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さらなる議会の活性化に向けて
平成31年第１回定例会が３月５日〜

19日の日程で開催されました。

今定例会において副議長の任期を終了

しました。この２年間は議長を補佐し、
議会の円滑な運営と活性化に向けて取り
組んでまいりました。

今後は、これまでの経験を踏まえて、

さらなる議会の活性化に向けて取り組ん
でまいります。

副議長の大役を無事務めました

さて、内閣府「2015年高齢社会白書」では、一人暮らし高齢者は、2025年に

は7,000万人を超え、2035年には7,622万人に達すると見込まれています。

2025年には、団塊の世代が75歳を超えて後期高齢者となり、国民の３人に１人
が65歳以上、５人に１人が75歳以上という、世界のどの国も経験したことのない
超高齢社会が到来します。急速な少子高齢化と人口構造の急激な変化により、様々
な問題が生まれてきます。

そうした中、高齢化による医療や介護需要の増大、低所得者層の増加による扶助

費の増大、さらに市民ニーズの多様化・複雑化が求められますが、一方で公共サー
ビスの持続可能性自体が問われる状況にあります。地域社会や市民生活を守るため
に存在している自治体こそが、必要な人に必要な時に必要な公共サービスを提供し
ていかなければなりません。

問題や課題は山積していますが、地域性、多様性を尊重した持続可能な社会シス

テムをいかに構築していくのかが重要です。

市政についてのご意見・ご相談はお気軽にどうぞ！
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①

田尻校区児童育成クラブ第２クラブ室が完成しました
田尻校区児童育成クラブは定員30人に対して53人（30年４月１日現在）が在籍してお
り、手狭な状況にありました。以前から要望をしてまいりましたが、この度、現クラブ室
のとなりに第２クラブ室が完成しました。これにより、既存のクラブ室とあわせて、受入
れ人数も81人となりました。なお、新クラブ室は３月22日より利用を開始しています。
児童育成クラブは、保護者が就労等やむを得ない事情により昼間家庭にない市内の小学
校に就学する児童を対象として、放課後等に適切な遊びと生活の場を提供し、児童の健全
育成を図ることを目的としています。
平成30年４月１日現在、市内54校区すべてで児童育成クラブが運営されており、在籍
児童数は4,546人となっています。

大分市児童育成クラブ 児童数推移（平成19〜30年）
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田尻校区児童育成クラブ第２クラブ室
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常任委員会、議会運営委員会の任期（２年）満了、特別委員会委員の辞任に
伴い、所属委員会等が変わりました。
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２月

１３日
１８日
１日
１７日
１８日
２６日

初せり式（水産部・青果部）
大分市美術館開館
20周年記念セレモニー
新年祝賀互礼会
野津原地区新年祝賀互礼会、
稙田地区新年祝賀互礼会
消防団出初式、成人記念集会
知事を囲む自治運営懇話会
建設常任委員会
おおいた動物愛護センター開所式
議会活性化推進会議
議会運営委員会、
議員政策研究会役員会

３月
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８日

②

・議会運営委員会（副委員長）
・広報委員会（副委員長）

た か の クン走 る
５日
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役 割

・総務常任委員会（副委員長）
・総合交通対策特別委員会
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７日 議員政策研究会全体会議
８日 稙田南中学校卒業式
１６日 「大分市健康づくり推進条例」
周知のためのビラ配り
２２日 田尻小学校卒業式
２８日 三佐命山完成記念式典
２日 広報委員会
９日 事務事業選定調整会議
１０日 稙田南中学校入学式
総務常任委員会
１１日 田尻小学校入学式
１７日 東稙田体育協会評議員会
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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。
３月議会

【予

算】

一般会計

１,７５０億４,１００万円

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

平和都市宣言（台座の右側に宣言文）

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

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

スポーツ施設予定地
（大分市葬祭場の下の森林です）

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。
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③

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。

0
中学校空調施設の室外機
（昨年度に設置）

【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〉
◎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。

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
議員名

和弘
所属委員会など（ ◎ は委員長・ ○ は副委員長）

日小田良二

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

安東

房吉

◎文教常任委員会・地域活性化特別委員会

髙野

博幸

○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

宮邉

和弘

副議長・厚生常任委員会

松下

清高

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

帆秋

誠悟

○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

甲斐

高之

総務常任委員会・子ども育成行政改革推進特別委員会

馬見塚
④

会派内の役職
団 長・日小田良二
副団長・安東 房吉
幹事長・髙野 博幸

剛
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文教常任委員会・総合交通対策特別委員会

