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会期は12月8日から19日までの12日間、
議案30件．承認１件．諮問１件など承認、可決｡

市民病院は昨年 月に整形外科が︑医師
の退職により診療休止となっております︒
このことは︑市民の日常生活に直結した診
療が危うい状態と言っても過言ではありま
せん︒
市議会としても︑一日も早く市民病院で
の整形外科の診療再開を強く望むものであ
り︑全員一致で可決しました︒
そして︑去る 月 日に諸冨議長︑野田
市長︑木戸区長会長が︑大分大学医学部を
訪れ︑整形外科医師の派遣をそれぞれ要望
しました︒

月補正予算決まる！
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24

み

１９７億４︐１７０万円

一般会計補正予算額 ３億２︐６７８万円

総額

２億４︐４６０万円

︻歳出の主なもの︼
・ ファクシミリ購入費︵郵便局での窓口証明事務用︶
２︐４８１万円
・小学校耐震診断委託料
△ ９４４万円
・統合中学校改修工事等
２︐３８４万円
・統合中学校備品購入費
４︐６７１万円

・基金積立金

12

改修中の新国東中学校（旧国東高校）

特別会計補正予算額
国民健康保険
３，２４９万円
介護保険事業
４，６２８万円
介護サービス
１，３４０万円
後期高齢者医療
３２１万円
簡易水道
１，００４万円
公共下水道
１，１０２万円
特定環境保全
△５，３０５万円
市民病院（収益的）
６９６万円
（資本的）
△３１４万円

な

さ

んからの

請
願
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﹃市民病院への整形外科医師の
派遣を求める決議﹄を可決！

12月定例会

②

12月定例会に請願２件が採
択されました。
○現行保育制度の堅持を求める請
願書
○「汚染米」の食用への転用事件
の全容解明と外米（ミニマムア
クセス米）の輸入中止を求める
請願

意見書
（内閣総理大臣等に提出しました。）
○新たな過疎対策法の制定に関する意見書
○現行保育制度の堅持を求める意見書
○汚染米の転用問題と外米輸入に関する意見書

