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問

いるが︑更に三つの登山道を横断す

商工観光課長 観光施設の被害は︑

金を給付する︒

を把握し︑被害状況に応じてお見舞

ば︑登山ができない人に素晴しい景

標高にある三つの登山道がつながれ

久住支所長 １２００メートル程の

動はどうか︒

たけた市議会だより

３１００万円︑キャンセルを含める

と約２億４４８０万円︒余震の影響

自のクーポンについては︑国・県の

側通行は︑現在復旧している︒住宅

る﹁夢ある登山道﹂の整備はできな

５月末時点で建物と商品の被害が約
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質

悟

％を割り込んでいる︒この状況が

夏休みまで続けば︑極めて深刻な状
熊本 大
･ 分地震で︑農地や住宅
等の被害状況と︑今後の市民や観光

制度と補正予算に計上しており︑風

況となる︒指摘があった商品券や独
施設等への支援策を問う︒

評被害対策緊急観光誘致事業や︑既

について

大船山登山バス

の効果を生む方法の研究をする︒

農林整備課長 地震による災害被害
件︑７０００万円︑頭首工３
万円︑合計 件で１億５００万円︒

か所︒全面通行止めは５路

は︑半壊認定が１棟︒一部破損相当

いか問う︒また︑七里田温泉との連

大船山登山バスの成果が現れて

が 棟だった︒今後︑住宅被害状況

迂回路があり︑孤立集落はない︒片

線︒現在︑通行止めは２路線だが︑

数は

建設課長 地震発生直後の被災箇所

大分県経由で国へ報告した︒

41

一 般

吉竹

で５月の入込客は︑ほとんどの施設

で前年対比 ％以下となっている︒

で対前年比 ％︑城下町も対前年比

久住地域の観光施設の入込客も平均

40

42

存の予算をうまく連動させ︑最大限

熊本・大分地震の被害状況は

30

額は︑水田 件︑２３００万円︑水
路

12

件︑３００万円︑道路６件︑９００
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市政を問う
一般質問

6月16日・17日、
７人の議員が一般質問を行いま
したので、その内容を要約してお知らせします。
なお、原稿は質問議員本人が執筆しています。

価値や高い濃度の炭酸泉を実感・体

商工観光課長 七里田温泉の歴史的

は高いが早速調査していく︒

色を堪能していただける︒ハードル

づくりやその運動を牽引していく努

とであれば︑行政としても︑受け皿

を行い︑存続の機運の醸成が進むこ

企画情報課長 魅力ある高校の推進

より良い方向へもっていきたい﹂と

望︒県からは﹁協議の場は整った︒

市長 先日︑教授陣の配置なども要

委のその後の進展は︒

に広げる﹂との要望について︑県教

の回答を受けた︒久住校存続要望か

力をしたい︒
通学費の助成をしてはどうか︒

験できる仕組みを考える︒登山バス
との連携についても研究していく︒

ら 年が経過したが︑門戸は開かれ
たと判断した︒

阿部

雅彦

熊本・大分地震への対応について

寄宿生︒学びの場所に寮は必要︑新

人が学び︑このうち１００人程が︑

市長 専門校と全国公募を視野にい

うか︒

化している︒県に新築要望してはど

検討を重ね︑マニュアル化していき

を再構築し︑開設と運営についての

社会福祉課長 福祉避難所の在り方

て︑早急なる検討が必要ではないか︒

福祉避難所の設置と運営につい

築を要望してはどうか︒

れて︑県も動き始めた︒寮も必要と

名が寮生活しているが︑老朽

企画情報課長 全生徒が自宅通学で

たい︒

うか︒

けに︑スマートホンのアプリで楽し

ていきたい︒また︑外国のお客様向

宿泊をセットにした旅行等を開発し

と連携して︑バスツアーや航空券と

ム協会や大手インターネット代理店

商工観光課長 竹田市観光ツーリズ

いきたい︒

力を合わせて︑全国に情報発信して

たい︒また︑岡城跡の復旧状況や魅

