No．22
平成23年５月
発行／大 分 県 国 東 市 議 会
編集／議会広報編集特別委員会
ＴＥＬ（0978）72−5196
ＦＡＸ（0978）72−5170

来浦小学校入学式

大恩小学校入学式

豊崎小学校入学式

２月臨時会
３月定例会

平成23年度予算可決される
(予算特別委員会を設置、

発議､市民病院改築工事調査特別委員会) ・・・２〜３

主な議案、議案質疑 ・・・・・・・・・・・・・・・・４〜５
８人が登壇

一般質問（ケーブルテレビ生中継) ・・・・・６〜13
特別委員会、常任委員会レポート ・・・・・・・・14

国東市議会だより 22号

176億9400万円

15日間、議案40件、承認１件などを可決。

▽▽

３月定例会の会期は、11日(金)から25日(金)までの

一般会計予算について、２月に市
となっています。
新規事業や投資的経費などの政策
的な予算は６月定例会に上程されま
す。
295 万円
6,143.7万円
45億1,955.9万円
37億4,600 万円
3億3,843.6万円
4億2,991.9万円
6億1,480 万円
5億0,010 万円
7億1,520 万円
5億3,700 万円
270 万円
3,652.2万円
33億4,400.4万円

平成22年度２月補正予算
一般会計
補正額
補正後予算総額

4億3,642.5万円
205億0,561.5万円

平成22年度３月補正予算
一般会計
補正額
補正後予算総額

△ 6,078.8万円
204億4,482.7万円

市民病院改築
工事調査特別
委員会を設置！

△△

〔平成23年度特別会計当初予算額〕
・住宅新築資金等貸付事業
・国東自動車学校
・国民健康保険事業
・介護保険事業
・介護保険サービス事業
・後期高齢者医療事業
・簡易水道事業
・公共下水道事業
・特定環境保全公共下水道事業
・農業集落排水事業
・浄化槽設置事業
・工業用水道事業(収益的支出)
・市民病院事業(収益的支出)

三河新市長が初答弁

長選挙が行われたことから骨格予算

平成 年３月定例会

平成23年度
一般会計
当初予算

②
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市民病院の改築工事入札の事務を検査するため、特別委
員会（溝部元生委員長、秋國良二副委員長）を設置しまし
た。
病院事業は公営企業法の全部適用のため議会での議決が
ないので、関係書類及び報告書の提出を求めて入札の経過
の事務の検査を行います。

22号
国東市議会だより

③

有幸明委員長）が３月22日㈫に行われ、一般会計
当初予算案について、議論を交わしました。

いて︑今後の方針は︒

Ａ 人事評価システム等が導入
されれば︑ある程度反映はさ
せたいと考えています︒

Ｑ ケーブルテレビ事業につい
て︑新年度から指定管理をす
るのか︒

Ａ 前回の定例会からの検討課
題ではありますが︑今後につ

委員会での
主な質疑
Ｑ 現在︑市税の滞納状況はど
の程度あるのか︒

いてはあらためて議会にお示

実態はどの程度あるのか︒

Ａ 昨年 月で２３８世帯あり

ます︒

Ｑ し尿処理場の修繕工事は毎

年行っているのか︒

Ａ 昭和 年から稼動しており︑

古い施設でもあり︑修理をし

ながら維持管理しています︒

Ｑ ＡＬＴ︵外国語指導助手︶
への経費負担はどのようにな

っているのか︒

Ａ 現在︑市では２名のＡＬＴ

がいます︒研修は国が行います

が︑費用は受け入れる自治体が

Ａ 現在の３部制を２部制に移
行します︒職員研修へ署員を

Ｑ 学力向上のため今後どのよ
うな取り組みをするのか︒

負担することとなっています︒

派遣するため︑業務に支障の

してもらいたい︒

消防力が低下しないように

うになるのか︒

Ｑ 消防署の勤務体制はどのよ

しします︒

また︑徴収体制はどうなっ
ているのか︒

Ａ 市税の滞納額は３億３００
０万円ほどです︒本庁に収
納班を設けて︑滞納者の預金︑
給与の差し押さえ等を行って

Ｑ 敷地借地料について増額し
た理由は︒

Ａ これまで国東小学校で︑算
数に特化した授業を行い︑一
Ｑ 社会福祉協議会への補助金

うにしたいと考えています︒

このモデルを全市へ広げるよ

定の成果が現れました︒今後︑
５０００万円の算定根拠は︒

を行います︒

もでてきたので︑改めて調査

Ａ 規制がさらに厳しくなり︑
基準を満たさなくなった事例

ているのか︒

Ｑ アスベスト対策はまだ続い

００万円計上されているが︑

Ｑ 生活保護費として５億４０

です︒

出根拠としている場合が多い

料の一つですが︑人件費を算

Ａ 県内市町村の状況も判断材

考えています︒

ないような体制を整えたいと

Ｑ 職員の給与や人事評価につ

います︒

ンターに草刈り等を委託して

Ａ 武蔵の養鶏場跡地や学校跡
地などです︒シルバー人材セ

の土地で︑どこへ委託するのか︒

Ｑ 市有地の管理委託は︑どこ

上がったためです︒

り︑駐車場について評価額が

Ａ 雑種地の評価の仕方が変わ

います︒
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予算特別委員会を設置
議長を除く議員全員による予算特別委員会（唯