12号
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③

主な議案の内容
いこいの村国東設置及び管理
条例の制定
いこいの村国東に指定管理者
制度を導入するため︑条例を整
備するものです︒

国東市税条例の一部改正

個人住民税及び固定資産税の
納期前納付にかかる報奨金制度
を廃止するものです︒
本件は︑総務委員会の審査を
経て本会議で可決しました︒

人権擁護委員の候補者の推薦

人権擁護委員の候補者の推薦

国東市の特定の事務を取り扱わ
せる郵便局の指定等について

４月から市の窓口証明事務を

氏

について︑次の方が適任とされ

ました︒

安岐町

平成 年第３回臨時会

河野 忠義

郵便局を指定して取

市内の

り扱わせるものです︒︵竹田津︑

熊毛︑来浦︑富来︑上国崎︑豊崎︑
旭日︑中武蔵︑両子︑朝来︑安岐

国東市簡易水道事業条例の一
部改正
国東市飲料水供給事業給水条
例の一部改正

国東市サイクリングターミナ
ル条例の一部改正

港郵便局の 郵便局です︒︶

国東市病院事業管理者の給与
及び旅費に関する条例の制定

使用者負担を公平なものとする

医療法人功尚会に対して請求

サイクリングターミナルにつ

本件は︑産業建設委員会の審

市民病院に地方公営企業法を

ため︑旧町単位で異なる水道料金

した居宅介護サービス計画費の

いて︑指定管理者制度を導入す

権利の放棄及び和解について

経て本会議で可決しました︒

本件は︑総務委員会の審査を

全部適用することに伴い︑特別

の統一を図るための改正です︒

返還金及びこれに係る加算金に

るため︑条例の一部改正をする

査を経て本会議で可決しました︒

職の管理者を設置するため︑管

本件は︑産業建設委員会の審

関し︑権利を放棄するとともに

経て本会議で可決しました︒

た︒

平成 年度ケーブルテレビ施
るため︑旧町単位で異なる下水

使用者負担を公平なものとす

渡金額２億４千万円で有償譲渡

を︑社会福祉法人安岐の郷に譲

養護老人ホームむさし苑の敷地

です︒

より︑次のとおり契約するもの

設整備工事を︑指名競争入札に

３４１︐８３３︐８００円

富士通株式会社

本件は︑本会議で可決しました︒

○契約の相手

道料金の統一を図るための改正

経て本会議で可決しました︒

本件は︑総務委員会の審査を

○契約金額
査を経て本会議で可決しました︒

本件は︑産業建設委員会の審

するものです︒

養護老人ホーム松寿園と特別

工事請負契約の締結について

本件は︑本会議で可決しまし

31
財産の処分について

本件は︑厚生委員会の審査を

第３ 回 臨 時 会 が 月 日 に
開 催 さ れ ︑ 議 案４ 件 可 決 さ れ
ました︒

理者の給与︑旅費に関して条例

査を経て本会議で可決しました︒

で定めるものです︒
本件は︑厚生委員会の審査を
経て本会議で可決しました︒
国東市病院企業職員の給与の種
類及び基準に関する条例の制定

10

です︒

20

市民病院に地方公営企業法を
全部適用することに伴い︑職員
の給与の種類及び基準を定める
ものです︒
本件は︑厚生委員会の審査を
経て本会議で可決しました︒

国東市農業集落排水施設条例
の一部改正
国東市公共下水道条例の一部
改正
国東市特定環境保全公共下水
道条例の一部改正

ものです︒

11

同医療法人と和解するものです︒

20
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議案質疑
月定例会

Ｑ︑中学校費の中の①設計監理

できないものだったのか︒

検討して改めたいと思います︒

いた２箇所 国
（見町と安岐町

計のそれぞれの委託料が入札

特別対策負担金は︑保険証の

Ａ︑職員派遣分負担金は次年度

と
）も地元分担金の同意がま
とまらず事業年度が延長した

の確定のみで大幅な減額とな

発行を本庁だけでなく各総合

業務②耐震診断③耐震補強設

ため︒耐震診断委託料は︑地

っているのか︑他に要因はな
Ａ︑①は︑建設課の職員と一級

震防災対策特別措置法の成立
が増加したことによる業者の

建築士の嘱託を雇用して管理

Ｑ︑中学校費の役務費の草刈剪

支所からもできるように︑そ

対応の遅れから︑調査期間が

することにしたため︑②は︑

定作業手数料など︑旧国東高

かったのか︒

Ｑ︑ 万円のシステム開発費委
本年度末もしくは来年度当初

当初︑エレベーター施設の増

校跡地の管理について︒

後︑耐震調査業者の受注件数

託料と 万円の庁車購入費の
になり︑本年度中に支払債務

設に体育館や校舎等の耐震診

の３ヵ所に機器を設置する費

内容について︒
が発生することがなくなった

断が必要でしたが︑このエ

費であり︑庁車購入費につい

レーニング機器購入費が約半

Ｑ︑保健衛生費備品購入費のト

ることで︑それらの耐震診断

レベーター施設を設計変更す

お願いしてなるべく今の予算

ターやボランティアの方々に

の剪定は︑シルバー人材セン

Ａ︑国東高校跡地の松の木など

用です︒

年度より窓口証明事務を郵便
ためです︒

ては︑市長車を更新するもの

を省くことができたためです︒

Ａ︑アンケートをとった結果︑

の方々と相談して無料で貸し

買い上げが無理なので同窓会
Ａ︑昨年の安岐の統合小学校に

ていただけるような方法をと

多額の予算について︒

ます︒駐車場については市は

分に減額された理由は︒

です︒
Ｑ︑市長車の予算が高すぎるの

グプレスから要望の多かった

最初購入を予定していたレッ

Ａ︑現在の車は平成７年登録で

ウォーキングマシーンに変更

ではないか︒
万㎞になり修

走行距離が約

おいては︑建設費の中に備え

Ｑ︑国東中学校統合に伴う通学

したためです︒

が︑それに比べると国東の統

路の防犯灯設置工事 万円の

るつもりです︒
合４中学校は新設ではないの

内容とその電気代の支払いに

付けの備品等がありました

Ｑ︑県営危険ため池整備事業計

で︑施設系の備品等が多くな

ついて︒

車にしています︒
画資料作成委託料と学校管理

っているためです︒

Ａ︑内容は９本の電柱と 基の
連合職員派遣分負担金・特別

通学路の防犯灯なので︑その

照明器具になります︒これは

Ｑ︑大分県後期高齢者医療広域

Ａ︑ため池整備事業計画資料作

対策負担金の補正は当初想定

45

成委託料は︑今年度計画して

っている理由は︒

費耐震診断委託料がゼロにな

り︑環境と安全性を配慮した

理が多いための買い替えであ

20

Ｑ︑統合中学校の備品購入費の

内でやっていこうと考えてい

21

③は純粋に入札結果のみです︒

Ａ︑システム開発費は︑平成
局に委託するための初期導入

★ 一般会計補正予算について

12

④
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⑤

維持管理は市のほうで行いま
す︒他の防犯灯・街灯につい

★国東市民病院について

ースが出た場合に方針が定ま

のかどうか︑またそういうケ

す︒

円で︑残りが松寿園になりま

っているのか︒

により国東小学校と統合する

Ｑ︑上国崎小学校は児童数の減

★国東市立学校設置条例の
一部改正について

Ａ︑２億４千万円のうち︑むさ

なっているが︑この内訳は︒

Ｑ︑譲渡金額が２億４千万円に

★財産処分について

（１） 管理者の設置
・管理者は、業務執行権及び代表権（予算の調整等を除く）を有する。
・管理者の担任事務
①内部組織の設置、②職員の任免・給与等の身分取り扱い、③予算の原案・説明書の作成、④資産の取
得・管理・処分、⑤契約の締結、⑥労働協約の締結など
・管理者は、業務に関する管理規定の制定権を有する。
（２） 職員の身分取扱
・地方公営企業労働関係法の定めにより､労働組合の結成､団体交渉､労働協約の締結等が認められる。
・給与、勤務時間その他の勤務条件は、法律及び条例に基づき、労働協議を経て管理者が決定する。