がら︑早急な復旧工事に取り掛かり

文化財課長 国の予算措置も受けな

組むのか︒

ミットについては︑どのように取り

岡城跡の復旧工事と全国山城サ

なり︑これから最重要課題となる︒

育ブランドの向上に取り組み︑高校
と市民が連携を図り︑行政が後押し
するような包括的取り組みが重要︒
魅力化を検討するための協議︑

名︑公務員試験に５名合格︒第二の黄

市長 後藤輝美校長の下︑優れた実

﹁農業専科と募集の範囲を全国

▶久住校﹁うし部﹂が久住地区
畜産共進会に出品し入賞

あり︑下宿等の該当者はいない︒教

岡藩の藩校・由学館は約３００

10

35

平感のない助成の検討をしたい︒

企画情報課長 通学方法などで不公

正義

このほか竹田市の経済状況につい
て質問した︒

加藤

県立竹田高校の魅力化に向けて
豊肥地区唯一の進学重点校︑昨年

金期と称されている︒しかし︑
３年間

績を収め︑ビジョンも方向性も素晴

活動の組織づくりが必要と思うがど

入試で定員割れ︑来年以降市内中学

らしい︒どう応援していくか︑市民

名 ︑私 立 大 に

３年 生 は１４０人 台 に ︑総 数 で も 定

と行政の使命︒組織づくりを検討し

度 は ︑国 公 立 大 に

員１６０名 に 満 た ない︒も し クラス

たい︒

問

三重総合高校久住校の発展に向けて

減になれ ば︑進 学 校 と してのダメー
ジ 大 ︒受 験 生 を 増 や す た めに も ︑他

質
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市のように︑月３万円︑ 名程の就学
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支援制度の創設をしてはどうか︒

一 般
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問

める情報伝達もしていきたい︒

美樹

伝・販促ができないか︒

ドとして︑畜産全体が連携した宣

どう関わっているのか︒

畜産振興室長 飼料形態︑流通形態

地域おこし協力隊が畜産分野に
畜産振興室長 ３名の協力隊員が久
給餌や搾乳などの作業に従事してい

指す︒

分野別のクラスター協議会設立を目

住地域肉用牛ヘルパー組合に参加し︑ が異なるので総合するのは難しいが︑
る︒協力隊の任期終了後に竹田市で
注
※１

畜産経営をする意向を示している︒
畜産クラスター事業についての
見解は︒
市長 子牛市場が︑農家戸数・飼養
頭数も減少している︒原因は高齢化
だ︒後継者のいない高齢の畜産農家
は手元に現金がある今を︑やめ時だ

交通弱者支援について

には竹田の特産物を返礼︑市内観光

に対し︑協議会の目的や役割の理解

に向け︑計画策定と関係団体や個人

直しも含め︑
実施の方向で協議したい︒

企画情報課長 既存の交通形態の見

か︒
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城原小学校の耐震化工事の進捗
状況は︒
教育総務課長 ９月末予定の工期を
前倒しして︑２学期の始業式から学

佐藤

と見ている傾向がある︒この現状に
歯止めをかける手法がクラスター制
度だと考える︒経験豊かで技術力の
ある農家が今のうちに集団化し︑若

田南部﹁あけぼの﹂・竹田東部﹁陽

施設利用割引等の特典を設定してい

促進に努める︒

たけた市議会だより

※注１ 畜産クラスター事業…畜産農家や関係事業者が連携し、地域ぐるみで高収益型の畜産を目指す事業
※注２ デマンドタクシー…自宅や指定の場所から目的地まで要望に沿い、安価な料金で応える予約制の公共交通サービス

校生活がスタートできるように取り
組みたい︒
ボランティアポイントを含めた
行政連携ポイント制度を市内で実施
してはどうか︒
商工観光課長 制度の目的・活用方
法・財源等を含めて︑広く市民の皆
様と研究や検討をしていきたい︒
暮らしのサポートセンターの取組に
ついて
３つの暮らしのサポートセン