年第１回定例会

うものです︒

きるよう︑条例の一部改正を行

３名配置とし︑円滑な審査がで

しい場合もあるため︑１名から

審査に医師が出席することが難

ています︒ただ︑現状ではこの

各合議体に医師が１名配置され

主な議案等の内容
平成
★国東市特別職等の給与の特
例に関する条例の制定につ
いて
市の厳しい財政情勢を考慮し
て︑市長 ％︑副市長と教育長
については７％それぞれ給与の
★指定管理者の指定について
︵２件︶
年度までの

亡くなられた方々のご冥福をお祈りする
とともに、被災地の方々へお見舞い申し上
げます。

年第１回臨時会

「東日本大震災」で被災された方に対して、
日本赤十字社を通じて義援金を贈りました。

します︒そのため使用料を定め

して新たに柔剣道場などを追加

市民も使用できる学校施設と

国見テニスコート︑国見ゲート

︵国見野球場︑国見陸上競技場︑

Ｏ法人﹁国東半島くにみ粋群﹂

指定を受けた事業者は︑ＮＰ

れ証明書等の交付等にかかる事

と豊後大野市との間で︑それぞ

国東市と佐伯市︑また国東市

★事務の委託の協議について
︵２件︶

具体的には︑

算の補正を行うものです︒

金が交付されることに伴い︑予

景気対策のため︑国から補助

★平成 年度国東市一般会計
補正予算︵第８号︶につい
て

★国東市介護認定審査会の委
員の定数等を定める条例の
一部改正について

いて管理を行います︒

３﹂︶で︑それぞれの施設につ

直売施設﹁ふるさと市場Ｒ２１

所︶とコスモス︵安岐農産物等

録証明書などの発行が︑県下

と︑住民票︑戸籍抄本︑印鑑登

この協議で規約が締結される

管理者の指定を行うものです︒

ることを目的とした条例の一部

務の一部を相互に委託をするこ

本市では︑介護の認定を審査
する際︑ の合議体で構成され︑

できるようになります︒

市町の窓口で手続きをして取得

12

工事︵富来小東側新設︶

放課後児童クラブ施設整備

22

有害鳥獣被害対策防止金網

設置工事

などに充てられます︒

③

② 学校図書館の整備

①

ボール場︑国見パークゴルフ場︑

平成

市議会では、３月11日㈮に発生しました

23

カットを行うため条例を定める
ものです︒

平成 年度から

東日本大震災について

改正を行うものです︒

ふるさと市場Ｒ２１３

と協議するものです︒

５年間︑公の施設について指定

27

国見Ｂ＆Ｇ海洋センターの６ヵ

★国東市公立学校施設使用料
条例の一部改正について

23

23
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10

④
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年第１回定例会

指していると思うが︑市民へは

どのように周知しているのか︒

Ａ 市報︑ホームページ︑自治
公民館へ配布した防災マップ

平成

年第１回臨時会

★一般会計補正予算について

Ｑ アストくにさき正面のガラ

また︑市内の建築事業者の

だけの効果があるのか︒

に掲載しています︒

Ａ 小学校では 万円あまり︑

方に対しても︑広く市民の皆

入を検討しています︒そのた

Ａ 平成 年度に共同利用方式
﹁クラウドコンピュータ﹂の導

Ａ 対前年比で約６００万円の

Ｑ 公共下水道の使用料はどの
程度見込んでいるのか︒

を行ったので︑残りのシステ

テ ム のうち１つだけ保守点検

ですが︑排水設備事業者にお

化率は 〜 ％程度と低いの

増収を見込んでいます︒水洗

ての団員に揃えたいと考えま

市として訓練服と同様に︑全

Ａ 防寒︑防火の観点からと︑

★指定管理者の指定について

Ｑ 国から地域振興のための交
付金があるが︑その使途は︒

した︒

Ｑ 管理者の指定は︑どのよう

公募の際に審査の材料にした

Ａ 一定期間管理を任せ︑その
間の状況を見ながら精査して︑

となっています︒

のムラ︑芸術文化事業が対象

ということで︑図書館︑弥生

な基準によるものか︒

いと考えています︒

また︑﹁知の地域づくり﹂

Ａ 国の基準で︑人件費を主体
にするようになっています︒

30

今一度に作る必要があるのか︒

ムについて委託しなかった相

願いして普及促進に努めます︒

Ｑ 消防団の﹁法被︵はっ
ぴ︶﹂について︑全団員分を

で︑有効だと判断しました︒

を入れているわけではないの

検討しました︒常時エアコン

て冷房の効果をあげることを

りますが︑紫外線をカットし

スへのフィルムに貼ってどれ

中学校では 万９０００円ほ

Ａ 面積として３００㎡ほどあ

どです︒

いしています︒

さんへ啓発をするようにお願

らになるのか︒

議 案 質 疑
平成
★一般会計補正予算について

Ｑ 電柱補強負担金について︒

Ｑ 電算関係で︑総合システム
更新等委託料が３３００万円

ＴＴの電柱についても敷設す

年度には５つのシス

★特別会計当初予算について

るのですが︑まだどの程度必
め平成

ほど減額されているのは︒

要か調査報告がありません︒

Ａ 九州電力の電柱にケーブル
テレビ回線を敷設させてもら

23

当額を減額補正するものです︒

Ｑ 間伐や作業路の整備につい
て︑計画のうちどの程度でき
たのか︒

Ａ 間伐は２２０ｈａ の計画か
ら２００ｈａ へ︑作業路につ
いても舗装延長が短くなりま

20

Ｑ 市営住宅使用料の滞納分に
ついて現状は︒

Ａ 未納者に対しては︑督促や
催告をし︑また戸別に訪問を
して納入のお願いをしていま
す︒特に悪質な場合は︑呼び
出しをして滞納額を少しでも
減らすようにしています︒昨
月から２月までの滞納整

