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ポイ捨て条例が可決

３月議会最終日の総務委員長報告で
議案第１号「日田市男女共同参画推進
条例の制定」について多数をもって可
決されたことが報告された。しかし、
会派共産党議員団、市政クラブから修
正案が提出された。それぞれの採決が行われた結果、賛成
少数で原案を含めて修正議案も否決されました。
この結果、議案第１号「日田市男女共同参画推進条例の
制定について」については否決となりました。
今回の条例案について異議が当初から言われていました。
①他の自治体に類例のない過大な権限を持った苦情処理機
関になりかねない。
②民間企業の経営方針等に行政が介入の恐れがありました。
③条例制定の必要性について疑問などがありました。
今回の第１号議案に対しては、それぞれの議員の考え方
や認識の違いなどあり、可決までには至らなかった。各議
員もそれぞれの原案、修正案に対し、最後まで信念を以っ
て貫いた結果でありました。

ひたふじ

３月定例市議会

について幾つかの指摘がなされて
おり︑今回のＬＥＤ電灯取り付け
日田市ポイ捨て等の防止に関す により︑安全性の向上が期待され
ますが︑会館全体の安全の確保を
る条例の制定が可決されました︒
市内において︑タバコの吸殻︑空 より一層の取組を議会から要望し
き缶︑ペットボトルなど︑及び犬の ています︒
フンの散乱防止︑
小野地区公民館が完成
並びに喫煙マナー
の向上に関して︑
老朽化してい
所要の事項を定め
た小野地区公民
ています︒
館が旧南小野小
議会では︑市長
学校跡地に完成
と監視員の関係︑
しました︒
指導・勧告が的確
敷地面積は４
に行われるのか︑過料が安いのでは ０３１㎡あり︑
ないか︑広範な日田市に対して監視 駐車場も広く︑
員の数が少ないなどの意見が出まし ゲートボール場も設置されていま
た︒施行は今年１０月からです︒
す︒木造平屋建てで床面積４００．
㎡のモダンな建物です︒
パトリア日田改修事業 ８７
玄関には小鹿田焼きの皿などが
壁にはめ込んでいます︒総工事費
が１億１８００万円です︒内部は
正面玄関に筑紫哲也文庫が設置さ
れ︑天井各所に採光のためのトッ
プライトが設置されています︒

市民文化会館で改修事業が行われ
ます︒１階及び３階の男子便所の増
設︑大ホール客席階段へのＬＥＤ電
灯の取り付けなどが改修されます︒
大ホールの階段は︑現在まで安全性
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３月定例市議会が２月２５日か
ら３月２３日まで開催されました︒
今回の議会には︑条例議案２２
件︑補正予算議案
１１件︑当初予算
議案１４件︑辺地
議案３件︑指定管
理者指定議案３０
件など８３件が提
出され︑１件の議
案が否決され︑１件の議案が取り
下げられました︒その他の議案は
すべて可決されました︒

一般質問に１８議員

３月議会は︑代表質問に５人︑
一般質問に１３人が市政全般につ
いて質問を行いました︒特に︑商
工関係の質問が多く︑景気対策︑
雇用問題︑地域振興対策などが質
問されました︒
議員は市民の願いや要求を議会
の場で質問することは当然です︒
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45億円の大事業 今年度から事業実施
日田市内一円の６３１ｋｍに及ぶ光ファイバーを敷設する
地域情報基盤整備工事が今年度から２ケ年で工事に入ります。
事業概算総事業費が４０億円から４５億円に変更されました。
工事は情報センター、サブセンターの設置なども実施します。
また、２０年間で約７億６０００
万円の一般財源が投入され、その
ため毎年３８００万円の市費が投
入されます。
仮申込状況が１月末段階で、旧
日田市が対象世帯約４８００世帯
に対し、４９．６％、旧郡部が４
２００世帯に対し、８９％であります。特に、五和地区２８．
６％、三芳地区３７．６％、三花地区３４．８％、西有田地
区４７．２％と加入率が低いが、説明不足の感が見られます。
地上デジタル放送開始の平成２３年７月２４日までには８
０％まで達成することを期待しています。独立採算制を原則
として運営される事業でありますので、加入率アップのため
の方策を考える必要があります。
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２１年度主要事業
☆市民文化会館改修事業・・・・・・・ ３１，４００千円
☆周辺地域活性化対策事業・・・・・
４３，０００千円
☆交通安全対策整備事業費・・・・・
３０，０００千円
☆住宅用太陽光発電システム設置補助事業・・１０，０００千円
☆幼稚園就園奨励事業 ・・・・・・
３，３１２千円
☆おおいた地域医療支援システム構築事業・・ ３，３７５千円
☆放課後児童健全育成事業・・・・・
４４，９３８千円
☆清掃センター焼却設備補修事業・・・ ８３，７３４千円
☆ふるさと雇用再生特別交付金事業・・１００，０００千円
☆緊急雇用創出事業 ・・・・・・・
２０，０００千円
☆日田材需要拡大緊急対策事業・・・・ ５５，０００千円
☆中小企業振興資金特別融資事業・・・９７４，３０７千円
☆花月川白壁修景整備事業・・・・・・ １７，０００千円
☆城町高瀬線上城内工区事業・・・・ １８０，０００千円
☆月隈公園整備事業・・・・・・・・
４４，５００千円
☆中央公園整備事業・・・・・・・・・ ４２，６００千円
☆高規格救急自動車導入事業（一部負担） ３６，２５８千円
☆中学校普通教室クーラー設置事業・・・９２，７７８千円
☆中学校太陽光発電設備設置事業・・・ ９４，３５０千円
☆三隈中学校外構整備事業・・・・・・ ７８，５６１千円
☆咸宜園教育研究センター建設事業・・１２９，０００千円
☆特定健診・特定保健指導事業・・・・ ３０，８８６千円
☆公共下水道事業（汚水管整備） １，１７９，３３６千円
☆地域情報基盤整備事業・・・・・２，１１７，１７１千円
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世界遺産の屋久島町と友好締結へ
鹿児島県屋久島町と友好締結の話が進
んでいます。この話は前津江村当時、上
屋久島と友好姉妹都市を締結していた経
緯がありました。
今後、子供達など人的交流、お互いの
物産品・祭などの物的交流、自然環境・林業関係の政策的
交流などが計画されています。屋久島町は殆どが国有林で、
世界遺産にも指定されています。