コミュニティーバスは︑乗車客が

いなくても全バス停を回らなければ

い畜産家に知識を伝承する場となる︒
クラスター制度を竹田の畜産の起死

ならない︒路線や運行時間の見直し

ターの拠点整備ができていない︒行

回生政策と捉えている︒

が 必 要 で は ない か ︒ま た ︑買 い 物 や

畜産振興について

畜産振興室長 竹田市和牛振興会役

通院が困難な交通弱者支援として︑

政の支援が必要ではないか︒

ジェクト﹂の取組状況は︒

員会において協議会の設立を打診し

デマンドタクシーの導入ができない

﹁草原の黒いダイヤ応援プロ

い﹂については︑国の予算により︑

畜産振興室長 畜産振興を目的とし

た︒今後は︑クラスター協議会設立

だまり﹂の暮らしのサポートセン

る︒集まった会費は︑繁殖用雌牛の

高齢者福祉課長 竹田西部﹁なんせ
竹田市社会福祉協議会玉来分所を改

た一口 万円の応援会員制度︒会員

ターの拠点整備については︑今後も

職員の処遇について質問した︒

その他︑市職員の研修制度と嘱託

購入費助成や環境の維持管理費等に

ラスターを構築し︑竹田高原ブラン

養豚︑養鶏を含めた総合的なク

国の予算を活用した拠点整備を考え

使用する︒

注
※２

修した拠点整備を検討している︒竹

▲7番目に設立された
暮らしのサポートセンター・竹田東部「陽だまり」

ていきたい︒
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鷲司

英彰

定年延長制度について
消防職に係る今回の定年延長制
度適用人事について問う︒

制度利用について︑職種が変わ
どを推進する︒

パスの確立を図るための研修支援な

ついての説明がないがなぜか︒

月末に完成しているが︑その成果に

総務課長 行政職の長から消防長と

日の公共施設委員会で説明する︒

直入支所長 日程調整がつかず︑本

ることは問題がないのか︒
いう例はあり︑法的には問題ないと

ミニクアハウスと宿泊棟は分離

用できるとある︒本年度︑消防長ポ

経験を必要とする場合︑特例的に適

が生じ︑②高度の知識︑技能または

性や遂行上の事情により運営に支障

めに︑人員削減に乗り出す恐れがあ

運営団体としては赤字経営回避のた

れ︑基本報酬が引き下げられれば︑

高齢者福祉課長 介護報酬が見直さ

ているか︒

民間活力利用︵ＰＦＩ︶で温泉

連動させることが必要である︒

にはならない︒温泉棟も同じであり︑

で経営が成り立っていくということ

想であると申し上げた︒宿泊棟だけ

ないから︑分離して考えることが理

で宿泊棟を造り上げるという話では

市長 今回の構想は︑温泉棟を囲ん

ぜ今︑温泉棟が重要となったのか︒

うのが今までの見解であったが︑な

宿泊棟には内湯がいらないとい

公募の予定︒

えるため︑温泉棟の設計完成をみて

気度が宿泊稼働率に大きな影響を与

直入支所長 クアハウスの魅力や人

がなされないのはなぜか︒

で民設民営化が決定しているが公募

考える︒また来年以降︑制度を継続

克己

して実施︑宿泊棟には補助金１億円

渡辺

するということは現時点で想定して
いない︒
高齢者福祉について
国の介護報酬の切り下げや高齢

ストは法や条例で定められた資格基

る︒結果として︑介護業界全体とし

化が︑地域にどのような影響を与え

準を満たす職員が退職したため︑消

ての人員が減り︑介護サービスの質

総務課長 条例には︑①職務の特殊

防・救急・防災の現場を総合的に統

が低下するのではという心配がある︒
介護を含めた福祉現場で働く人

括できる人材が必要という判断から
特例として適用した︒

年にス

材の確保について︑市はどう対処す
るのか︒

定年の延長は︑行財政改革を推
進する市の方針に逆行するのではな

①平成

タートしたヘルパー養成講座を今後

当初予算でミニクアハウス︵温

市長 両施設の要件の設定が相違す

高齢者福祉課長

総務課長 職員の減員と組織体制を

も続けていく︒②高齢者の見守り等

泉棟︶の実施設計予算は︑審議不十

るため︑また今までの経緯から同一

いか︒
柔軟に見直していくことを基本に総

地域の福祉従事者の参入を図る︒③

分との附帯決議がなされ執行できな

とはできない︒

てはどうか︒