理では︑１２０万円程徴収で

Ｑ 災害に強いまちづくりを目

で縮小されました︒

したが︑いずれも地元の要望

Ｑ 小中学校に設置した太陽光
発電による売電の収益はいく

きました︒

年

23

22

うのに︑補強を施します︒Ｎ

31
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⑤

新市長として市政に対

●市政への基本姿勢は
議員

私は選挙で市政の目標

する基本姿勢︑覚悟につい
て︒
市長

新市長として市政に
対する基本姿勢は
福
―祉の里づくり︑観光の里づくり︑

市庁舎の建設について

●市庁舎等の建設について

議員

の考えを︒

市長 市役所の本庁舎は築

年が経過しています︒耐震

性に疑問があり︑手狭で分

散している部署もあり︑行

政サービスや行政運営の観
が︑選挙公約でもあり約束

政上の問題等もありますの

は十分認識しています︒財

点から新庁舎建設の必要性

政改革です︒行政組織の簡

は守りたいし︑特別職の給

で︑第三者委員会というの

―

素化︑効率化によって︑財

与カットも継続したいと考

教育の里づくりに努めます

政支出の抑制に努めます︒

も必要かと思っています︒

市長 国東消防署の現在の位

いての見解を︒

議員 国東消防署の建設につ

えています︒
企業誘致対策室︑新産
いるが︒

業創出課を設置するとして

議員

その目標達成のために少し
高級市長公用車を廃止

でも着実に推進します︒
議員

するとしているが︑どうす

る津波を考え建設の場所を

げました︒福祉の里づくり︑

団にし︑そのための機構改

検討します︒

置は海抜が低く︑想定され
市長 公開オークション︑車

革をします︒４月の人事は

市役所を強力な政策集

づくりです︒それを達成す

購入時の下取りなどの効果

最小限とし︑５月に実施し

市長

るために若者の定住促進の

的な方法を検討します︒通

るのか︒

ための新産業の創出であり︑

たいと考えています︒
副市長人事はどのよう

勤はマイカーです︒

議員
について︑その根拠は︒

市三役の退職金カット

番目は︑高齢者福祉︑子育

市長 特にありません︒大分

懸命に考えているところで︑

議員

て支援の推進です︒そのた

県退職者手当組合の条例も

時期についてはできるだけ

に考えているのか︒

めには交通体制の整備︑地

あり︑一市だけで実施する

早くと考えてます︒

人選については今一所

域医療の充実は極めて大事

には難しいと分かりました

市長

であります︒３番目は行財

興や商工業の振興です︒２

そのための第一次産業の振

観光の里づくり︑教育の里

として３つの里づくりを挙

44

議員

英次
宮永

⑥
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一 般 質 問

議員

イノシシ︑シカ対策に

シカは年間を

ヒノキの保護対策は

ないか︒
産業商工部長

―

指導体制は︑県振興局︑

Ｊ Ａ︑市で連携し︑適切な

指導ができるよう体制を構

作業道︑農道の舗装整

築していきます︒

議員

備に安価な鉄鋼スラグは使

用できないか︒

産業商工部長 鉄鋼スラグは

コンクリートに比べ３分の

１の価格ですが︑地元のノ

ウハウ︑専門的な重機や技

術が必要です︒地元の意志

集落の農地は

交付します

バ
―ークガードに補助金を

報を通じて要望調査を行い
ます︒

集落で守るとの観点から集

を尊重しながら対応を検討

しいたけの原木で小枝

落ごとの一斉防除が効果的

します︒

議員

についての補助︑種コマへ

であると考えます︒

車エビ養殖事業の今後

はどうするのか︒

議員

の補助金支援︑また防風ネ
ット設置に補助すれば鹿食

工販売ルートは︒また︑営

議員 オリーブ︑カボスの加

通して交付金の対象です︒

害防止にもつながるが︒

産業商工部長 ウィルス被害

指定管理の取り消し手続き

により現在休止状態です︒
カボスは企業

として再利用したいと考え

産業商工部長

を行い︑漁業関係者の施設

るのか︒

深刻な被害状況が続けば︑

円の交付をして

年

農指導体制は確立されてい
から１本

策事業については平成

産業商工部長 原木の供給対

討せざるを得ないと考えて
います︒

参入もあり ｈａ ︑県内産
は大分カボスとして出荷し

ています︒

おります︒種コマについて
は価格が回復したため廃止

