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2018/２月

表紙の写真 ：国東市消防団出初式

一般会計補正予算

2,227万３千円を追加

補正後の予算総額は236億2,679万６千円

29

補正予算の主な事業

住宅新築・購入奨励金事業……………… ２,７５０万円
（申請件数の増加に伴う増額補正）

法人立等教育・保育事業…………… １億５,７０２万円
（対象者の増と保育士の処遇改善を図るため︶

くにみ苑管理料…………………………… ３,９５７万円

月４日から

月

12

日までの

21

日間︒承認１件︑報

18

年度一般会計補正予算案や条例改正案など

22

会期は

告３件︑平成

12月定例会のあらまし
れました︒
一般質問は︑

しました︒

12

主な議案

年３月１日から︑コンビニエンスストア等に設置され

使用料の改定を行うため︶

︵武蔵保健福祉センタートレーニング室の機器入れ替えに伴い

国東市保健福祉センター条例の一部改正について

申告等の申告期限を国税と同様に延長できるようにするため︶

︵法改正に伴い︑災害時等に電子情報処理組織を使用して行う

国東市税条例の一部改正について

るため︶

ているキオスク端末で︑印鑑登録証明書を交付できるようにす

︵平成

国東市印鑑条例の一部改正について

条例

月６日と７日に行われ︑９人の議員が登壇

件が上程され︑審議の結果すべて原案のとおり可決︑承認さ

29

12
₃₀

平成 年
第４回定例会
姫見苑管理料……………………………… １,７６７万円
（民営化に伴い生じた納付金が確定したため補正するもの）

2
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3

議 案 質 疑
新築住宅購入補助金２︐７５０
万円の増額の内 容 と 内 訳 は ︒

して︑今回取り扱われるようになりま

ている建築用の仕上げ塗材の中にもア

ただし︑この建築用の仕上げ塗材につ

料の改正前の回数券の取り扱いは︒

新しい回数券と交換を行い︑やむ得
ない事情により還付を希望する方に応

じるために︑予算計上しました︒

改正後の支援対象業種は︑地域経済
をけん引する事業で︑県が国に対し申

農村地域工業導入促進法及び企業
立地促進法一部改正に伴い具体的に
どのような業種に拡大するのか︒

新しくなったトレーニング機器

A

Ｑ

などに仕上げ塗材として吹きつけられ

この事業は︑市内への移住定住を促
進するとともに︑市外への人口流失を
した︒

り開始した事業で︑県外転入者に補助

きましては︑吹きつけアスベストに比較

スベストを含有しているものがあると

防止することを目的として︑昨年度よ
金上限１５０万円︑市外転入者１００

をして添加量も少なく︑セメントや合成
うことですので︑改修工事や解体など︑

樹脂などの結合剤で固められているとい

万円を交付︑ま

歳以下の子どもがあれば︑一人

万円︑市内在住者に
た︑
万円を加算して交付する事業

施設︑教育委員会が管理する幼稚
施設を土

施設を総務費で︑さらに︑
木費で予算計上しました︒

建設課が管理する公営住宅等

園・学校施設

財産

財政課が管理する旧学校施設等の普通

査・分析を行う予定です︒

改修・解体予定のある施設を優先して調

がないことから︑国東市としては︑現在︑

その部分を破断しなければ飛散すること

です︒現在
件受け

に支出額は２︐５７０万円となっており
ます︒交付決定待ちの申請を

アスベストの分析調査補助事業
補正額１︐５５４万円を計上してい
るが対象となる 建 築 物 は ︒

計上しています︒

ており︑今後の申請件数を勘案し予算

₂₁

年３月に︑厚生労働省のアスベス
ト飛散漏洩防止対策徹底マニュアルが

武蔵保健福祉センタートレーニ
ング室の機器入れ替えに伴う︑使用

₂₄

₂₀

₁₈

₁₀

改訂され︑コンクリートの外壁や軒裏

Ｑ

₂₇

当たり

₅₀

件の交付決定があり︑既

₁₈

₂₉

業です︒

関連産業︑航空関連事業︑物流関連産

ホテルなどのサービス業︑ＩＴの情報

従来の製造業に︑観光資源を活用した

請認可を受けた業種となっています︒

A

Ｑ
A
Ｑ
A
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総務常任委員会レポート

文教厚生常任委員会レポート

本委員会は、12月15日に開催され、付託さ
れた下記２件の議案について審査し、いずれ

12月14日に開催し､委員会に付託された議案
議案第71号 国東市印鑑条例の一部改正につ

も原案通り可決されました。
議案第73号 国東市税条例の一部改正につい

いて
国東市保健福祉センター条例の

議案第85号

議案第75号

て
国東市職員の給与に関する条例

一部改正について
議案第71号はコンビニで印鑑証明書の発行が

及び国東市特別職の職員で常勤
のものの給与に関する条例の一
部改正について（追加議案）

可能になります。

なお、議案第85号の上程時期について、定

討論なく全会一致で可決されました。
終了後、クリーンセンター及び国東学校給

例会開会日にできないのかという質疑に対し、 食センターを訪問して、現状と課題等につい
12月８日の国会可決を受けて上程したからと
て説明を受けました。
いう答弁がありました。

