付持の密を防ぐことやスムーズな誘導

などの対応策について聞きたい。

②発熱者の部屋の確保策などについて聞きたい。

③障がい者等への対応策について聞きたい。

④車中待機者など、避難所外での避難者の把握に

ついて聞きたい。

⑤屋外避難者への避難解除等の情報提供等につい

て聞きたい。

◎答弁骨子
①７月豪雨時の受付業務が混雑したことから、台

風 10 号では職員を追加配置するとともに、非

接触式温度計も全避難場所に配置した。今後、

多くの住民の避難が想定される場所での職員追

加配置を整備し、駐車場へ誘導する案内表示板

も設置する。

②発熱者は、他の専用避難所や避難場所での専用

スペースや別室へ案内することとしている。

③障がいがある方等へは、福祉避難スペースを確

保し、障がいの状況により必要な支援を行って

いる。

④緊急避難場所の開設期間が短期間の場合は、

全体の把握は困難であるが、中長期化する場合

は、「避難者名簿」に記入してもらうなどによ

り把握に努めたい。

⑤把握した車中退避者へは、避難解除など重要な

情報を適時提供できるよう、配置職員に周知し

たい。

　財政運営について

　大分市における財政運営、特に基金のあり方や

運用等について質問したものです。

◎質問骨子
①大分市の主要三基金を含む基金がいくつあるの

か聞きたい。

②それぞれの基金造成の目的等について。

③基金の運用状況などの実態、現状について。

④包括外部監査で指摘された「金利の低下、運用

益の低下」の指摘は、全ての基金に共通するも

ので、運用の見直しを行ったのか。

⑤基金造成時から状況変化もあるため、基金の必

要性、妥当性など、今後の基金のあり方等につ

いて聞きたい。

◎答弁骨子
①本市には、昨年度末 24 の基金があったが、本年

度２基金を廃止することで、22 基金となる。

②地方自治法に基づき、特定の目的ために財産を

維持し、資金を積み立て、または、定額の資金

を運用するため、条例の定めにより設けている。

③基金には、「取り崩し型」と「果実運用型」の

基金があり、いずれも原資金を金融機関への預

金など最も確実かつ有利な方法で運用している

が、近年の金利低下により運用益が低い状況と

なっている。

④運用益だけでは事業実施が困難な場合は、事業

費の見直しや必要に応じ一般財源による補填な

どを行っている。

⑤特定の事業を実施するための基金は、それぞれ

の設置目的を達成するために積立金を確保・活

用しているが、時代や情勢変化に応じて取り崩

しや廃止を検討していく必要がある。また、基

金の運用は、安全を確保する中で、より高い利

回りの金融商品を選択し、効率的な管理を行っ

ていきたい。

【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 1 件などについての審査を行い、予算議案等

については、一部反対意見がありましたが承認す

ることとしました。

　また、各部から事業等の報告があり、環境部か

らは、「環境白書」や環境審議会答申「新環境セ

ンター整備に係る環境アセスメントについて」な

どの報告がありました。商工労働観光部からは、

新型コロナウイルス感染症に係る支援策などの報

告がありました。この支援策では、利子補給金な

どの金融支援のほか、小規模事業者競争力強化支

援事業補助金、ライブハウス等施設活動継続支援

事業など、感染拡大の影響を受けた事業所等に対

する事業継続のための支援策などが利用されてい

ることが報告されました。また、農林水産部から

は、７月豪雨による災害状況や農業委員等の改選

等についての報告がありました。農業委員等の応

募状況については、女性１名の応募があったとの

ことですが、現在の委員会には女性委員がいない

ため、女性委員を１名以上にするとの考え方が示

されています。各種審議会等における女性委員の

登用について、昨年末の一般質問でも行っていま

したので、結果を注視したいと思っています。

　さらに、新型コロナウイルス感染症にかかる影

響や支援策については、各部の取組みが報告され

ました。商工業や農林水産業など、自粛の影響は

大きなものがあり、本市の支援策の大部分が本委

員会所管であるだけに、実際に相談を受けた実態

を訴えながら、迅速かつ柔軟、効果的な対応と拡

充策などの必要性を要請しています。
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仕切り板をしての議会
（会議室の後方から）

