急速な少子化や
家庭を取巻く環境
の 変 化 に よ り、
就 学 前 の 保 育や
教 育 の 需 要 が多
様化しています。
そのなかで、国は
「認定こども園」

補正後の年間総予算381億６千万に

景気・経済対策が主

市民間保育園連盟
から「認定こども

を推進し、本年度 子ども園」につい 園」の認定に慎重
で既に３６０園の て、定例会に日田 を期す請願が提出
されそれを 受
け、意見書 と
認定子ども園で県へ意見書提出へ し て 県 に 提 出
する決議が 本
会議で全員一致で
採択されました。

認定が行われてい
ます。この「認定

模索の状況です。
それを打ち破る
ため、今回市議会
として次のような
主旨で国に意見書
を提出することに
なりました。
◆人や環境にやさ
しいなど木の特質
や木造住宅の安全
性等を国民に広く
知らせ、国産木造

経済対策や雇用対
夏休み最
男女共同参画社会推進
策・生活者対策を
後の日曜日、
条例９月でやっと採択
盛り込んだ補正予
三隈川で
算（詳細次ページ
「リバーフェ
本 年 ３ 月 に 執 行 ました。
部から 提案さ れ、
国が 「基本 法」
以降）を中心とし
スタ」が行
そ の 時 は 修 正 案 が を定めてから 年、
た９議案が提案さ
われ親子連
ニ案出 され、 原案 遅きに 失した 感も
れ、すべての案件
れなどで大
含めす べてが 否決 ありま すが、 今後
変賑ったよ
７月の臨時議会の補正に続き、今９ が可決されました。 さ れ た 「 条 例 」 が こ の 条 例 に 基 づ き
その結果、本年
うです。
月定例会でも補正予算の審議が主な
こ
の
９
月
議
会
で
全
日
田
市
で
も
、
よ
り
度予算は昨年度最
一昔いや二昔と
議題となりました。
員一致 で採択 され 一層女 性の社 会進
終予算額を１５億
いうかそれくらい
昨年の世界同時
その中今９月定 以上上回る、３８
までは、三隈川周
不況から、やや明 例議会では、景気・ １億６千万となり、執行が求められる
辺は大変賑ってい
るさが見ら
より充実した予算 と考えます。
たと思っています。
れようになっ
特に土日の夜は、
たと、マス
六〇艚近くの屋形
林業の再生を目指し
コミではい
船が水面一面に灯
国へ意見書を提出
われていま
を映し情緒ある景
すが、地方
観が楽しめたもの
にあっては
森林 業の危 機が
です。しかし、今
全くその実
長期間指摘されて
住宅等を推進し国 はその見る影もな
感がありま
います。しかし、
産材の利用拡大を く、土日でも出る
せん。
その解決策は暗中
図ること。
船の数はわずかば
（
地
場
産
業
の
振
興
が
鍵
）
◆国産材の自給目 かりのようだ。
標を５０％とし、
ある人が言って
輸入の適正化を図 ました、「日田の
ること。
観光復活は屋形船
◆国産材による住 次第」と。なんと
宅建築に対し、税 か工夫し三隈川に
制や金融面で優遇 昔の夜の賑わいを
措置を講じること。取戻したいものだ。

千寿にゅーす
２００９年１０月
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景気・経済対策

92

その他の経済対策事業
・サッポロビール内「森の風」改修事業
1千2百60万円
・ＪＲの大鶴駅、夜明駅のトイレの改修
2千1百18万3千円
・中学校太陽光発電設備設置事業
（追加校は東部中学、津江中学の2校）
7千7百２７万円
・地区公民館施設改修事業
3千2百5万1千円
・体育施設整備事業
（平野球場防護マット設置、大原テニス
コート証明改修、弓道場床等改修等）
1億91万4千円

市内すべての小学校、中学校の全教
職員に校務用のパソコンを整備するもの
です。コンピュータ６百 台とそれに伴
う、印刷用のプリンターやそれを制御す
る各種サーバーも整備するものです。
事業費は、２億７百 万５千円です。
パ ソコ ン を 使 う授 業
等 で、 以 前 は 教職 員
が 良く 使 え な いと い
う よう な こ と が指 摘
さ れて い ま し たが 、
こ れで そ の 指 摘が 解
消 でき る よ 期 待し て
ます。