産業建設常任委員会レポート
本委員会は、12月13日に開催し、付託され
た議案３件について審査を行いました。
議案第72号 国東市農村地域工業等導入審議
会条例の一部改正について
議案第74号 国東市産業振興条例及び国東市
税特別措置条例の一部改正につ
いて
議案第76号 国東市営住宅条例の一部改正に
ついて
関係課長の補足説明を受け、審査の結果、

予算決算常任委員会レポート
総務分科会

予算決算特別委員会総務分科会では、関連

する部分10項目の質疑が行われました。
承認第13号

専決処分の承認を求めることに
ついて

平成29年度国東市一般

会計補正予算(第３号)の関連部
分
議案第66号

平成29年度国東市一般会計補正
予算(第４号)の関連部分

（追加議案）
議案第77号

平成29年度国東市一般会計補正

原案通り可決されました。また、委員会終了
後、国見町権現崎キャンプ場の現場見学し、
観光に向けての現状や課題等について話し合

予算(第５号) から

いました。

での８件

号

議案第84

平成29年度国東市水道事業

特別会計補正予算（第４号）ま

文教厚生分科会

まず、分科会の協議事項３項目

承認第13号

専決処分を求めることについて
平成29年度国東市一般会計補正
予算（第３号）

議案第66号

平成29年度国東市一般会計補正
予算（第４号）

議案第67号

平成29年度国東市介護保険事業
特別会計(保険事業勘定第２号)

権現崎キャンプ場の現状視察

協議事項に対し多くの質問が出されました。
特に子育て支援関係でした。

4
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広域ごみ処理場建設について
議員

広域事務組合副管理者は計画の見
直しを訴えているが市長はどう考え
ているのか︒
市長
入札手続きの途中の現時点で計画
を見直すことは困難であり︑広域議
会に提案するのが順当であると考え
ています︒
議員