ています︒オリーブでは会

ヒノキの保護対策とし

てバークガードの設置への

されています︒防風ネット

員

議員

補助支援策はできないか︒

が鹿食害防止に効果がある

議員

ジャンボタニシの駆除
対策として一斉防除はでき

名︑５．１ｈａ で︑平

県の要綱の改

成

産業商工部長

とすれば︑県と協議し検討

正により平成

が３分の１︑市が３分の１︑
事業主が３分の１です︒市

します︒

年度は補

60

50

20

市単独での報奨金交付も検

産業商工部長

の交付はできないか︒

ついて年間を通して報奨金

議員

●有害鳥獣対策等について

丸小野宣康
助金の交付があります︒県

23

力を入れます︒

と合せて県Ｊ Ａと協力して

ａ 増反の計画です︒カボス

年度は新たに１．８ｈ

23 41
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⑦

増え消防力の低下になるの
では︒

●立ち入り調査を実施

観光資源をＰＲして︑交流

人口の増大を図るべきでは

がるような施策はないか︒

産業商工部長 くにさき姫だ

こも︑くにさき銀たちも︑

国東ブランドとして知名度

合と消防本部の移転が計画

院が︑新生児の転院搬送に

議員 和歌山県の県立医大病

人員確保を図ります︒

若い職員の専科教育入校の

３部制から２部制に移行し︑

の配合や芳香剤︑中和剤が

と特定されました︒ミルク

が離乳舎のミルクのにおい

入り調査を行い︑発生場所

産業商工部長

応策は︒

地区の異臭問題の経過と対

いと考えています︒

とイメージアップを図りた

おしシール﹂を貼り︑売上

﹁お墨付きシール﹂を︑農

にはタコをモチーフにした

がアップしました︒海産物

されているが︑人員配置は

ドクターカーを利用し︑タ

ないかの改善を約束しまし

安岐町向陽台︑美濃辺

どうするのか︒市民病院が

クシー会社に運転手を委託

た︒臭気測定器を有効に使

議員

せた国東市の特産品や農産

ないか︒一次産業と直結さ

搬送車や
ドクターカーの導入を

物の販路︑消費拡大につな

●タクシー会社に運転業務
委託を

救急車やドクターカーを導

している︒搬送車を導入し︑

って︑住民︑事業主︑行政

消防長 ４月から勤務体制を

入すれば︑人員不足の解消

救急性のない転院搬送は契

が三者一体となって早期解

安岐武蔵出張所の統廃

また︑市民病院からの転

約したタクシー会社に運転

消に努力します︒

救助工作車の導入︑特別救

となりますので︑転院搬送

あり︑統合で１台は予備車

名配置します︒

消防長 統合した安岐武蔵署
には

助隊の編成︑専門的教育を

など救急事案の活用を考え

空港道路の全線無料化

●国東ブランドの知名度ア
ップ
議員

を機に︑国東市の特産品や

産物は﹁頑固おやじのいち

院搬送は消防対応等でお願

業務を委託できないか︒

受けた救助隊の増強をした

ます︒

議員

いとあったが︑若い職員が

豚舎内の立ち

いをしたいということです︒

消防長 現在︑救急車は４台

になるのでは︒

新庁舎を建設する際に

議員

予
―備車を転院搬送に活用します

議員

野田

忠治

ドクターカーの例

25

⑧
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⑨

住宅用火災警報器の
普及状況は
最
―終的には５月 日まで
体的な設置施策と指導は︒

現時点での設置状況は︒

施主体となっていただいて

ため︑市内の各区長会へ実

消防長 設置率を向上させる

大分合同新聞の報道

●住宅用火災警報器につい
て
議員
消防長
おります︒

また︑共同購入を準備し

で︑全国平均では ．６％
となっており︑九州の中で

す︒最終的には︑消防とい

き根強く推進してまいりま

す︒期限終了後も︑引き続

ているところでもありま

低い設置状況の原因は

水準です︒
議員
何か︒

たしましても戸別訪問など
実施して︑全戸設置に取り

平成 年から始めま

したが︑猶予期間が長かっ

組んでまいります︒

消防長

たこと︑まだ先のことだと

議員

消防としても手をこ

最終的な数値目標は︒

いう感覚だったこと︑それ

消防長

まねいているわけではなく︑

から罰則がないということ
が一番の原因と考えられま

いろいろな場面︑場所で啓
発活動を行っております︒

―

同じ年に開始した事業

していただきたい︒