中城グランド横にトイレ設置へ
市民から多くの苦情がありました
中城グランドトイレがようやく設置
されることになりました。今までト
イレがなく、不便をしていました。
中城グランドを使用するスポーツ愛
好者からトイレ設置は喜ばれるはずです。トイレ設置工事
費は１０，４０６千円です。
また、中城グランド駐車場は昼間から相変わらず違法駐
車が多いです。スポーツシーズンになれば、車の置き場確
保に苦労している市民も多く見ます。

▼５月１１日 臨時市議会（委員会等の構成変更）
▼５月２１日 アルゲリッチピアノコンサート（パトリア日田）
▼５月２３日〜２４日 川開き観光祭（市内一円）
※国民健康保険特別会計当初予算 ９，２３８，１４５千円 ▼６月 ７日 県総合防災大規模訓練（三隈川周辺）
※後期高齢者医療特別会計当初予算・・８００，２０９千円 ▼６月 ７日 県マスターズ陸上大会・市記録会（陸上競技場）
※介護保険特別会計当初予算・・ ５，４３４，７１０千円 ▼６月７日〜８日 県ジュニアオリンピック大会（総合体育館他）
※診療所事業特別会計当初予算・・・ １８４，１４６千円 ▼６月 ９日 定例市議会開会予定 ２６日閉会予定
※簡易水道事業特別会計当初予算・・ ８８５，１２２千円 ▼６月９日〜１２日 中学校体育大会（各種目市内一円）
※給水施設事業特別会計当初予算・・・ ３２，０５６千円 ▼６月１３日 ホタル祭り 熊ノ尾地区（東羽田町自治会）
※公共下水道特別会計当初予算・ ３，３２８，７４１千円 ▼６月１６日〜１８日 市議会 一般質問予定
▼６月２４日 桂歌丸・三遊亭楽太郎文化公演（パトリア日田）
※農業集落排水事業特別会計当初予算 １７５，１５６千円
▼７月１９日 ソフトテニス市民体育大会（大原テニスコート）
※情報センター事業特別会計当初予算 ２，１５０，３１２千円
▼７月１９日 市小学生バドミントン大会（総合体育館）
※水道事業会計当初予算・・・
１，００５，３６７千円
▼７月２３日 祇園山鉾集団顔見世（日田駅前）
▼７月２４日 高塚愛宕地蔵尊 夏の大祭
▼７月２５日〜２６日 日田祇園祭（豆田・隈・竹田地区）
菅田議員は市民相談室を開設しています。市政に対しての ▼７月２６日 演劇公『花いちもんめ』（パトリア小ホール）
▼７月２６日 大山ふるさとまつり（大山町文化センター）
要望・疑問・意見など。また、個人的な相談、悩み、結婚問
▼８月 １日 バド全日本ジュニア県予選（総合体育館）
題なども気軽に相談下さい。
▼８月 上旬 あまがせ七夕祭り（天瀬温泉街）
秘密厳守で 相談を受けます。
▼８月 ３日 日田夏まつり（中城グラウンド）
☆自宅電話 0973-22-4577
▼８月２４日 ひた三隈川鮎まつり（竹田公園周辺）
☆自宅ＦＡＸ 0973-28-7004
▼８月２４日 リバーフェスタinみくま川（亀山公園周辺）
☆携帯電話 090−8222−6560
▼８月２９日 陸上記録会（夕暮れ 陸上競技場）
☆携帯メール hitafuji@ezweb.ne.jp
▼８月２９日〜３０日 県小学生バドミントン大会（総合体育館）
☆パソコンEメールも開設しています｡
▼９月 上旬 第３回定例市議会開会予定
hitafuji@sea.plala.or.jp
▼９月 ５日 県マーチングコンクール兼小学生大会（総合体育館）
☆菅田敏幸ホームページ
▼９月１１日〜１３日 県民体育大会（県下各市）
http://www.hitafuji.com/
▼９月１４日頃 観月会（中秋の名月 三隈川）
☆菅田敏幸携帯電話ホームページ
▼９月２１日〜２５日 日田放生会（大原神社）
http://www.just.st/302966/
▼９月２４日 高塚愛宕地蔵尊 秋の大祭

平成２１年度一般会計 当初予算総額
３５，５３４，６７４千円

市民相談室 開設中