万一否決された場合︑計画は白紙
になると考えて良いのか︒
市長

施設として施設整備を行う計画です︒

議員

家庭で出た粗大ごみ︑大型家具︑

家電などもそこで処理するのか︒

環境衛生課長

すべての持ち込みが現状どおりの

計画です︒

取り組みについて

地域支えあい活動の

議員

取組をしている各地区ともマンパ

ワーや自主財源で苦慮しているが︑

さらなる支援ができないのか︒

高齢者支援課長
ことは現時点では難しいと考えてい

務費が必要になることから︑自主財

払う謝礼的な金銭などの活動費や事

活動に際し有償ボランティアに支
年以上経過して老

否決された時は︑今の予算が全部
終わりますので︑やり直すというこ

ます︒建設から

中継基地として利用予定のクリーンセンター

とになります︒

年から

年計画のバイオマ

バイオマス構想について
議員

平成

10

題など山積しており早期に実現する

たが︑原料ごみの安定的な調達の問

先進地を視察して検討を重ねてき

環境衛生課長

ス都市構想の進捗状況は︒

28

康二郎 議員（創世会）
堤

一/般/質/問

ごみ処理施設建設の
見直しは？
― 基本的にできない ―

オマス関連事業しかないので︑今後

るための国の補助金制度はこのバイ

朽化しているし尿処理場を建て替え

の関係各課が情報共有を図り︑支援

で︑その課題解決の支援策として市

源の確保が課題となっていきますの

組織も立ち上げる予定です︒

開催しています︒来年１月には応援

が連携できるように定期的な会議を

宇佐の新ごみ処理施設までの中継

環境衛生課長

クリーンセンターの今後の活用は︒

議員

ていきたいと思います︒

も精査検討を重ね︑総合的に判断し

₃₀

正二 議員（市民クラブ）
森

一/般/質/問

農振法にかかる計画書の見直しは
― 平成30年度から２年間で行う ―

議員

農政課長

山ダムや周辺の森林の状況を精査し

て全体計画を作成しています︒その

治山ダム設置の関連で県事業におい

のだが︑早急に見直しをすべきでは︒ かった事に対し反省をしています︒

為には工事用道路も必要となり完成

今日まで計画の見直しをしていな
また︑今後の策定にあたっては︑農

後には地元に引き渡す計画です︒平

国東市の農振計画は合併以前のも

家の意向を反映させたアンケート調

成

農政課長
農業の健全な発展を図るうえから

査及び国東市の第２次総合計画︑都

年２月に新規採択希望地区とし

年度から２个年計画で見直し

平成

市計画マスタープラン︑更にはＧＩ

建設課長

て申請する予定です︒

既存の道路整備につきましては迂

であるが︑今日までなぜ見直しをし

な利用に寄与することが大きな目的

既婚若年層は自分の家を持ちたいと

口の社会増の視点に立って︑更には

遊休及び荒廃農地については︑人

表する景観を有しており︑道路整備

本地域の棚田は世界農業遺産を代

観光課長

います︒

回路が確保された後に改修整備を行

なかったのか︒

云う強い願望もあるが見直しにあた

と並行して駐車場︑花の植えつけ︑

ふまえ︑支援をしたいと思います︒

生産量が増加できる様地元の意向を

産を始め︑他作物を含め︑少しでも

取り組まれており︑黒にんにくの生

地域における農地保全に積極的に

農政課長

地元と協議し検討していきます︒

っては充分に考慮しては︒

その後の進捗状況は

迂回路設置の要望を受け︑既設治

林業水産課長

農業及び観光振興の状況は︒

をもらったが︑その後の道路整備︑

１年前の質問の中で前向きな回答

議員

山浦・密乗院地域振興の

きたい︒

全体的な見直しの中で配慮してい

ライトアップ等景観を損なわない様︑

議員

きたいと思います︒

Ｓデーターをもとに策定を進めてい

₃₀

農政課長

利用はもちろん︑国土資源の合理的

この農振法の精神は︑農地の有効

議員

を行います︒

₃₀

荒廃する農地

6
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英次 議員（市民改革クラブ）
宮永

一/般/質/問

TSURUGAWAコーナーの給水設備の設置は
― １年更新の物件であり考えていない ―

議員
議員

・

運動を今

運動について
・

食品のロス削減︑生ごみの減量化

後どうするのか︒
ミリの一

のままだが︒
上下水道の設備には︑

取り組む食べきり運動を推進してい

ますので︑市としても先ほどのネッ

トワーク協議会や県と連携を図りな

がら食品ロスの削減に取組んでいき

たいと考えています︒

議員

その具体的方策は︒

な課題であることから︑昨年設立さ

検討を重ねている所では︑マイバ

環境衛生課長

円の費用がかかります︒協議会の年

運動との両方を総合的に

つるがわコーナー

す︒

いては受ける場合があるという事で

に有益であると判断されるものにつ

ありませんが︑例外的に公共事業

財政課長

の明文化した基準は︒

個人の不動産を市に寄付する場合

議員

所有者不明の不動産について

たいと考えています︒

水切りの３きり運動を周知していき

食べきり︑生ごみの水分量を減らす

する使い切り︑適切な食事量を作る

るごみ収集計画表に食材を有効活用

とはできないかとか︒３月に配布す

ットワーク協議会﹂に加入しました︒ 処理機補助金の上限を引き上げるこ
・

無理であり︑１年更新でいつ契約が

議員

平成

す︒

今後検討していきたいと考えていま