料にある奏功事例を積極的

災警報器設置推進会議の資

を出さないこと︒住宅用火

ということで︑第一に死者

をお願いしたい︒

を求めて︑実行されること

ためにも全ての組織の協力

を目指して欲しいし︑その

最終目的である全戸設置

を行って欲しい︒

り一層の粘り強い行政指導

るわけだから︑今後ともよ

財産を守るという責務があ

消防は住民の生命︑身体︑

アストくにさきに設置された火災警報器（見本）

に市民へ示しながらＰＲを

﹁消さずにまず逃げよう﹂

火災警報器設置の精神は

かしいのではないか︒

％と高い︒分析の仕方がお

で︑宮城県では設置率が

議員

まいりました︒

ころで︑啓発に取り組んで

レビ︑市報︑いろいろなと

のが実情です︒ケーブルテ

なかなか受け入れられない

も見本を設置していますが︑

また︑アストくにさきに

全戸設置します

31

議員

伊牟田洋史
も大分県は ．９％と低い

63

今後︑最終期限まで具

す︒
議員

82

37

18

今回の市長選挙で︑重

●﹁よみがえれ国東﹂の重
要課題について
議員
要課題である市役所の政策
集団︑トップセールス︑市

観光開発について
新
―規観光の拠点づくりを
前向きに検討します

―

を講じたいと考えてます︒

また︑国東市の観光親善

大使の件ですが︑現在２名

の方に委嘱をしています︒

この方々については︑積極

的に国東市のＰＲを行って

いただいています︒

市長 観光振興の中で特に国

東市では︑谷が複雑に入り

組んでいる地理的要因の中

で︑観光客が目的地になか

新規観光の拠
点づくりにつきましては︑

なかたどり着けない状況が

産業商工部長

廃止して︑即現場へ行ける

今国東の置かれた財政状況

あり︑今後観光標識の整備

中で︑これまでの市長車を
ような車を市長車とします︒

等を勘案して︑費用対効果

をしたいと考えています︒

退職金をカットする根

●特別職の退職金について

を十分に考え︑議員や市民

議員

だき︑前向きに検討します︒

の皆さんからの提案をいた

市長 行財政改革に取り組ん

各種イベントにつきまし

拠と目的は︒
でいるさなか︑特別職自ら

ては︑現在見直しをしてい

長車の廃止についての基本
市長 強力な政策集団につい

その姿勢を示すべく︑削減

的な考え方は︒
ては︑職員がいろいろな研

ます︒今後さらに積極的な
誘致を図りたいと考えてい

を提示したものです︒

●観光開発について

修を通じて地方の時代にふ
さわしい経営︑政策立案
トップセールスについては︑

考えはあるのか︑さらに各

まず新規観光拠点をつくる

ますから︑後世にきちんと

本市の貴重な財産でもあり

ます︒

あらゆる機会を通じて私自

種イベントの充実方法︑伝

継承し市内外の方々に参加

観光開発全般について︑

らが先頭に立って国東市の

統文化の継承と行事を主体

をしていただき︑地域おこ

議員

知名度を高めたいと考えて

とした地域おこし︑観光大

しの一助となるような施策

能力を身につけることです︒

います︒高級市長車の件に

使による宣伝の方法は︒

加えて伝統文化や祭りは︑

ついては︑現場主義を貫く

観光看板（国東町内）

議員

仁士
清國

⑩
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●強力な政策集団とは

行せざるを得ない状況です︒

今後利用状況の少ない路線

行をすることは︑路線バス

までとか︑直接そういう運

また︑家の軒先から病院

います︒

直しの中で︑仕様の変更も

は︑総合的な交通体系の見

―

考えなければならないと思

﹁庭から庭へ﹂の
交通体系ができないか
軒
―先から軒先に対して

お答えする段階でない

小型車を活用して︑病院等

す︒市の財政的な負担も考

て︑そういう利用者もいま

とかタクシー業もありまし

所等のあり方を検討した上

へ﹁庭から庭へ﹂の交通体

らない︒９人︑ 人乗りの

団にしたいということだが︑

で︑職員数を徹底して管理

齢者施設︑保育所︑総合支

部制から課制にした方が綿

えて︑総合的に判断をして
バスの利用状況について︑

うことではお答えする段階

先から軒先に対して︑とい
平成

最も多い路線で１便あたり

を検討していきます︒職員

す︒その中で部長制の廃止

抑制に努めたいと思いま

率化を図り︑財政支出の

め︑行政組織も簡素化︑効

市長 行財政改革を進めるた