隈地区の街路灯を街並みにマッチした
ものに整備すると共に三隈
川の周辺をライトアップし
ようとする事業計画です。
隈地区は観光環境は豆田
に遅れているとよく聞きま
す。これが、隈地区の観光
が活発化する機会になると
考えています。
特に、三隈川周辺のライ
トアップは、この地域の景
観 を ど う変 化 させ る の か
（良い方に）非常に興味し
んしんです。事業費７千８
百 万３千円。

日田市内各地に残る、携帯電話の不感
地域（携帯電話が使えない地域）を解消
するため、今回の地域情報基盤整備事業
（ＫＣＶサービスエリア以外の地域に光
ファイバーを敷設し高速のインターネッ
トや地上デジタルテレビが見られるよう
にすること）に併せ、携帯電話基地局ま
での伝送路を作る事業。
今回は第一期工事区間の
大鶴、小野、東有田、大山、
前津江、中津江、上津江が
対象となります。
事業費 ２千９百41万円。

地域商品券発行特別支援事業

携帯電話の不感地域解消事業

発行総額
５億５千万円
（プレミア10％、5千万円）
発行部数
10万冊
発行単位
一冊 5千円
（500円券×11枚綴り）
商品券利用期間
平成21年10月31日～
平成22年 1月31日
総事業費
5億6千万円のうち
市がは5千4百50万円を
補助するものです。

景気回復が遅れる中、市内の小規模事
業者の減収が見込まれるため、歳末年始
の商戦に合わせて再度プレミア付き地域
商品券を発行する経済団体に経費を助成
するものです。

歳末年始の商戦に合わせ、地域商
品券発行特別支援事業補助金をはじ
め、11事業１憶2千７１万円の予算が組
まれました。その詳細についてお知
らせします。

47

33

林業、木材産業再生対策事業で、生活道
として利用頻度の高い１０路線の4,300ｍを
コンクリート舗装します。事業費8千万円。
その他、林道横畑～藤の木線を22年度実
施予定の前倒しで、総延長1,579ｍのアスファ
ルト舗装。事業費2千7百80万円。
同じく、これも前倒しで林道祝川～祝川
支線総延長1,144ｍをアスファルト舗装化し
ます。事業費は、1,291万円。
その他に、首都圏のおける日田材の需要
拡大活動として、一戸あたり45万円を１０
戸分450万円補助する事業もあります。
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厳しさが増す雇用情勢の中、今回の補正予算
でも15事業（３５名分）の緊急雇用創出事業に
３千５百99万円が組まれましたので、その主な
事業内容の詳細をお知らせします。

分 野

事

業

名

医 療 健康診査未受診対策事業

環 境 公園てんぐす病防除事業

環 境 保存樹、巨木調査事業

事 業 費
（千円）

事

業

内

容

事業実施期間
09年10月～10年3月

176万2千

健康診査の未受診者台帳を作
成し、受診の勧奨を行う

２人

192万6千

公園内のさくらのてんぐす病
の駆除をおこなうため、枝の
剪定や薬剤散布を行う

２人

09年10月～10年3月

２人

09年10月～10年12月

３人

09年10月～10年3月

３人

09年10月～10年3月

１人

09年10月～10年3月

１人

09年10月～10年3月

１人

09年10月～10年3月

６人

09年10月～10年3月

108万2千

市指定の保存樹、樹林及び巨
樹巨木の台帳の整備を行う

不法に投棄された廃棄物を撤
環 境 不法投棄撤去事業（継続） 207万4千 去し、生活環境の整備を図る
（10月から3月までの後期分）
豆田地区を訪れる観光客に、
旅行形態のアンケート調査を
観 光 観光アンケート調査
217万8千
実施し、今後の観光行政の基
礎資料を作る
質の高い保育サービスを提供
子育て 公立保育園保育補助事業
91万6千 するため、保育補助員を配置
するもの
乳幼児を持つ親の負担を軽減
子育て チャイルドプラザ事業
102万5千 を図るため、チャイルドプラ
ザにおいて短時間託児を実施
農林業 耕作放棄地調査事業