一番ベストだと考えていますので︑

の受け渡しをすべてしてもらうのが

市としても︑管理運営も含めて鍵

活力創生課長

も当時のままだが︒

に﹁依頼したい﹂との回答︒この件

を近くの人に委託してはという提言

け渡しが煩雑︒利便性を考えて運営

年の質問で申請から鍵の受

こまでの設備投資は考えていません︒

県も

間予算が

ッグの無料配布は継続︑電動生ごみ

万から

を図ることは︑国東市を始め全国的

10

万

環境衛生課長

県も取組んでいる

10

れた﹁全国おいしい食べきり運動ネ

₂₅

万円ですから予算的にも

番小さいのを引いても

30

給水設備がないから利用する人はお
茶も飲めない︒当時の課長は﹁最大
限努力する﹂と回答した︒未だにそ

30

活力創生課長
₁₃

₂₀

切れるか分からない個人の物件にそ

₂₀

25

₃₀

₁₀

議員

伊方原発で事故があった場合の︑

各市で構成する大分県原子力災害対

建設課長

等維持管理は︒

今後も国東土木事務所に対して︑

策研究チーム会議で︑協議対応して
います︒

十分な維持管理を要望したいと思い

被災予想範囲はどのように捉えてい
るか︒

いたと思われる︒そこで︑河川の氾
濫防止対策について︑堆積土の除去

ます︒

議員

全戸配布したいと考えています︒

ニュアルの分かり易いものを作成し︑

の参加推進︑避難及び避難所対応マ

今回の経験をもとに防災避難訓練

総務課長

して何か対応策を検討したのか︒

送内容が分かりづらかったが︑市と

台風

号の際︑市の防災無線の放

水位の判断をしていると推測してい

に市内の水位の状況を見ながら氾濫

水位計のない河川等︑全て総合的

建設課長

が判断するのか︒

河川の氾濫危険水位はどこで︑誰

議員

ます︒

議員

先般の台風

の河川は後１時間雨が降り続いてい

号の際は市内の多く

河川の氾濫防止対策について

氾濫寸前の岐部川

総務課長
３基分の総放出量が一度に放出し
たと仮定するなど︑より厳しい条件
を想定してシミュレーションした結
・９㎞でとどまるので︑

果︑避難が必要とすべき実効線量は
発電所から
距離的には影響がありません︒
議員

大分県はこれまでに数回︑四国の
方々を大分県に避難させる訓練は行
っているが︑大分県民の避難訓練は︒
総務課長
㎞以上の距離にある国東市とし

ては︑プルーム通過時の被爆からの
主要な防護対策として︑屋外退避で
の対策の協議を進めており︑現段階
で避難訓練の計画はありません︒

総務課長
県内の沿岸地域を中心とした関係

18

₂₁

避難マニュアルはできているのか︒ れば︑市内ほとんどの川が氾濫して

議員

18
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宣康 議員（徳象会）
丸小野

一/般/質/問

伊方原発でもし事故が
発生した場合の、被災予想範囲は
― 実効線量は、最長で21.9㎞ ―

8
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公明 議員（緑風会）
瀧口

一/般/質/問

老朽化して危険な空き家の
除却支援は

11

公共交通網計画の作成進行状況は

30

議員

議員

以前の質問で︑地域公共交通網計
画については平成 年度の県の網計
画までには市の計画を策定したいと
いうことだったが︑現在どの程度ま
で進行しているのか︒
政策企画課長
現在具体的な進行はありません︒
市の特性を生かし各地域に見合っ
た効果的な公共交通網とは何かを︑
体裁にとらわれず市・住民および交
通事業者と協議して探るため︑平成
年度は利用者への意見・要望など
の聞き取り調査を始めたいと思いま
す︒

₃₀

議員

11

県内 市町村のうち 市町村で︑
空き家を解体して更地にすると︑
空き家除却に支援する事業があるが︑ 住宅用地特例の軽減がなくなり固定
国東市では支援の考えはないのか︒ 資産税額が上がるので︑解体に消極
総務課長
的になると聞く︒空き家の積極的な
空き家等の適正な管理は所有者等 解体を促すために︑固定資産税額の
が行うべきと考えており︑老朽危険 軽減を継続するなどの補助はできな
空き家の解体・撤去等に対する市の いのか︒
補助金制度については︑考えていま 税務課長
せん︒
住宅用地で軽減措置をして下げて
社会資本整備総合交付金や空き家 いた税が︑住宅空き家の除去によっ
対策総合支援事業の交付金を県・国 て元に戻るだけで税額が上がる訳で
の事業に則って補助している市町村 はありません︒ご理解ください︒
もありますが︑これには公共的なも 市長
のへの利活用と言う要件があります︒ 空き家を壊したら固定資産税があ
国東市でも公共性がある場合には︑ がるのはおかしいからと︑大分県市
要綱を作成し予算措置をして対処し 長会から国に税法改正を要望しよう
たいと思います︒
という話がありましたが︑税収が減
るからという自治体もあり︑結局ま
議員
とまりませんでした︒
市で条例をつくり補助金を出すと
いう方法もありますが︑市が単独で
すと財政上無理ですし︑これは国の
政策だと考えます︒九州市長会でし
か言いようがないので︑県市長会で
も議論を高めていきたいと思います︒
18

すでに支援している 市町村では
除却支援事業を公開している︒公共
性があれば支援するというのなら︑
なぜ国東市はそれを公開しないのか︒
総務課長
支援している自治体では︑そのエ
リアで公共性の高い事業計画があり︑
すでに予算計上等がされているから
だと判断しています︒