では片道１００円︒例えば

かるが︑コミュニティバス

線バスでは相応の運賃がか

必要があると思う︒民間路

かい配慮を根本的に見直す

活用するためには︑きめ細

行されている︒今後︑有効

す︒そのため︑利用者が少

バス車両を運行しておりま

が︑ダイヤ以外の時間帯に

体系として︑国東観光バス

路線バスの運行による交通

のコミュニティバスと民間

均では９．３名です︒現状

で４．１名︑全 路線の平

ではありません︒

年度の利用実績が

検討します︒今ただちに軒

系はできないか︒

現在︑国東市には 路

現在コミュニティ

していく必要があると思っ

議員

企画部長

密な連携が取れ︑市民サー
た職員数も１００人ほど多
いのではとの市民からの声
もあるが︑適当な人員はど

．５名︑最も少ない路線

定数は︑どのくらいの職員

岩戸寺線では︑終点から先

ない地域でも大型バスを運

線のコミュニティバスが運

が必要かということで定数

は３㎞ほど歩かなければな

の程度と考えるか︒

21

管理をやっていきます︒高

23

15

●交通体系の見直しについ
て

ています︒

市民の立場から政策集

10

ビスが向上するのでは︒ま

議員

議員

明石

和久

コミュニティバス
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15

まちおこしのために
駅伝のスポーツ枠採用を

ン︑Ｉターンの推進補助金

として︑市外から転居して

きて住宅を新築した人に︑

その﹁祝い金﹂として 万

年までは第三子

円支給してはどうか︒

市長 平成

以降に

万円を支給してい

確かめ︑楽しめる場をつく

どうか︒運用は市が空き家

域交流サロン﹂を設けては

じ趣味を持つ人が集う﹁地

●市民交流の場づくり

もあり困難です︒

策については︑もう少し研

います︒

に提供し︑活性化を図って

て︑市外から転入希望者等

家バンク登録制度﹂を設け

空き家の活用として﹁空き

る効果的な事業を模索しま

まま続け︑将来継続性のあ

がありますから当分はこの

の子ども手当等︑支援制度

かったようです︒現在︑国

ましたが︑あまり効果がな

ることも重要な町おこしで︑

を借り︑利用者に提供する︒

究させていただきます︒

―

そのために市民が一体感を

管理は地区の人が行うこと

空き家等に高齢者や同

共有できるスポーツ振興が

で︑希薄になりつつある市

議員

最も必要ではないか︒そこ

民の﹁つながり﹂を確かめ︑

議員 ﹁出産祝い金﹂として

市民同士がつながりを

で市役所関連の職員採用に

楽しめる場所ができ︑本来

第一子から全ての出産に対

議員

スポーツ枠をつくり︑毎年

の﹁にぎわい﹂と﹁生きが

し３万円を支給しているが︑

●少子化の歯止めに思い切
った対策を

ば第一子︑第二子は廃止し︑

う︒少子化対策なら例え
て多くの団体に各地域で交

第三子から 万円︑第四子

市長 現在︑高齢化対策とし
流︑趣味や休養︑娯楽や健

は 万円にしてはどうか︒
また︑Ｕターン︑Ｊター

す︒

１名ずつ実績のある人を採

い﹂を取り戻していく一歩

あまり効果がないように思

民の関心も増し︑活性化の
現在︑市としては行政

康の増進のために交流の場
を提供しております︒

30

特効薬となると思うが︒
市長

改革や人員削減を行ってお
り︑他のスポーツとの関連

50

今年の大分県内一周駅伝大会の様子

商店街の空き家活性化対

用すれば﹁県内一周駅伝﹂

になると考えるが︒

ス
―ポーツ枠採用は困難です

50

でも上位が可能となる︒市

●市職員採用に駅伝でのス
ポーツ枠を設けてはどう
か

20

30

議員

良二
秋國
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漁業振興と漁業後継者対策は

―
行政視察でＣＡＳ︵キ
ャス︶という冷凍機につい

議員

題とします︒

振興を図ります

漁
―場の整備︑放流等で
は︑農業︑林業も同じで深
刻な問題であることは十分
認識しています︒

％近い︒対して国東の魚を

食べに来るのが３％である︒

観光のルートづくりに担当

県︑観光協会︑国東市

部署の増員はできないか︒

市長

と協力しながら対策を練っ

ていきます︒観光客の拡大

は大事であり︑職員配置は

道の駅利用者が︑待ち

総合的に判断します︒

議員
て研修した︒この機械は素

また︑海岸は消波ブロッ