Ｑ︑財産管理費工事請負費の

Ａ︑生徒数が一桁になる学校は

こととなったが︑これからこ

し苑が１億７︑０９５万８千

（市民病院が全部適用になれば）

ては︑合併後︑担当者で協議
万円の補正は︑鶴川庁舎の解

年の２月に立ち上げた学校教

してその維持管理を市と行政
Ａ︑鶴川庁舎の南側が大分交通

育審議会で審議しており︑そ

将来的に発生し得るので︑昨

の土地なので︑そこに建って

ろそろ最終審議が終了して最

体工事のみなのか︒

Ｑ︑公有財産購入費の土地購入
いる建物を撤去し︑返却する

終答申が出るので︑教育委員

区で区別する基準を４町で統

費 万円は︑両子河原座の浄
ための費用です︒

一しています︒

化槽の一部が含まれている県

★国東市の特定の事務を取
り扱わせる郵便局等の指
定について

くつもりです︒

会としての方向付けをしてい

Ｑ︑議案第 号から

国東市民病院を４月から全部

号までは︑

有地の買い取りとなっている
が︑その面積ばどれくらいな

が︑市から病院への職員３人

適用にするための議案である
㎡ですが

の異動など全適に移行する準

Ｑ︑この郵便局の事務の取り扱

他の駐車場並びに周辺の土地

Ａ︑３名の職員は全適のためで

いについて︑住民の方にきち
Ａ︑郵便局での窓口証明事務︑

なくただの人事異動ですが︑

備が少し早急すぎないか︒

す︒
Ｑ︑幼稚園の損害賠償金 万円

持っていただくには区切りを

出張所の問題等については︑

んと説明しているのか︒

Ａ︑治療費︑入院費︑交通費で

つけることが大事だと思って

の内容について︒
あり︑慰謝料等については代

４地区で説明会を予定してい

のようなケースが起こり得る

ます︒

おります︒

時職員になったためです︒

それぞれ一名ずつ指導員が臨

Ａ︑本年度は安岐・武蔵町で︑

円減額の理由は︒

Ｑ︑社会教育指導員報酬が 万

理人を立てて協議中です︒

全適移行に決めたので責任を

については現在も県の管理で

Ａ︑買い取る面積は

のか︒

50

当初予算に市長ビジョンを
どう反映させるか

統合された学校にある書

表について市の考えは︒
教育長 国東市教育委員会に諮
り検討します︒

議員

や絵画︑校旗等の保管処理は︒
教育次長 旧小学校の書や絵画

算への反映の仕方は︒
教育次長 １週間に１回の巡回

て︑年次計画の中身と当初予

議員 学校図書館の整備につい

○教育について

ていきます︒

し︑悪質事案について対応し

総務部長 大分県から県税事務
所係長級職員の派遣をお願い

議員 今後︑徴収体制の強化を
図る必要があると考えるか︒

り︑担当職員の努力はうかが
えます︒

す︒通学方法は︑距離に関係

カー部・文化部などの新設に
ついては継続審査していま

バスケットボールです︒サッ

ニス・柔道・剣道・卓球 バ
･
スケットボール︑女子の部活
は︑ソフトテニス・バレーボ
ール・柔道・剣道・卓球・

子の部活は︑野球・ソフトテ

教諭 名︑養護教諭１名︑事
務職員１名の計 名です︒男

やかな情報公開を︒
教育長 校長１名︑教頭１名︑

議員 新国東中学校の職員構成
や部活並びに通学方法など速

合中学校に保管したいと思い
ます︒

小学校に記念室をつくり展示
をしています︒国東町の４中
学校の物品については︑新統

―

が可能になり︑学校現場から

なく︑自転車通学を全員可能
とし︑６㎞以上の遠距離通学

行
―財政改革を基本として編成

て︑集落の実情に応じた維持

喜ばれています︒司書の増員
については財政事情等厳しい

生には路線バス利用を原則と

校旗については安岐中央小学
校に大部分保管しています︒
旧朝来小学校の一部は旧朝来

活性化対策を県と市が一緒に
なって集落に入り込み検討し

ので︑なかなか難しいが︑パ

し︑登校時に１便︑下校時に
２便の運行を協議しています︒

税等の滞納について︑市

ます︒

会︑企業などとの連携で元気
なまちづくりを推進していき

協働を進め︑商工会や観光協

の制度を検討しており︑ＮＰ
О法人や近隣杵築市などとの

提示すべきでは︒
企画部長 小規模集落対策とし

議員 一次産業︑観光︑若者が
残る元気なまちづくり等︑希
望を抱かせる具体的な政策を

ています︒また︑集落支援員

ソコンを使った貸し出し等の
処理については進める方向で

18

22

全国学力テストの結果公

マイバッグ運動に行政の

置の考えは︒
総務部長 今後検討していく必
要はあろうかと考えています︒

たいと考えています︒
議員 公共施設に太陽光発電設

の向上を積極的に図っていき

の効果や地球温暖化防止など
の情報を市民に提供し︑意識

積極的な推進を︒
生活福祉部長 マイバッグ運動

議員

○環境問題について

議員

す︒

議員

の徴収体制が甘かったと認識
反省しているか︒
総務部長 徴収率は向上してお

○市政について

議員

英次
宮永

⑥
国東市議会だより 12号

一 般 質 問

一 般 質 問
12号
国東市議会だより

⑦

議員

敦

豊後青筵のブランド化
生
―産効率を図り︑

できた

年の歴史を持ち︑文

国東青筵は︑地域を育ん

○青筵のブランド化に向
けての取り組みは

常に小さな市場です︒高齢化

需要が全国で３億円という非

有効だと思います︒七島イの

公営住宅に使っていく方法は

通の間では認識されています︒

イの需要は︑ほぼ満杯だと流

怖いことであるのか︑情報の

の影響がいかに人類にとって

文書などを通じ地球温暖化へ

の啓発に努力し︑集会や行政

極的に取り組み︑住民の意識