― 公共的なもので
利活用の場合は対処する ―

忠治 議員（新世会）
野田

一/般/質/問

地域通貨・ポイントマイレージ
事業について
― しっかり検討する ―

議員

人口減少︑高齢化の進行により田

ボランティアも健康増進も自発的

具体的な方策として来年からやると

畑や道の地域保持ができなくなって

にできることが望まれるが︑これに

補助制度により支援しています︒

以来︑継続して議論しているが︑改

くるなかで︑地域通貨やポイント制

変わる有効な施策があればかまわな

は考えていません︒

めて︑ボランティア活動と健康増進

はボランティア活動の醸成に大きな

議員

を複合させた地域通貨・ポイントマ

意義があると思う︒また︑健康増進︑ いが︑地域通貨・ポイントマイレー

年度３月定例会で質問して

イレージ事業の必要性をどのように

ジ制は有効だと考えられないか︒

平成

考えているか︒

健康寿命延伸の取り組みとして︑提

しっかり検討いたします︒

議員

政策企画課長

市長
体策はあるのか︒

人口減少や普通交付税の削減の中
で地域の課題を解決していくのに︑

さ吉くんチャレンジ事業を中心に

医療保健課長

が︑今後必要だと考えていますが︑

行っていますが︑今後目標を運動に

ボランティア団体等各種団体の支援

新年度に即事業化する計画は現在持

限定することや実施期間の通年化も
検討する必要があります︒

っていません︒
議員

市長
動機付けとしては大変有効だと思

地域での支え合いの必要性の認識
はされているようだが︑より効果の

いますが︑手間も経費も多くかかり
ます︒高石市の例についても国の補

ある具体策をどのように考えている
のか︒

地域通貨やポイントが長続きして効

助金や︑委託経費がかかっています︒
市内の各種ボランティア団体を中

果があるものであれば良いですが︑

政策企画課長

心に︑地域支え合い活動助成金等の

健康増進の取り組み「健康チャレンジ」

言しているが︑より効果が望める具

28
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眞津子 議員（市民改革クラブ）
吉田

一/般/質/問

国東市のこども医療費のゆくえは
― 踏み込んだ方向で
来年度予算まで結論を出したい ―

こども医療費の通院における助成

です︒３千７００万円は︑医科と歯

検討しているのは小中学校の通院

教職員の負担軽減対策について

は︑杵築市︑日出町︑豊後高田市等

科と調剤をすべて含んだものの金額

経過について説明を︒

医療保健課長

相次いで助成を始めたが︑国東市の
になっています︒

学校教育課長

議員

方向性は︒
議員

９月議会でもお答えしましたが︑

教職員の負担軽減策の進捗状況︑

議員

市長

危惧している多受診等の対策の進

教育委員会としては働きやすい職場

２期目の市長選の時に中学校まで

捗状況は︒
子供が病気になった場合︑家族の

月に決定しました︒﹁時間外業

の医療費を無料化しますと言ったの
るための予防接種の助成を大きくし

不安や身体的負担は大きいものだと

務記録票の記載と提出﹂﹁ノー残業

づくり検討委員会を立ち上げ︑９月

ました︒子ども医療費の無償化につ

思います︒外来診察をしていない休

デーの設定と通常日午後８時閉校﹂

医療保健課長

きましても︑もうちょっと踏み込ん

日や夜間等の時間帯に緊急性のない

は本当です︒まずは︑病気を予防す

だ方向で来年度予算に向けて結論を

の校長会で７つの提言として提案し

出したいと思っています︒

軽症患者が救急外来を受診すること ﹁学校安全衛生委員会の２か月に１
で重篤患者の対応が困難になったり︑ 回の実施﹂﹁学校現場での学校行事

よく似ていると思われる︒財源の問

同じ規模の市の財政状況を見ても

急ハンドブック﹂というものを作成

されています︒そのため︑﹁小児救

医師の疲弊につながることが問題視

過勤務の改善は︑教育委員会︑現場

めています︒大切なことは︑この超

や業務の見直し﹂等︑取り組みを始

議員

題はどう考えているか︒

考えを出し合い︑ともに働きやすい

の管理職︑一般教員が一緒になって

財政負担の件では︑現時点では３

職場を目指して取組んでいく事が重

し︑活用を進めています︒

千７００万円︑システム改修費等で

要と考えています︒

歯科とか︑調剤費の自己負担は︒

についてはどう考えているか︒また︑

子ども医療費の無償化の対象年齢

議員

に考えています︒

３００万円程度はかかるというふう

医療保健課長

₁₀

国東市職員採用について
長期的採用計画はあるか

議員

地方交付税の算定見直し等で国東

思っていますので︑意識改革につい

り事を直接耳にする機会でもありま

います︒しかし︑市民のニーズや困