時間に遊び場がない︒

また︑燃料の高騰のため

材の味を損なうことなく冷

クがあり景観を損ねている︒

どのように考えているのか︒

に赤字だということも現場

凍し︑販売ができる︒水産

背後地の整備はできないか︒

議員の皆さんも私も国

でよく聞き︑非常に厳しい

振興と雇用の確保もできる

市長
東市を良くしようという意

ことは承知しています︒

くことは難しいです︒背後

消波ブロックを取り除
獲れた水産物等の味を

地の整備については検討し

市長
損なわないようにＣＡＳシ

ます︒

と思うが︒

年間約１万２０００食販売

ステムを使って首都圏や関

道の駅﹁銀たちの郷﹂

している︒そのうち︑１万

西に送ることができれば︑

もに新しい国東市をつくり

食ほどについて持ち帰りの

民間の新技術もあわせて研

議員 国東市の漁業の現状を

市長

どのように認識しているか︒

希望があるが︑食品衛生法

究したいと思います︒漁業

で﹁たち重﹂のメニューが

市長 漁業関係者の話を聞き︑

により持ち帰ることができ

関係者や若い人たちのご意

たいと思います︒

厳しいということは認識し

ない︒その対策をどのよう

見等聞きたいと思います︒
市長 道の駅のメニュー持ち

道の駅くにさき

●漁業の振興について

ています︒皆さんの意見を

に考えるか︒

議員 漁業者の高齢化と後継

今の観光の流れは︑昭
和の街から杵築城を見て別

議員
全衛生上の関係もあり︑即

府に宿泊するコースが

帰りについては︑食品の安
答はできませんが︑研究課

者不足について︑若者が希

●観光振興について

聞きながら対策を立てます︒

議員

味では一緒であります︒と

議員 議会での議論に対して

●議会との関係について

議員

剛弘
松本
後継者の不足について

望の持てる政策は︒
市長

70
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忠治
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委員長

松本 剛弘

❖産業建設委員会❖
委員長

英次

回議会

宮永

❖ 議会改革特別委員会❖

委員長

３月 日㈮に第
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とを確認しました︒

さらに議論を深めていくこ

などについて︑委員会内で

開催の方法︑進め方︑内容

くことも目的としています︒

会への市民参加を進めてい

と考えています︒同時に議

から政策提言できるように

て理解していただき︑議会

見交換を行い︑議会につい

市民の皆さんと建設的な意

の活性化の一環として広く

開かれた議会・議会活動

と考えています︒

んと直接意見を交換する場

するとともに︑市民の皆さ

や市政に関する情報提供を

各地域に出向き︑議会活動

きました︒議会報告会とは︑

報告会の開催を検討して

これまでの委員会で議会

た︒

改革特別委員会を開きまし

25

堤 康二郎

13

３月 日㈭に委員会を開
催し︑当委員会に付託され
た議案 件について関係部
長︑課長の出席説明を求め
慎重に審査しました︒各議
案とも︑採決にあたり討論
はなく︑原案どおり可決す
べきものと決定しました︒
次に︑継続審査の請願第
号﹁ＴＰＰ協定交渉への
参加反対を求める請願書﹂
及び︑請願第 号﹁ＴＰＰ
の参加に反対する請願﹂に
ついて審査しました︒ＴＰ
Ｐ参加で農業関係に壊滅的
な打撃を受けることは理解
できますが︑不参加の場合︑
他の産業で日本が出遅れる
ことも考えられます︒国で
はＴＰＰ 参加に対応でき
るよう︑農業改革や輸出振
興策等を検討しているので︑
農業政策に関する国の具体
策等︑今後の経過を見守る
必要があるため︑いずれも
閉会中の継続審査としまし
た︒
14

委員長
本定例会にて当委員会に

件 に つ い て︑ 去 る

付託されました︑承認１件︑
議案
３月 日㈮に委員会を開催
し︑教育次長︑生活福祉部

ては︑内容については理解
する部分もありますが︑国
の法整備がまだ不十分で
あり︑採択するには及ばず︑
不採択としました︒

17
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平成 年６月定例会にお
きまして︑当委員会に付託
され︑閉会中の継続審査と
なっておりました陳情第５
号﹁永住外国人への地方参
政権付与の法制化に反対す