棟と宿泊棟を一緒に業者の公募をし

合的に検討した結果︑定年延長制度

職員の負担軽減のための介護ロボッ

直入荘事業について

を取り入れても行革方針に逆行して

い状況である︒前段の基本設計が３

問

トの導入を推進する︒④キャリアー

質
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▲ヘルパー養成講座

いるとは考えていない︒

一 般
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問

市長 昭和 年から本年度までの城

市長 厳しい状況下でも挑戦する業

実施することが適切なのか︒

い状況にある︒このような状況下に

的な魅力を発揮できていない状況に

いる状況にあり︑城下町の持つ文化

その時建設の公共施設は老朽化して

下町の定住人口の減は

では︒

総務課長 課長級で構成する対策本

部会議では︑総務企画︑市民福祉︑

産業建設︑水道︑消防︑教育の六つ

の対策部に加え︑荻︑久住︑直入の

各対策本部から状況報告や課題協議

あり方検討委員会︵仮称︶での検討

が対応は︒

いて︑協議を行ってきたところであ

あり方検討をどう進めていくかにつ

等々︑しっかりと議論をしていく︒

たけた市議会だより

地震により観光客数が極めて低

者はいる︒成功することを確信しな
ある︒

を行った︒避難所の対応協議につい

ても︑避難所関係の担当部門に加え︑

支所の職員も交えた協議の場を別途

設定し︑状況報告を受けながら対応

してきた︒

公設民営施設について

災害復旧費の予算計上について︑
災害指定︒これにより︑農地等の災

内容は︒被災者の心情を思うとき︑

自己負担はあるのか︒公設民営施設
害復旧事業等に係る補助の特例措置

市民の皆さんの理解を得られると思

農林整備課長 国は４月 日に激甚

が適用され︑農地及び農業用施設災

うのか︒

久住支所長 副市長をトップとし︑

害復旧事業の国庫補助率が︑通常の
災害より嵩上げされる︒

会計課長 市内外より︑皆様の温か

る︒収益性のある施設については︑

総務︑財政及び久住支所で︑今後の
総務課長

いご支援をいただき︑心から感謝申

負担の徴収︑譲渡︑売却︑設置趣旨

義捐金をいただいていると聞く

かったことは︑何よりも幸いであっ

し上げる︒住居等の被害程度を調査

に沿って目標達成ができているか︑

人的被害がほとんどな

町︵岡城跡︶歴史文化交流センター

た︒しかしながら︑こうした中にも

し︑お見舞金を給付し︑生活支援の

歴史資料館改修計画が竹田城下
となり︑県立美術館の協力・支援の

数々の被害が幅広く市内全域に発生

支所との一体感・緊張感が希薄

内容を検討し指定管理を続ける理由

もとに博物館や美術館の機能を持た

激甚災害の指定については︒

一助とする︒

した︒

うか︒

平成28年8月1日

％である︒

がら挑戦していく︒

る︒

憲史

熊本・大分地震について

中村

の生誕地であるためその資料館とす

施設となるものである︒田能村竹田

知らしめ︑城下町と岡城を結ぶ拠点

文化財課長 城下町の歴史と文化を

60

竹田市の被害状況は︒

▲被害の大きかった
久住町山中地区

25

50

せるとあるが︑その計画についてど

竹田地区都市再生整備計画について

▲国民宿舎「直入荘」跡地

副委員長

いて︑いかに真剣に向き合っている

策・人事を学び︑市がこの課題につ

佐 藤 美 樹

社会文教常任委員会 行政視察報告
７月 日から 日にかけて兵庫県
明石市と岡山県倉敷市を訪問した︒

かが伺えた︒
倉敷市では︑男女共同参画の取組

明石市では︑子どもの貧困対策に
ついて研修を受けた︒明石市は︑人

について︑視察を行った︒倉敷市長
昨年︑日本女性会議の開催地となっ
たことから研修地とした︒
倉敷市は︑男女共同参画都市宣言

実につながる︒倉敷市では︑子ども

フバランスの浸透や子育て支援の充

きる環境整備は︑男性のワークライ

るまちづくりであり︑女性が活躍で

目的は︑誰もがいきいきと活躍でき

子どもの貧困対策と男女共同参画

けている︒

は主に︑ＤＶやセクハラの相談を受

り︑利用しやすくしている︒ここで

は市庁舎から独立し︑百貨店内にあ