新たな行政ニーズに対応した事務

事やボランティア団体への参加をど

推進しているが︑市職員には地域行

できないか

加は︑指導・強制されるものでなく

地域の行事やボランティアへの参

が欠かせない事業となっているなか

ている︒また︑ＷＣＳ等の取り組み

遠くなり︑農家の大きな負担となっ

子牛市場が山香から玖珠市場へと

議員

子牛出荷運賃助成は

思っています︒

すので︑積極的に参加してほしいと

ては︑今後も続けていきたいと思っ

国東市は︑市民に共助互助の力で

議員

市の財政は︑ますます厳しくなるが︑ ています︒
新入職員︑再任用職員︑臨時職員の
採用計画と根拠は︒

事業等によって︑地方自治体の業務

のように指導しているか︒

見守り活動や︑お互いの助け合いを

量は増加傾向にあります︒それらに

総務課長

総務課長

対応するため︑職員総数も調整せざ
職員の新規採用は︑その年の退職

で︑頭数の維持と経営安定のために

きたいと考えています︒

より︑畜産農家への支援を行ってい

繁殖雌牛の自家保留事業等の拡充に

おりませんが︑次年度におきまして

ては︑子牛出荷運賃の助成は考えて

る市町村はありません︒国東市とし

現在︑出荷運賃の助成を行ってい

農政課長

も運賃助成はできないか︒

自発的・自主的に行うものと考えて

ら必要な人員を確保しています︒

職員教育・指導はしているか

議員

国東市は︑色々な方法で市内への

移住定住を進めているが︑市外居住

の市職員を市内に居住するような指

導はしているか︒また︑市外居住に

条第１項

至った理由は把握しているか︒
総務課長
居住については︑憲法

るものではありません︒しかし︑国
東市の職員は地域の担い手であると

市内の繁殖農家で生まれた子牛

者の状況と翌年度の業務量を見なが

るを得ない状況にあります︒

― 長期的な採用計画は
立てていない ―
でうたわれているとおり︑強制でき

₂₂

泰也 議員（緑風会）
石川

一/般/質/問
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憲治 議員（新世会）
木田

一/般/質/問

農業後継者育成はどうするか
― 地域おこし協力隊で育成したい ―

議員

来年度より米政策はどう変わるの

条件で農業経営できるよう︑農地集
積や基盤整備を図り︑積極的な支援

議員

か︒それに対しどう指導していくか︒ を行います︒
農政課長
米の生産調整と︑直接支払交付金
７千５００円が廃止となりますが︑
殆んどの県で今までどおり生産調整
を継続する予定です︒水田の畑地化
による収益性の高い園芸品目︑こね
ぎ︑甘薯︑大麦若葉︑バジル︑花な
どを推進していきたいと思います︒
議員

土地利用型後継者育成に対策はな
いか︒

農機・人材バンクの窓口はできな
いか︒
必要とは思っていますが︑体制に

地域や集落で︑未来設計図﹁人農
おこし協力隊を募集し︑農業技術を

ついて検討段階にあるという事です︒

農政課長

習得していただき︑定住促進を図っ

議員

福祉政策について

週一元気アップ教室の推進と課題

はどうか︒

高齢者支援課長

筋力の向上や維持に効果がある体

操をする事で︑住民主体の介護予防

行政区で開催されてい

と健康寿命の延伸に向けた取り組み

が重要で︑

ます︒課題としては体操普及リーダ

ーの養成で︑地域の若い世代を引き

込み健康増進に取り組みたいと思い

ます︒

議員

地域支えあい活動の推進状況と今

後の方向は︒

高齢者支援課長

竹田津地区と上国崎地区でコミュ

ニティカフェや食事つき介護予防事

業︑送迎支援を行っています︒今後

に支援していきたいと思います︒

りごとの多くを抱える地域を優先的

国東半島観光出発基地として空港

せん︒

をしており現段階では考えておりま

ト２１３が工夫を凝らして誘客活動

現在︑里の駅むさし︑安岐のルー

農政課長

は小規模集落で生活していく上で困

議員

議員

農業公社の事業内容で︑国東武蔵
も含めて稲作の補助作業はできない
か︒
農政課長
現在の担い手である︑農事組合法
人や︑新規参入の企業や個人が良い

₂₁
近くに道の駅を誘致してはどうか︒

ていきたいと考えています︒

地プラン﹂を策定したうえで︑地域

農政課長

望まれる後継者育成

︿文教厚生委員会﹀
日時
平成 年 月 日㈫ 時～
場所
議会 第１・第２委員会室
団体名
支えあい活動の活動中及び活
動予定地区
人
意見・質問
竹田津地区
・くらしサポートセンター﹁か
もめ﹂の設立
・送迎付きのカフェや食事の実
施
・生活雑貨の出張販売や買い物
送迎
上国崎地区
・カフェを設立し︑カフェや食
事の実施
・草取りや生活支援の移動販売
この２地区の共通する課題は
自主財源の確保でした︒
他の３地区も同様の取り組み
で進行していました︒
₂₈