関係課長等の出席説明を求

長並びに福祉事務所長及び

情書﹂については︑意見の

め︑慎重に審査しました︒
審査の結果︑いずれも原案
のとおり可決すべきものと
決定いたしました︒

第７号﹁人権侵害救済法の

また︑継続審査中の陳情

会に付託された議案５件に

成立に反対する意見書の提

つ き ま し て は︑ ３ 月

討論はなく︑全員異議なく

各議案とも︑採決にあたり

め慎重に審査しました結果︑

部長︑課長の出席説明を求

㈮に委員会を開催し︑関係

18

原案どおり可決すべきもの
と決定しました︒

出に関する陳情書﹂につい

日

次に︑本定例会で当委員

た︒

採択すべきものと決しまし

決の結果︑賛成多数により

対意見もありましたが︑採

分かれるところであり︑反

る意見書の提出に関する陳

18 17
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議案等議決結果一覧
―平成23年第１回定例会―
【市長提出議案】
■専決処分の承認を求めることについて……………………………………………………………承認
■平成22年度一般会計補正予算………………………………………………………………………可決
■平成22年度特別会計補正予算（９件）……………………………………………………………可決
■平成23年度一般会計予算……………………………………………………………………………可決
■平成23年度特別会計予算（12件）…………………………………………………………………可決
■国東市普通公園条例の制定について………………………………………………………………可決
■国東市職員等の旅費に関する条例の一部改正について…………………………………………可決
■国東市特別会計条例の一部改正について…………………………………………………………可決
■国東市公立学校施設使用料条例の一部改正について……………………………………………可決
■国東市手数料条例の一部改正について……………………………………………………………可決
■国東市体育施設条例の一部改正について…………………………………………………………可決
■国東市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正について……………………可決
■国東市営住宅条例の一部改正について……………………………………………………………可決
■国東市火災予防条例の一部改正について…………………………………………………………可決
■指定管理者の指定について（２件）………………………………………………………………可決
■事務の委託の協議について（２件）………………………………………………………………可決
■市道の路線廃止について……………………………………………………………………………可決
■市道の路線認定について……………………………………………………………………………可決
■建設工事委託に関する協定の一部変更について…………………………………………………可決
■国東市特別職等の職員の給与の特例に関する条例の制定について……………………………可決
【議員発議】
■事務調査に関する決議案……………………………………………………………………………可決
【12月議会からの継続（請願）】
■環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定交渉への参加反対を
求める請願……………………………………………………………………………………………継続
■ＴＰＰの参加に反対する請願………………………………………………………………………継続
【６月議会からの継続（陳情）】
■永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の
提出を求める陳情……………………………………………………………………………………採択
（反対討論あり）
■人権侵害救済法の成立に反対する意見書の提出に関する陳情書……………………………不採択
―平成23年第１回臨時会（２月）―
【市長提出議案】
■平成22年度国東市一般会計補正予算………………………………………………………………可決
■平成22年度国東市特別会計補正予算（１件）……………………………………………………可決

次回定例会の開催は６月上旬です。
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。

25

23

編 集

後

記

千年に一度かそれ以上︑大惨事をもたらしている東日本

大震災︒公民館や体育館に避難していても津波により流さ

れている想定外の出来事︑言葉がない︒追い討ちをかけた

原発事故︑作物の栽培はおろか戻って住むことさえ難しい

ところ︑途方に暮れるばかりだ︒夏には九州地区でも計画

停電の可能性もあるという︒

議会も全員で義援金を贈った︒市内の民宿農家で︑被災

地の子どもの受け入れ希望を申し入れた︒行き場のない子

どものケアを少しでもできればとの願いである︒

３００ 年前は佐伯でも ｍ の津波が襲ったとのことで︑
３月

日当日︑県内でも避難勧告が出されたが︑対象者

％ 程度とのこと︒

21
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発行責任者
編集委員長
〃副委員長
〃 委 員
〃
〃
〃
〃
〃
〃

︵木田︶

𠮷 水 國 人
大 谷 和 義
堀 田 一 則
吉 田 眞津子
一 丸 政 春
木 田 憲 治
伊牟田 洋 史
明 石 和 久
森
正 二
秋 國 良 二

る訓練︑意識改革の必要性を強く感じる︒

近い将来︑南海地震の発生が予想されている︒避難に対す

万 人 の う ち 避 難 し た の は３ ３ ０ ０ 名 で

11

電話（0978)７２−１１１１（代表)
（0978)７２−５１９６（直通)
問い合わせ先

＊国東市のホームページで会議録を公開しています。
ぜひご覧ください。

平成24年度から統合により今年が最後となる来浦
小学校、大恩小学校、豊崎小学校の入学式。来浦小
と大恩小ではそれぞれ１名ずつ、豊崎小では６名の
新入生がこの日を迎えました。
このうち豊崎小では、在校生から校歌と一年生一
人ひとりの名前を織り込んだ「もりのくまさん」の
合唱で迎えられました。
また、山元公一先生から「入学おめでとうござい
ます。」と声をかけられると、新一年生は「ありが
とうございます。」と大きな声で元気よく答えてい
ました。

議会のうごき
１月 日 議会改革特別委員会
日 三重県いなべ市行政
視察受入れ
日 議会運営委員会
２月２日 第１回臨時会
全員協議会
７日 大分県市議会議長会
理事会︵国東市︶
３月３日 議会運営委員会
６日 議長杯ミニバレー
ボール大会
日〜 日
平成 年第１回定例会
日 広報編集特別委員会
日 産業建設委員会
日 文教厚生委員会
総務委員会
日 議会運営委員会
予算特別委員会
全員協議会
総務委員会
日 議会運営委員会
議会改革委員会
４月５日 広報編集特別委員会
日 市民病院改築工事調査
特別委員会
日 広報編集特別委員会
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私達の議会を
見に行こう！
表紙写真の説明

24 19

26

11

18 17 15

22

25

12

13

⑯
国東市議会だより 22号