また︑男女共同参画推進センター

て︑男性は仕事︑女性は家庭という

る︒また︑離婚前の相談︑及び離婚

の医療費無料化や保育所整備を国に

の両課題は︑人が安心して暮らせる

に始まり︑条例制定︑男女共同参画

課題が絡み合っていることが多い︒

後の親子の交流継続支援にも工夫を

先駆けて市単独で実施し︑合計特殊

社会づくりの基本である︒竹田市政

固定概念の割合が高く︑その意識改

明石市では︑特に親の離婚に係る

こらしている︒このような取組で︑

から

推進センター設置と︑その取組は︑

ている︒離婚届用紙受け取りの際に︑ 一人親世帯の経済と子どもの精神的

子ども養育支援に独自の施策を行っ

な安定を確保することを目指してい

出生率がこの７年間で１・

革が挙げられた︒

親の離婚が子どもに与える影響を父

る︒また︑担当部署に弁護士資格を

状況や家庭環境︑不登校など複数の

母に啓発するパンフレットや︑養育

１・ へと上昇したという︒今後の

されるよう︑研修の成果を出したい︒

において︑この取組がしっかりとな
持つ職員を配置し︑施策に専門的に

日本でもかなり先駆的である︒その

▲岡山県倉敷市・男女共同参画推進センター

費・面会交流等の取り決め合意書を

50

課題として︑市民の意識調査におい

63

いる︒この問題には︑保護者の経済

は３期目を務める女性市長であり︑

口約 万人︑面積は竹田市の 分の
▲兵庫県明石市

関わらせている︒明石市の予算・施

健全な育成環境の確保が議論されて

り上げられ︑子どもの人権擁護や︑

困問題は︑昨今メディアでも殊に取

今回の研修課題である子どもの貧

わけ︑子どもの育ちを核としている︒

市の中心政策として︑﹁ひと﹂とり

１というコンパクトシティである︒

10

配布し︑子どもへの配慮を促してい

平成28年8月1日
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第2回定例会
第1回定例会

予算特別委員会
平成28年度
可決
一般会計補正予算
（総額：200億1,463万7千円）

平成28年第2回定例会・予算特別委員会が6月
22日・30日の両日開催され、付託された一般会
計予算を慎重審査した結果、全会一致で可決され
ました。

補正予算の概要
【歳出】
◆総務費

◆教育費

コミュニティ助成事業（ソフト事業）

350万円

おためし移住空き家改修事業

333万4千円

城原地区館屋根防水工事
文化会館建設事業

399万6千円
4億506万2千円

◆民生費
介護予防生活支援拠点整備事業

2,691万8千円

事業用資産用地購入費（コミュニティセンター建設予定地）

◆災害復旧費
岡城跡及び岡藩主中川家墓所災害復旧費

1億8,455万8千円
結婚新生活支援事業

810万円

子育て応援給付事業

300万円

5,218万5千円

■人件費
給与減額措置及び共済負担金財源率変更等

◆農林水産業費

△1億2,523万7千円

竹田市認定農業者農地集積促進交付金
６次産業化サポート体制整備事業

500万円
1,551万円

道の駅竹田農産加工所整備事業

5,774万9千円

活動火山防災営農施設整備事業

3,145万円

おおいた豊後牛供給体制事業

3,675万円

椎茸種駒購入費助成事業

500万円

【歳入】
国庫支出金
県支出金
財産収入（立木売払収入）

◆商工費

繰入金

風評被害対策緊急観光誘客事業

300万円

長湯温泉療養文化館特別会計繰出金

130万円

◆土木費
道路台帳整備委託料

515万6千円

玉来ダム周辺整備事業

992万1千円

都市公園整備事業測量設計等委託料（文化会館周辺）

2億9,975万6千円
7,774万4千円
170万円
4億8,757万7千円

《内訳》
地方創生基金
財政調整基金
福祉振興基金
公共施設等総合管理基金
諸収入

1,430万円
2億4,835万9千円
991万8千円
2億1,500万円
660万9千円

1,190万5千円
たけた市議会だより
平成28年8月1日

予算特別委員会

8億7,338万円6千円増額

平成28年

第２回定例会

平成28年６月10日〜30日
議案・請願・陳情等の議決結果

条 例 案
議案番号
報告第８号

件

名

結果