₂₀

︿産業建設委員会﹀
日時
平成 年 月 日㈬ 時～
場所
議会 第１・第２委員会室
団体名
観光産業関係者
人
意見・質問
・昨年から始まった旅行会社へ
の補助金は大変好評だった︒
インバウンド対策として︑是
非外国人に対しても補助があ
るといいのでは︒
・市内は２施設を除いて温泉が
ない︒赤根の源泉から車で運
んで配る事業を市直営で進め
て欲しい︒
・国東市は交通体系が整備され
ていない︒独身女性層の一人
旅でも来れるようなものを確
立してほしい︒空港から北へ
行く道を考えて欲しい︒
・外国人が来ても英語表記の標
識等がない︒そういう人たち
のための外国語標識が必要で
ないか︒

₁₄

₁₄

₁₅

₁₇

議会報告会

︿総務委員会﹀
日時
平成 年 月 日㈪ 時～
場所
議会基本条例に基づき議会報
議会 第１・第２委員会室
告会を委員会別に開催しました︒
団体名
平成 年度決算の概要や︑各委
国東市区長会 理事
人
員会報告を行った後︑各団体と
意見・質問
の意見交換を行いました︒
・宇佐高田国東広域議会でのゴ
ミ処理施設の入札が一社のみ
各団体からいただいた意見や
と聞いているが入札の経緯は
要望につきましては下記のとお
・人口減少により行政区の運営
りです︒貴重なご意見ありがと
が難しくなっている︒市は行
うございました︒
政区の統合についてどう考え
ているのか︒
・防災対策について︑災害があ
ると国見町はトンネルで繋が
っており崩壊すると集落への
幹線道路が寸断され孤立する
可能性があるが︑具体策はあ
るのか︒
・武蔵町に小中一貫校の義務教
育学校ができるが︑今後市内
の統合について市や議会はど
のように取り組んでいくのか︒
・コミュニティーバスが運行し
ているが乗車率が低い︒小型
のマイクロバスでの運行は︒
₂₈

₂₉

₁₁

₂₇

₂₉

₁₁

₁₈

₂₉

₁₁

₂₂
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議案等議決結果一覧
平成２９年第４回定例会（平成２９年12月21日）
【市長提出議案】
専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度国東市一般会計補正予算第３号）……………… 承

認

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めることについて）…………………………… 報

告

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めることについて）…………………………… 報

告

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めることについて）…………………………… 報

告

平成29年度国東市一般会計補正予算（第４号）…………………………………………………………… 原案可決
平成29年度国東市介護保険事業特別会計補正予算（保険事業勘定第２号）…………………………… 原案可決
平成29年度国東市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）………………………………………… 原案可決
平成29年度国東市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）………………………… 原案可決
平成29年度国東市水道事業特別会計補正予算（第３号）………………………………………………… 原案可決
国東市印鑑条例の一部改正について… …………………………………………………………………… 原案可決
国東市農村地域工業等導入審議会条例の一部改正について… ………………………………………… 原案可決
国東市税条例の一部改正について… ……………………………………………………………………… 原案可決
国東市産業振興条例及び国東市税特別措置条例の一部改正について… ……………………………… 原案可決
国東市保健福祉センター条例の一部改正について… …………………………………………………… 原案可決
国東市営住宅住宅条例の一部改正について… …………………………………………………………… 原案可決
平成２９年度国東市一般会計補正予算（第５号）…………………………………………………………… 原案可決
平成２９年度国東市立国東自動車学校特別会計補正予算（第２号）……………………………………… 原案可決
平成２９年度国東市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）……………………………………… 原案可決
平成２９年度国東市介護保険事業特別会計補正予算
(保険事業勘定第３号

介護サービス事業勘定第２号）… …………………………………………… 原案可決

平成２９年度国東市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）…………………………………… 原案可決
平成２９年度国東市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）………………………………………… 原案可決
平成２９年度国東市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）………………………… 原案可決
平成２９年度国東市水道事業特別会計補正予算（第４号）………………………………………………… 原案可決
国東市職員の給与に関する条例及び
国東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正について… ………………… 原案可決
和解及び損害賠償の額を定めることについて… ………………………………………………………… 原案可決
和解について… ……………………………………………………………………………………………… 原案可決