政はこうした環境問題にも積

改革することにあります︒行

ことに決めています︒

を立ち上げ対応を図っていく

ています︒来年４月から組織

対策をとっていきたいと考え

整えながら次代に地球を残す

―

化的工芸遺産となっています︒

の中で生産効率を図りながら

共有化を進めることによって

伝統を守ることが大事

これに労働力に見合うような

伝統を守っていくことが大事

効果が期待できるのではない

議員

付加価値をつけ︑伝統的な国

だと考えています︒

か︒
守る宣言都市に向けての提言

化し︑ホームページなどで紹

○地球環境を守る宣言都
市を

ですが︑全くその通りです︒

地球温暖化対策の環境を
地球環境を守る宣言都市

市長

柔道場に使っていただくため

議員

介できないか︒そして全国の
の宣伝をしたり︑地産地消を

県で温暖化フォーラムが開か
オを取り寄せており︑市民の

という壮大なテーマですが地
意識の啓発が主たる目的です︒

皆様に幅広く見ていただき啓

住民に啓発し︑国東市の公営

大事なことは︑地球環境の破

発運動を進めていきます︒地

れ︑その中で放映されたビデ

壊が目前に迫りつつあるとい

道に啓発運動を重ねて体制を

球温暖化に対する地域住民の

う意識を持って自らの意識を

アパートに使用するなど︑地
域産業として推進する考えは
現実に国東の七島イはブ

ないか︒
市長

ランド化されています︒七島

（特産品の七島イ）

東地方の品目としてブランド

綾部

医師確保に向けた病院側

○市民病院の医療体制に
ついて
議員
小児科医師に関しては︑

と市の取り組みは︒
院長

市民病院の医師確保の見通しは
厳
―しい状況であり︑一層の努力を

―
想されるが現状のままで大丈

続けたいと考えています
行くようにしています︒

夫なのか︒
を配備し対応していますが︑

管内には４台の救急車

○市民病院の全部適用に
ついて

現在のところ救急事案が重複

消防長

管理者を設置するように

議員

した場合でも︑救急出動には

市長 管理者については籾井現

なるがどのように考えている

児科医師またはその後任が来

院長を予定しており︑管理者

○梅園の里について

支障を来たした事案はありま

年度も派遣されるかどうかは

に相応しいと考えています︒

議員

のか︒

正式に決定していません︒整

今後の病院経営については︑

現在勤務している県派遣の小

形外科の再開については非常

地元医師会との医療連携の充

せん︒

に厳しい状況であり︑大学に

実︑医師確保と関係機関との
しており市も市民も側面より

一層の信頼関係の構築を期待

は︑任意指定をすることによ

す︒来年度の管理者について

が出来ていると認識していま

非常に安定した経営

病院をサポートしていきたい

教育次長

月以降の指定管理者について︒

現在の経営状況と来年４

頼るのみでなく︑病院独自で
も医師確保に努力を続けたい
市の対応としては︑あら

と考えています︒
市長

り対応したいと考えています︒
議員 救急患者が重なった場合

と考えています︒

に動いており今月中にも整形

救急車が足らないケースが予

ゆる知恵を結集して医師確保
外科の教授のもとにお願いに

（国東市民病院）

議員

德明
白石

⑧
国東市議会だより 12号

一 般 質 問

○ヒノキの皮むき防止対
策について

ヒノキ林の保護管理はどうするのか

被害は大変深刻な問題であり

国東市で鳥獣被害対策協議会

椎茸組合・農業共済・農協・

ております︒ヒノキ︑スギの

っても喫緊の問題だと認識し

加え︑林業に携わる方々にと

ますが︑ アール当たり

３︑２９０枚を設置しており

柵の設置等です︒ 年度

つもりです︒２つ目は︑防護

本

と思います︒

―

施に向けて検討していきたい

防
―護ネットの設置をしていく

猟友会に依頼して前年比 倍
頭のシカを捕獲しています︒
月には猟友会・森林組合・

ヒノキは全滅の恐れがあると

を設立し︑鳥獣被害総合対策

シカによる農林産物への

思われる︒ヒノキの皮むき防

事業費 万の国庫補助金を受

議員

止対策として防護ネット設置

け︑箱わな

基︑くくりわな

事業の推進を実施できないか︒

対策につきましては一市では

の優良木に対する防護ネット

基を設置し対策を補強する

補助金等は困難なので︑国や

設置につきましては︑今後関

件

県に提示をし︑一緒に対策を

係機関と協議しながら県費３
分の１︑市費３分の１のシカ

立てていくつもりです︒
対策の一つは︑

被害防止対策事業の導入︑実

産業商工部長

17
50

19

有害鳥獣の捕獲事業で︑市の

（シカ防護ネット設置状況）

10

議員

丸小野 宣康
市長 森林の荒廃は環境問題に

20

10

一 般 質 問
12号
国東市議会だより

⑨

○複式学級の現状につい
て

小中学校の今後の教育環境について
望
―ましい教育環境を目指して

時点では問題はないと認識し

特定健診の受診

今年度の住民健診の結果

ております︒

議員

と問題点は︒

生活福祉部長

率は︑特定健康診査実施計画
の予防接種は２月まで行って

も増加しています︒今後課題

回り︑またがん検診の受診者

―

○新国東中学校について

いますので︑まだ把握できて

国東市学校教育審議会を設置

の本年度の目標値の ％を上

新国東中学校の通学路の

議員

として︑総合健診化により受

もあり︑次年度は︑日程や場

診場所が遠くなり不便との声