新 規
雇用者

76万9千

耕作放棄地の現地調査を実施
美しいまちづくりのため、美
化推進パトロール員６名を雇

環 境 美しいまちづくり事業

治安防災

緊急雇用道路パトロール
事業（継続）

625万8千 用し市内のパトロールを実施
とで不法投棄、ポイ捨ての防
止を図ると共に片付けも実施

75万

これらの事業の平均的な賃金は、
事務所内の業務は5,600円／日で、
外勤では7,800円／日となっていま
す。現在はこの予算が組まれた以上
に雇用情勢が悪化しています。今後
も雇用施策について追求していきた
いと考えます。

市道のパトロール及び補修・
草刈り等を実施
（雇用日数を月16日から20日
に追加）

これらの他に、生活者対策として
「子育て応援特別手当」（小学就学
前3年（3歳から5歳）の児童一人当
たり3万6千円を世帯主に給付する事
業（総額1900人分、7千2百19万円）
や地域介護・福祉空間整備事業（1
千2百37万円）等があります。

09年10月～10年3月

した。この案件は、私も含
め多くの議員が空き缶やた
ばこの吸い殻、はたまた犬
のフン等が多く散見して景
観上問題があるとして、そ
の防止の条例化を求めてい
た もので す。 答弁で は、
「市民のモラルの向上」に
終始してきましたが、今回
積極的な美化目標とし条例
化できたものと考えていま
月１日から、「ポイ捨 す。この条例に伴う「美化
て等の防止に関する条例」 推進モデル地区」も認定さ
が施行されることになりま れその認定書も当日各自治
認定書の交付の様子。
左の方に知ってる人が写っている
ようですが、誰だったかなぁ。

体に手渡されました。
私たちの自治会も当然の
ごとく推進地区になりまし
たので、コツコツと地道に
美化に努めたいと思ってい
ます。勿論、タバコのポイ
捨ては罰則の規定がありま
すし監視員が注意すること
にもなります、捨てないこ
とが協力ですので宜しく。

やっとと言うか遂にと言
うか「政権交代」が実現し
ました。期待と不安が入り
混じった気持でいる人も多
く居るかと
思います。
議会もそ
れを反映し
てか、新政
権による国
の補正予算
の見なしに
伴う影響な
どについて
の質問がい
くつかあり
今回の一般質問では、教育問題を中
心にやりましたが、「川を考える会」
等から頂いていた河川環境についても
３点ほど質問をしました。
要望の多いのは、「台霧大橋」の下
の整備です。ここは、台霧の瀬にも近
く子供連れの家族などがよく利用して
います。お気づきでしょうが、「バー
ベキュー」等も楽しんでいるようです。
しかし、この場所は写真のとおり石
が大小中様々ゴロゴロしています。
ここをコンクリート舗装なりとにか
く安心して遊べるように整備すれば利
用価値はさらに高まると考えます。執
行部の答弁では、関係団体の意見が纏
れば「国交省」に働きかけるというこ
と。勿論、関係
団体の意見は賛
成です。一日も
早く整備して親
水性を高めても
らいたいと考え
ています。
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親水性のある河川整備を
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昨年度の補正予算で計画されて
いたパトリア前の集団顔見世に伴
う市内中央部の電線の高架化が、
そこでの顔見世が出来ないとのこ
とで、その予算を活用し、市道淡
窓町線や銭渕橋川原町側入口の電
線やＫＣＶ線の高架化に変更
になりました。その箇所も要
望の強かったところで、まぁ
良かったと思っています。ま
だ他にも町内の高架化の要望
も多く、現在各自治会に調査
をお願いしているところです。
国指定無形民俗文化財ですし、
貴重な観光資源として守り続
孫二人と記念撮影 けていきたいと考えます。

ました。
「地方自治」に関する民
主党のマニフェストによれ ど、重点的な施策に合わせ
ば、「地域のことは地域が 予算を自主的に運用してい
決める」とあります。また、くことになります。
社会保障や義務教育関係の
そのことで、今後地方議
予算を除き、国のひもつき 員の役割が重要になってい
補助金は廃止し、地方の自 く考えられます。現在は市
主財源に転換するとなって 政のチェック機能と言われ
います。
てい ますが 、こ れから は
ということになれば、今 「自らが政策能力を発揮し
までは殆どの予算が国・県 ていく」そういった方向に
段階で決まっていたものが、議員自らが替っていく、こ
今後は各自治体の考え方で れが「政権交代」でかわる
福祉に手厚くするのか、地 ことと受け止めています。
域振興に重点を置くのかな

祇園山鉾、道行の
支障電線の高架化