議案等に対する賛否の一覧表（平成２９年第４回定例会）

※議案等に対して、「賛成」か「反対」の意見が分かれたもののみを掲載しています。

議決 表決数
結果 賛成：反対

国東市職員の給与に関する条
例及び国東市特別職の職員で 可決
常勤のものの給与に関する条
例の一部改正について

4

5

6

7

議員名(議席番号順）
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

備考
員
員

85

議案等名

3

欠
欠

議案番号

2

唯有 幸明
大谷 和義
木田 憲治
宮永 英次
丸小野宣康
堀田 一則
堤 康二郎
元永 安行
野田 忠治
秋國 良二
吉田眞津子
森
正二
明石 和久
宮園 正敏
瀧口 公明
宇都宮 郁
石川 泰也
後藤 貴志

1

15対２ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○「賛成」 ×「反対」
※議長は、可否同数のとき又は特別多数議決のとき以外は採決に加わらない為、斜線にしています。

欠「欠席」

－「退席」

国東市

議会だより

Kunisaki City Parliament Report

議会の動き

₁₀月
31日

九州市議会事務局長会

₁₁月 ２日 議長杯グランドゴルフ大会

年１月７日︑国東市営陸上競技場・

30

交通安全街頭指導

議会を
傍聴しませんか

2月20日㈫です

₁₂月₂₁日、定例会本会議終了後、国東警察署、
大分県交通安全協会国東支部の協力をいただき、
交通事故のない国東市を目指して議員₁₈人で交通
安全の街頭指導を行いました。

傍聴を希望される方は、
議会事務局までご連絡ください。また、
当日の受付も行っています。

☎0978‑72‑5196（直通）

今回発行の国東市議会だより
₄₉

号が︑

現在の広報委員６人での最後の編集と

なりました︒

明

市民の皆様の手に取っていただき読

幸

也

み や す さ を モ ッ ト ー に︑ 努 力 し て ま い

りました︒

泰

久

私は︑国東市議会は国東市民と一心

有

和

行

同体と考えています︒市民の皆様の声

川

安

が︑議会活動の糧となり︑その議会活

唯

石

眞津子

動が議会だよりを通して︑市民の皆様

石

永

公

にお知らせできれば本望だと思ってい

ます︒

明

田

泰也

元

口

石川

吉

明

瀧

郁

来年度︑広報委員は再編成されます

員

員

員

宇都宮

が︑今後とも議会だよりをよろしくお

委

願いいたします︒

委

広報特別委員長

〃

委

発行責任者

〃

員

広報委員長

〃

委

〃副委員長

〃

■発行／大分県国東市議会
TEL（0978）72-5196
大分県国東市国東町鶴川149番地 FAX（0978）72-5170
■編集／広報特別委員会
■印刷／株式会社インタープリンツ

次回、
３月定例会の開催予定は

■表紙写真の説明

平成

野球場にて新春国東市消防団出初式が行われ

ました︒

国東市消防団は︑土谷清美団長を中心とし

て９４９人の消防団員で編成されています︒

その他︑国東高校の生徒で編成されたスクー

ル消防隊も分列行進に参加しました︒

20

人で結成

人の団員が参加しました︒

9

また︑今年度から女性消防団が

され︑当日

49

No.

６〜７日 会派代表視察（山形県鶴岡市他）
７〜８日 緑風会会派視察（京丹後市他）
13日 大分県市議会議長会副議長研修会
（豊後高田市）
14日 全国過疎自立促進連盟理事会
14〜16日 市民クラブ会派視察（千葉県佐倉市他）
15日 長崎市西海市行政視察（ふるさと納税）
19日 東京ふるさと会
21日 全国民間空港所在都市議会協議会（東京都）
22日 議会報告会（産業建設）
27日 議会運営委員会
全員協議会
議会報告会（総務）
産業建設委員農協理事意見交換会
28日 議会報告会（文教厚生）
₁₂月 ４日 第４回定例会開会
全員協議会
広報特別委員会
12日 議会運営委員会
13日 産業建設常任委員会
14日 文教厚生常任委員会
15日 総務常任委員会
19日 予算決算常任委員会
21日 定例会閉会
27日 広報特別委員会
1月 ９日 広島県庄原市議会教育民生常任委員会視察
（地域包括ケアシステム）
11日 広報特別委員会
16日 和歌山市議会至政クラブ視察
（くにさきオイスター）
17日 県北６市議会議長懇話会（国東市）
2月 ６日 杵築高田３市議会合同研修会（杵築市）

編
集
後
記