いませんが︑ 年度では ・

危険箇所の把握と対応は︒

年度から予
防接種法に基づく麻疹︑いわ

２％です︒平成

題として信号機の設置をお願

所及びバスの利活用も合わせ

市長 統合中学校の安全上の問

のうち︑約半数が複式学級と

ゆるはしか︑風疹ワクチンの

伊 美 小

94

6

熊 毛 小

49

5

来 浦 小

34

4

富 来 小

112

6

大 恩 小

22

3

豊 崎 小

27

4

国 東 小

268

10

小 原 小

60

5

旭 日 小

63

6

武蔵東小

221

8

武蔵西小

46

5

安岐中央小

235

9

安 岐 小

258

8

1,533

84

関係もあり︑接種率も高く現

いと考えています︒

いして︑３月中旬までに設置

見・要望等を基に︑生徒の登

は︑集団接種を実施している

なっている現状をどのように

で２クラスにできないのか︒

下校の安全を確保という観点
5

地元説明会でのご意

教育長 国や県の措置が不十分

から防犯灯の設置等を行って

44

教育次長

な面は︑市が独自で教員を雇

いく予定です︒

竹田津小

人の学級を市独自

用するとなると︑予算面で困

30

難さを感じていますが︑今後
人以下

○保健の予防に対する取
り組みについて

この複式学級解消と

学級に関わる教員確保につき

この時期のインフルエン

議員

学級数

計

ましては︑市の財政部局等に

ザやはしか等予防接種の現状

児童数

年 から

まして︑今後検討していきた

ある小学校

47
２回接種が開始され︑国東市

国東市内に

62

議員

堤 康二郎
が決まりました︒

15

要望していきます︒

全学年計

40

考えているのか︒また︑１学

議員

19

18
学校名

合

はどうなっているか︒
生活福祉部長 インフルエンザ

平成21年度小学校児童･学級数予測

30

⑩
国東市議会だより 12号

一 般 質 問

一 般 質 問
12号
国東市議会だより

⑪

○総合支所機能の低下
総合支所機能が低下して

総合支所機能の低下は

総合支所単位に地域性を

○地域に合った総合支所
運営を

きたいと︑私のほうからお願

ながら︑合併を進めていただ

早い時期に意志の疎通を図り

てやっていただき︑なるべく

ております︒

ながらやっていきたいと考え

さんのお考えを聞き︑相談し

に必要であります︒地元の皆

グループ制導入で対応 ―
―

生かし︑特色あるまちづくり

いをいたします︒

人事交流を図り︑試行錯誤を

市長 今年の人事異動で大幅な

かなければなりません︒市民

業︑地域力の向上を図ってい

市長 旧町毎に特徴ある地域産

議員

武蔵では﹁ふるさと創生

○武蔵町のイルミネーシ
ョン廃止とは

していただきたいし︑立派な

の中核病院として機能を果た

議員
を推進しては︒

繰り返しながら早い時期に安

の皆様と行政が協働してやら

中核病院として残していただ
住・地域の特色を生かしたま

い状況であることは間違いあ

資金﹂で他にないイルミネー

議員 国東市民病院は必ず地域

○市民病院の存続を

定した体制を作り︑市民に不

なければと考えております︒

○商工会の合併

ちづくりをやってきたが︑行

りませんが︑４月１日から全

きたい︒
議員 商工会合併も大詰めを迎

革の一環で来年からなくすと

適ということで︑院長も一生

ション設置により︑若者定

体制につきましては︑来年度

えておりますが︑現段階では

聞いているが︑相談もなく廃

病院の件は︑非常に厳し

グループ制を取り入れ︑市民

武蔵町は同調できないし︑安

懸命取り組んでまいりますの

市長

からの多様なニーズに対応で

止するのか︒
で︑あまり急ぐようなつもり

図っていきたいと考えており

行政ともども協力して存続を

で︑市民︑開業医の皆さん︑
市長 この問題には︑私の立場

はありません︒ただ︑選択と

ます︒

拙速はまずいということ
からはお答えできません︒内

集中というのは︑これは絶対

市長

部調整等は各商工会が率先し

市長の考えを聞きたい︒

岐町も厳しいと聞いている︒

ます︒

きる体制を計画いたしており

総務部長 本庁と総合支所機能

ます︒

便をかけないように取り組み

きているのでは︒

議員

議員

元生
溝部

幸明

﹁平成 年度国東市一般会計補
正 予 算 ︵ 第５ 号 ︶ の 関 係 部 分 ﹂
から︑議案第 号﹁国東市国民
健康保険条例の一部改正﹂まで
の︑ 議案はいずれも原案のと
おり可決すべきものと決定いた
しました︒
次に︑請願についてですが︑
請願第６ 号﹁現行保育制度の
堅持を求める請願書﹂以上の１
件は︑採択すべきものと決定い
たしました︒
また︑ 月議会中に社会福祉
法人である民間の保育園を視察
しました︒同じ市内でありなが
ら中心部から遠ざかるにつれ
﹁少子化﹂﹁格差﹂という言葉
を実感として感じざるを得ない
現実に打ちのめされたのも事実
であります︒
ある園では︑来年の入園予定
者が定員の半数に満たない予定
であり︑園長は﹁それでなくて
も財政的に窮しており︑職員の
給与やボーナスのカットを余儀
なくされる場面が出てくるかも
知れない︒社会的責任だけで運
営するにも限度を感じます︒﹂
との訴えに返す言葉さえありま
せんでした︒
行政に携わる者の一人として︑
どういう政策︑どういう支援が
可能か︑早急且つ真剣に考えな
ければならないという思いを強
く感じました︒