市議会通信　51号 2020年９月議会報告
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９月議会

◎市こころをつなぐ手話言語条例の制定
　市民が、手話を大切にし、手話を必要とする人が安心して暮らせ、

お互いを尊重できる地域社会の実現をめざします。

◎市印鑑条例等の一部改正
　印鑑登録証明書などの現在の自動交付機を廃止し、マイナンバー

カードによる多機能端末機（コンビニなどに設置）に替えます。

　９月１日～25日までの間、９月議会が開かれました。

　９月議会は、補正予算などの議案と昨年度の決算の

審査も行いました。

補正予算・・・６１億７８００万
新型コロナウイルス感染症と豪雨災害の関連

◎PCR 検査拡充事業・・・・・・・・・・５,０００万円
　現在の検査に加え、唾液の検査も導入し、午前中も行うなど検査を拡充します。

◎新型コロナウイルス感染症対策機器導入支援補助金・・１億１,０００万円
　宿泊や観光施設、公共交通機関などで、サーモグラフィや滅菌装置などの購入に、５

分の４（上限あり）の補助します。

◎中小企業競争力強化支援事業補助金・・・７,０００万円
　広告用チラシ作成やネット販売構築、対策機器購入などに補助をします。

◎指定管理業務委託料・・・・・・・・・・７,８００万円
　指定管理者が管理運営している市有施設が、感染症のため自粛し

減収になったため委託料の追加計上です。

◎超高速ブロードバンド整備事業・・・７億４,５００万円
　市内全域に超高速ブロードバンド環境を整備します。

◎教育用ICT 環境整備事業・・・・・・３１億８００万円
　市内児童生徒に１人１台のタブレット端末と校内通信ネットワーク整備します。

◎７月豪雨災害関連・災害復旧費・・・・・５億２００万円
　７月の豪雨で被害を受けた道路、河川、農林水産施設の復旧の費用です。

◎企業立地促進助成金（追加）・・・・９億７,８００万円（一部、債務負担）

　今回助成を受ける企業が２０社ほどあります。雇用の拡大を図ります。

補 正 予 算

一 般 議 案

廃止される交付機

コンパルホール
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◎新型コロナウィルスによる地方財政悪化に対して地方税財源の確保を求め
る意見書
　コロナ禍によって地方財政悪化に対して地方税などの確保を求めます。

　〈我が会派から提出したが、採択されなかった意見書〉
◎PCR 検査等の拡充を求める意見書
　PCR 検査等の拡充し、検査の幅広い実施を求めるものです。

◎被災者生活再建支援法の改正を求める意見書
　法を改正し、被災者生活再建支援の金額や補助率を引き上げることを求めます。

意 見 書 次の意見書が採択され、関係機関へ送付されました。

◎市職員特殊勤務手当支給条例の一部改正
　新型コロナ感染症に対処した職員の特殊勤務手当の特例措置をします。

◎市立幼稚園条例の一部改正
　市の方針の廃園基準に基づき、東大分幼、南大分幼、賀来幼、敷戸幼の４園を廃止し

ます。（廃園基準：３年連続１４人以下、２年連続９人以下など）

決 算 審 査

　２０１９年度の決算の審査を行い、承認しました。また、１５の事務事業評価（右下

表）も行いました。 なお、決算審査委員会の副委員長には甲斐髙之議員が就任しました。

　2019年度の一般会計と特別会計の歳入総額は

2781億4730万円で歳出総額は2736億8900万円

です。翌年度へ繰り越すべき財源6億412万円を

引いた実質収支は38億5420万円の黒字ですが、

2018年度より30億円ほど減っています。一般会

計の歳入総額1824億2890万円のうち、市税など

自主財源は51.6％でありますが、前年度に比べ

1.8％減になっています。一般会計の歳出は総額

1800億9600万円であり、義務的経費（扶助費、

公債費（借金の返済金）、人件費）は1040億

7500万円で前年比42億8700万円の増です。財政

の健全さを見る財政指標では、行政運営の費用を

自己財源で賄える割合である財政力指数は0.904

で前年度より0.001向上していますが、公債費比

率は9.9%で0.5%の増、義務的経費の占める割合で

ある経常収支比率は95.1％で前年度より1.5％上

昇し、財政の硬直化がさらに進んでいると言えま

す。市の借金である市債残高は1697億9725万円

で前年度より18億7398万の減で市債減の努力も

伺えます。

事務事業評価の結果

事　業　名

地域づくり交付金事業

豊予海峡ルート推進事業

オリンピックパラリンピック強化選手支援事業

病児保育事業委託

養育支援訪問事業

市立幼一時預かり事業

未来自分創造資金

いじめ不登校未然防止対策

コンピュータ機器借り上げ

地積調査業務委託

鉄道残存敷整備活用事業

耐震改修促進事業

ファーマーズカレッジ事業

有機農産物認証推進支援事業

創業者応援事業補助金

評価

継続

拡充

継続

継続

拡充

継続

拡充

継続

継続

拡充

継続

継続

継続

継続

継続