専決処分事項「竹田市税条例の一部改正」
について

承

認

予 算 案
議案番号

件

名

結果

専決処分事項「平成28年度竹田市一般会計補正予算
（第１号）
」
について

承

認

議案第81号

平成28年度竹田市一般会計補正予算
（第２号）
について

可

決

議案第82号

平成28年度竹田市長湯温泉療養文化館特別会計補正予算
（第１号）
について

可

決

結

議案第83号

平成28年度竹田市介護保険特別会計補正予算
（第１号）
について

可

決

果

議案第84号

平成28年度竹田市簡易水道事業特別会計補正予算
（第１号）
について

可

決

議案第85号

平成28年度竹田市農業集落排水事業特別会計補正予算
（第１号）
について

可

決

議案第86号

平成28年度竹田市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算
（第１号）
について

可

決

議案第87号

平成28年度竹田市国民宿舎久住高原荘事業特別会計補正予算
（第１号）
について

可

決

議案第88号

平成28年度竹田市水道事業会計補正予算
（第１号）
について

可

決

議案第89号

平成28年度竹田市一般会計補正予算
（第３号）
について

可

決

議

報告第 ７ 号

決

一 般 案
議案番号
議案第90号

件

名

結果

財産の譲渡について

可

決

請願・陳情・意見書案
議案番号

件

名

結果

請願第 ２ 号

義務教育費国庫負担制度２分の１復元に関する意見書の提出を求める請願

採

択

陳情第 ２ 号

コミュニティセンターの早期建設と歴史資料館及び水琴館の再生（建替え）を求める陳情（コミュニティセンターに関する事項）

採

択

意見書案第1号

義務教育費国庫負担制度２分の１復元に関する意見書

可

決

後藤

足達

幸生

憲幸

寛康

コミュニティセンターの早期建設と歴史
資料館及び水琴館の再生（建替え）
を
陳情第 ３ 号
○ ● ● ○ ○
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
求める陳情
（歴史資料館及び水琴館に
関する事項）
※議長は表決に参加しないため、表決結果は空欄
たけた市議会だより
平成28年8月1日

表の見方…◯：賛成

審 議 結 果

和田

忠

憲史

坂梨宏之進

中村

啓二

本田

信二

悟

佐田

千利

正義

徳永

克己

吉竹

岩屋

雅彦

加藤

渡辺

英治

哲秀

阿部

英彰

森

山村

日小田秀之

鷲司

議案番号・件名

美樹

議員名
（議席番号順）

佐藤

■賛否一覧表
※賛成・反対の双方があった場合のみ表示しています。

採

択

●：反対

たけた 市議会だより

№43

平成28年8月1日発行
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会において︑足達寛康議員が市

議会議員在職 年以上の永年勤

編集■市議会だより編集委員会

☎0974-63-4813

暑中御見舞い申し上げます

続により表彰されました︒

15

たけた市議会だより

あとがき

８月５日は︑南米大陸初開催とな

るブラジル・リオデジャネイロ五輪

の開幕日である︒９月７日からはパ

ラリンピックも開幕となる︒日本選

手団３３１人︵五輪︶
・１２７人︵パ

ラリンピック︶の中には大分県出身

者も含まれ︑メダル獲得を期待され

ている︒それにしても︑日本代表選

手になるには並大抵の努力ではな

かったはずだ︒夢が叶った選手一人

ひとりに︑心底からエールを送りたい︒

ところで︑我が竹田市にも元五輪

選手がいることをご存じだろうか？

地域おこし協力隊員として活躍する

小笠原順子さんその人である︒２０

００年シドニー五輪の競泳日本代表

として出場し︑２００メートル平泳

ぎで準決勝進出という成績を収めて

いる︒竹田っ子も大いに感化されて

ほしい︒

編集委員

日小田秀之

印刷■㈲岡鶴堂

平成28年8月1日

去る５月 日に開催された全
31
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