12

委員会レポート
総務委員会

16

13

20

12

宣康

唯有

育 長︑ 関 係 部 課 長 の 出 席 を 求 め
付託された議案について慎重審
議いたしました︒
結 果 と し ま し て は︑﹁ 平 成 年
度 国 東 市 一 般 会 計 補 正 予 算︵ 第
５ 号 ︶ の 関 係 部 分 ﹂︑﹁ 国 東 市 立
学校設置条例の一部改正につい
て ﹂﹁ 国 東 市 立 幼 稚 園 設 置 条 例 の
一 部 改 正 に つ い て ﹂ は︑ 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︒

厚生委員会
委員長

17

丸小野

一則

12

委員長

堀田

20

月定例会において︑厚生委
員会に審査を付託されました︑
議案 件︑請願１件について︑
去る︑ 月 日当委員会を開催
し︑執行部から説明員の出席を
求め慎重に審査いたしました︒
経過につきましては︑予算議
案５ 件 に つ い て は 歳 入 ・ 歳 出 の
款ごとの細部にわたる説明︑条
例改正議案６ 件は全部改正及び
一部改正をすることの根拠︑そ
の他議案１件については和解
に至った状況などの説明を受け︑
今後の行政執行にどのような効
果・影響を及ぼすのか主眼にし
て審査を行いました︒
討論においては︑ 議案の討
論者はありませんでした︒
採決については︑議案第 号
12

12

事であり︑可決する事といたし
ました︒
また︑議案第 号﹁国東市の
特定の事務を取り扱わせる郵便
局指定について﹂は︑行財政改
革の推進並びに特定郵便局の存
続等を考えれば妥当であります
が︑地域によっては大変不便に
なる地域が出てくるということ
で︑執行部としては︑地域の実
情に合わせ柔軟に対応するとの
回答がありました︒
結果といたしましては︑議案
７ 件については全て原案のとお
り可決すべきものと決定いたし
ました︒

文教委員会
委員長

月定例会において審査を付
託 さ れ た︑ 議 案 ３ 件 に つ い て
月 日に文教委員会を開催し︑教

12

委員会開催前に、国東消防署安岐
出張所と武蔵出張所を視察しました。

12

市長車の更新については︑
より安い価格で購入を︒
月定例会において審査を付
託された︑議案７ 件について
月 日に総務委員会を開催し︑
担当職員の出席を求め付託され
た議案について慎重審議いたし
ました︒
特に︑議案第 号の﹁平成
年度国東市一般会計補正予算
︵ 第５ 号 ︶ ﹂ 中 ︑ 市 長 車 購 入 の
件については︑走行距離は 万
キロで購入より 年も経過して
おり度重なる故障のため︑買い
替えについては何ら問題はない
が︑当委員会全員の意見として︑
行財政改革・市職員の給与カッ
ト・市民への補助金カット︑ま
た︑誘致企業の業績悪化による
税収の落ち込みも予想され市と
しても大変厳しい状況下にある
ので︑ハイグレード車の購入計
画であるがグレードの変更や購
入方法の改善をして戴きたいと
の要望を行った結果︑執行部よ
りスタンダードクラスに変更し
安価での購入に努力すると言う
12
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堀田

委員会視察報告

委員長

文教委員会

11

産業建設委員会

12

月定例会において審査を付
託された︑議案 件︑請願１件
について︑ 月 日に委員会を
開催し︑関係部課長の出席を求
め慎重審議いたしました︒
特に︑議案第 号の﹁建設工
事委託に関する協定について﹂
は︑全委員から意見が出され十
分に議論をし︑内容についても
協議を重ねた結果︑意見一致を
みました︒
また︑水道料金についても︑旧
町ごとに料金が違っていたのです
が︑合併後の協議ということで決
定をしていたので調整がスムース
に出来たと思っています︒
結果といたしましては︑議案
第 号﹁平成 年度一般会計補
正 予 算 ︵ 第５ 号 ︶ の 関 係 部 分 ﹂
ほか 件︑請願１件については
全て原案のとおり可決すべきも
のと決定いたしました︒
30

一則

去る 月４日から６日までの３
日間︑都会の子供を田舎の学校に
留学させる﹁山村留学﹂の勉強を
したく島根県太田市と山口県岩国
市にある市営の﹁山村留学センタ
ー﹂に視察に行ってきました︒
この﹁山村留学﹂は今から約
年前に農山漁村の自然と文化
と人情を活用した﹁次世代を担
う人づくり事業﹂です︒山村留
学する子供たちは一時的に親元
を離れて農山漁村の学校へ転入
し︑農家や寮などで生活しなが
ら小中学校へ通います︒現在で
は﹁教育実践活動﹂はもちろん
のこと﹁過疎地域における零細
校対策︵学校存続のためや複式
学級解消︶﹂としての取り組み
が盛んとなり︑やがて全国の自
治体から注目を集め今や もの
小中学校で述べ９ １２９ 人の子
供達が山村留学を経験しており
ます︒
特に島根県太田市は日本で
番目に世界遺産に登録された石
見銀山があり︑国東市と同じく
山と海があり留学している子供
達にとっては両方の自然の宝物
を育むことのできる貴重な教育
14
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財産が豊富な所です︒山村留学
センターは過疎債等の補助金を
利用して市が建てた寮のような
もので市の教育委員会の職員が
管理人として同居しており子供
達は月の をセンターで残りの
は農家で生活しながら通学し
ています︒
顔色も青白く引きこもりや登
校拒否の子供達も自然の中で鍛
えられ体中が真っ黒となり規則
的な生活の中にも素朴な人の人
情を知り︑思ったことが積極的
に大きな声で素直に言えるよう
になったと言います︒また︑第
二の故郷として卒業してからも
度々訪れたり︑そのまま地元の
高校へと通い地元に就職する人
もいるそうです︒
また山口県岩国市では山の上
にポツンと隔離されたような村
の中の学校で︑生徒数の半分は
留学生だそうです︒それにより
廃校も複式学級もまぬがれてお
り︑転入生たちはその豊富な自
然の中で集団生活をすることに
よって今まで都会の家ではでき
なかった兄弟ゲンカやおやつを
分け合ったり我慢することを覚
えたり︑親元から遠く離れるこ
とによって親の有り難さが心の
底から実感できたりと︑そして
何よりも共に学んでいくうちに
地元の子供達が不足がちな﹁競
争心﹂や﹁向上心﹂が湧き一緒
になって伸びてゆき︑地元の行

事やお祭り等にも積極的に参加
したりと見るからに村全体が活
気づき︑そんなことから地元の
生徒や住民達は毎年転入してく
る留学生たちを大変楽しみに待
ち望んでいるそうです︒
我々は今回の視察で学んだこ
とを実践へと結びつけるべく民
家はもちろんのこと廃校となっ
た学校や各地区のお寺を利用し
たりして何とかお金をかけずに
国東半島らしい受け入れができ
ないものかと検討に入っていま
す︒そして一刻も早く国東市の
学校から複式学級を持った教室
を無くし︑統廃合を食い止める
と同時にこれ以上地域から学校
を失くさないよう最後まで諦め
ずに努力すべきと今回の視察で
勇気づけられました︒

12

吉松 京一

により東北一
の生産高を誇
っています︒
また︑蔵が
多く︑地球環
境に優しい建
物として︑年
間 万人の集
客があり︑一
方ではグリー
ンツーリズム

や企業参入により農業に力を入
れ ︑ 地 元 企 業８ 社 が 参 入 し
ソバを中心として力を入れてい
ます︒
次に︑名取市では︑企業誘致
担当を商工サイドから企画サイ
ドに変更し︑市独自で誘致企業
の助成制度を制定するなど︑積
極的に企業誘致に取り組んでい
ます︒
愛島西部工業団地では︑職・
住接近のまちづくりを行ってお
り︑現在８ 社が助成対象となっ
ており︑これまでに約１億４千
万円を支出しているそうです︒
また︑不況に強い中小企業を
ターゲットに︑千社ぐらいに独
自でアンケート調査を行い︑回
答のあった企業を訪問するなど
誘致活動は活発です︒
過疎化に悩む国東市としても
雇用の場の確保は喫緊の重要課
題であり︑早急な取り組みが必
要だと強く感じたところであり
ます︒

10
ha

産業建設委員会
委員長

11

唯有 幸明

19

18

委員長

回り病気の早期発見︑早期治療
に努めています︒また︑看護師
を活用した訪問看護チームによ
る在宅治療を推進することによ
り︑入院患者を早く家に帰すこ
とが可能となり︑自宅復帰率が
８割と大変高い率になっていま
す︒また︑医療が細分化されて
いる中︑何でも診れる医師︵総
合診療医︶を養成し︑初診の患
者は先ず総合診療科で受診し問
題のある患者だけを専門医に回
すことにより医師の過重労働の
抑制を図り︑医師不足への対応
策にもなっています︒
平成 年度から全部適用に移
行する市民病院ですが︑少ない
医師でも運営ができる体制づく
りと︑医師を含めて全職員が働
きやすい環境づくりに努めてい
ただくことを期待しています︒

産業建設委員会は︑去る 月
から︑ 日の３ 日間にわたり
福島県﹁喜多方市﹂と宮城県
﹁名取市﹂を行政視察訪問しま
した︒
喜多方市は５ か町村が合併
し平成 年４月に誕生しました︒
仏教文化が栄え︑お寺や蔵の多
い街で︑全国的には﹁ラーメン
と観光︑農業﹂をうまくかみ合
わせ発展しています︒
特に農業は︑自然の力で浄化
された伏流水と肥沃な土地によ
り高品質な米が生産されていま
す︒夏秋トマト︑キュウリ︑ミ
ニトマトの産地化によりブラン
ド作物として出荷され︑特にア
スパラは︑長期どり栽培の確立
17

厚生委員会

13

厚生委員会は︑去る 月 ︑
日の２日間にわたり︑兵庫県
﹁小野市﹂と﹁養父市﹂を行政
視察で訪問しました︒
小野市では︑子育て支援とし
て︑乳幼児医療費の完全無料化
を小学校６ 年生まで延長して実
施しているほか︑地域の中での
育児支援策や︑幼稚園・小学校
に防犯警備員を配置するなど安
心して子育てができる環境が整
備され︑少子化対策に効果があ
ると実感しました︒
次に︑テレビで紹介された養
父市の公立八鹿病院︵病床数
床︶を訪問しました︒
この病院は︑早くから移動検
診車を所有し︑点在する集落を
11
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議案等議決結果一覧
―12月定例会―

【市長提出議案】
○ 専決処分の承認を求めることについて（平成20年度国東市一般会計補正予算 第４号）…………………承認
○ 平成20年度一般会計補正予算（第５号） ………………………………………………………………………可決
○ 平成20年度特別会計補正予算（６件）……………………………………………………………………………可決
○ いこいの村国東設置及び管理条例の制定について………………………………………………………………可決
○ 国東市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の制定について…………………………………………可決
○ 国東市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定について……………………………………可決
○ 国東市民病院事業の設置等に関する条例の全部改正について ………………………………………………可決
○ 国東市民病院使用料及び手数料徴収条例の全部改正について ………………………………………………可決
○ 国東市情報公開条例の一部改正について…………………………………………………………………………可決
○ 国東市個人情報保護条例の一部改正について……………………………………………………………………可決
○ 国東市税条例の一部改正について…………………………………………………………………………………可決
○ 国東市養護老人ホーム条例等の一部改正等について……………………………………………………………可決
○ 国東市火葬場条例の一部改正について……………………………………………………………………………可決
○ 国東市都市公園条例の一部改正について…………………………………………………………………………可決
○ 国東市簡易水道事業条例の一部改正について……………………………………………………………………可決
○ 国東市飲料水供給事業給水条例の一部改正について……………………………………………………………可決
○ 国東市農業集落排水施設条例の一部改正について………………………………………………………………可決
○ 国東市公共下水道条例の一部改正について………………………………………………………………………可決
○ 国東市特定環境保全公共下水道条例の一部改正について………………………………………………………可決
○ 国東市立学校設置条例の一部改正について………………………………………………………………………可決
○ 国東市立幼稚園設置条例の一部改正について……………………………………………………………………可決
○ 国東市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等について ………………………………………………可決
○ 権利の放棄及び和解について………………………………………………………………………………………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
○ 財産の処分について…………………………………………………………………………………………………可決
○ 国東市国民健康保険条例の一部改正について……………………………………………………………………可決
○ 人権擁護委員の候補者の推薦について……………………………………………………………………………適任
○ 専決処分の報告について（損害賠償の和解について２件）……………………………………………………報告
【議員提出議案】
○ 新たな過疎対策法の制定に関する意見書…………………………………………………………………………可決
○ 国東市民病院への整形外科医師の派遣を求める決議……………………………………………………………可決
○ 現行保育制度の堅持を求める意見書………………………………………………………………………………可決
○ 汚染米の転用問題と外米輸入に関する意見書……………………………………………………………………可決
【請願】
○ 現行保育制度の堅持を求める請願書………………………………………………………………………………採択
○ 「汚染米」の食用への転用事件の全容解明と外米（ミニマムアクセス米）の輸入中止を
求める請願……………………………………………………………………………………………………………採択

―第３回

臨時会（10月）―

【市長提出議案】
○ 専決処分の報告（損害賠償の和解）について……………………………………………………………………報告
○ 平成20年度一般会計補正予算（第３号）…………………………………………………………………………可決
○ 平成20年度国東市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号） ……………………………………………・可決
○ 国東市サイクリングターミナル条例の一部改正について………………………………………………………可決
○ 工事請負契約の締結について………………………………………………………………………………………可決

議会のうごき
月 日 議会運営委員会
日 第３回 臨時会
産業建設委員会
行財政改革調査特別委員会
月４日〜６日
日

文教委員会行政視察
日〜
日

厚生委員会行政視察
日〜
産業建設委員会行政視察
日

月１日 議会運営委員会

８日〜
第４回 定例会
日 行財政改革調査特別委員会

日 広報編集特別委員会

日 総務委員会
産業建設委員会

日 文教委員会
厚生委員会

日 行財政改革調査特別委員会

１月 日 広報編集特別委員会
日 議会運営委員会
行財政改革調査特別委員
日 広報編集特別委員会

電話（0978）７２−５１９６
議会を傍聴されたい方は、議会事務局までご連絡ください。

14
19
19

日 第１回 臨時会

次回定例会の開催予定は３月上旬の予定です。

議会を傍聴しましょう
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去る12月19日、国東市役所入り口において、議員全
員と市長をはじめ市の幹部職員が、飲酒運転根絶の街
頭指導を行い、チラシを配布しました。

説明 社会福祉法人 伊美保育園で
表紙の
行なわれた地域ふれあい餅つき大会

10
11
12
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猪俣俊雄前議長、安見 蔚前副議長に大分県市議会議長
会より感謝状が授与されました。

編 集 後 記

平成元年生まれの我が家の長男も今年
二十歳を迎えます︒当時はベルリンの壁
も壊され冷戦の終結︑バブル景気と平和

で明るい時代でした︒その後二十年右肩

下がりの時代が続き１００年に一度のア

メリカ発の世界的金融危機そして経済危
機︒連日マスコミは暗いニュースばかり

流し続ける︒﹁楽あれば苦あり﹂良いこ

ともあれば悪いこともあります︒そのど

ちらも永くは続かない事は歴史が証明し
ています︒
昨年は安岐町の四小学校が閉校︑今年

は国東町の上国崎小学校と四中学校で閉
校式が行われます︒地域に学校がなくな

るのは寂しい事ですが︑子育て家庭の地
域からの流出が年々増加をしています︒
こどもたちの教育環境を最優先して保護

者の意向を考慮した教育行政が必要では
ないでしょうか︒

夢と希望の国東市は？
﹁イエス・ウィ・キャン﹂

︵堤︶
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