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  第８回 市民と議会のつどい 

「語ってみゅーか」「語ってみゅーか」 
 

 

平成23年11月９日（水）、10日（木） 午後７時～9時  
 

 
                                                                           

 

 

                                 

                                 

 

 

 

      

  

 

 

 
 

     ◆「市民と議会のつどい」の実施方法 
 

     時  期 原則として３月及び９月定例議会終了後２ヶ月以内に開催 
     

     場  所 市内８地区（三浦、鈴田、大村、西大村、竹松、萱瀬、福 
           

          重、松原）の住民センター、コミセンなど 
      

     実施方法 議員が市民全体の代表者として６人編成の４班にわかれ、 
           

          市内各地区で実施します。地元の議員が参加するとは限り 
           

          ませんのでご了解ください。                     

                                                                                          

                                                                                                  
                                   

＜会次第＞ 

◇開会あいさつ                     

◇議会報告                         

９月定例会の概要    

市政トピックス（大型建設事業、70周年記念事業） 

◇意見交換  

  各班のテーマについて、ご意見・ご要望をお聴きします。                          

◇フリートーク                           

  市政全般について、ご意見・ご要望をお聴きします。 

◇閉会あいさつ  
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９９月定例会 

  D I G E S T 

 

    平成22年度の決算12会計を認定したほか、平成23年度の補正予算、条例改正など19議案を 

   可決（同意・採択）しました。市政一般質問においては、16名の議員が質問を行いました。 

    なお、一般会計決算においては、決算特別委員会（議長を除く全議員が委員）を設置し、集中的 

   な審査を行いました。 

□ 平成23年度の補正予算 

 
 一般会計 
 

歳入決算額 395億9,068万1,427円 

歳出決算額 386億9,063万4,152円 
 

 

  前年度比で、歳入は7.4％、歳出は9.2％の増となっています。歳出においては、多目的スポーツ広

場整備事業、中心市街地再開発事業などの増加により、投資的経費が前年度と比較して約24億310万円

の大幅な増加となっています。 

◇一般会計決算審査における主な意見 

 消防団員の出動手当など報酬の改善を検討するよう意見（総務部）／認可外保育所へのＡＥＤ設置  

 補助金を検討するよう意見（こども未来部）／種苗放流を行っているにもかかわらず、漁獲量が増 

 加しないという現状から、資源管理型漁業推進事業を検証し効果的な対策を講じるよう意見（農林 

 水産部）／企業誘致推進事業において、用地造成部門を設置するよう意見（商工観光部） 

 

□ 平成22年度の主な決算の概要 

 約２億1,277万円を追加する平成23年度の一般会計補正予算を可決したほか、３件の特別会計、２件の企業

会計の補正予算を可決しました。 

 ◇一般会計補正予算の主な事業 

   ・ワーク・ライフ・バランス推進事業（100万円） 

    労働環境、福利厚生の充実に関するセミナーや独身男女の出会いの場となるイベントを開催。 

   ・琴平岳展望所施設維持管理事業（2,800万円） 

    琴平スカイパーク人工スキー場の人工芝の改修。 

   ・新エネルギー推進事業（900万円） 

    太陽光発電システム導入補助金の申請件数が当初見込みを上回ったことによる増額補正。 

   ・農林施設災害復旧事業（4,000万円） 

    ６月の豪雨で被災した農林施設の災害復旧。  
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 モーターボート競走事業決算 
 

 

 

収益 571億1,653万9,692円 

費用 567億  392万  434円 
 

 

 

 ＳＧグランドチャンピオン決定戦の開催など

により、売上は増加したものの、東日本大震災

の影響でレースを中止したことから、純利益は

約４億1,261万円と前年度より減少。一般会計

へは２億円の繰入れを行います。 

 経済文教委員会では、経費縮減の余地が

あることを指摘し、より効率的な事業展開

を図るよう意見しました。 
 

 病院事業決算 
 

 

 

収益 5億   23万5,281円 

費用 4億7,514万6,310円 
 

 

 

平成20年度から指定管理者制度を導入し、大

村市民病院の経営は指定管理者が行っています。

市の病院事業会計では、一般会計からの繰入金を

財源に、病院事業の不良債務解消のために借り入

れた公立病院特例債の元利償還金の償還などを

行っています。 

平成22年度の大村市民病院の経常収支は、昭

和63年以来の黒字（約3,900万円）となっていま

す。 

 国民健康保険事業特別会計 
 

 

 

歳入決算額 87億4,799万3,003円 

歳出決算額 86億7,003万3,792円 
 

 

 

 国保税の収入額においては、景気の低迷による個

人所得の減少や低所得者層の増加により、前年度比

約9,000万円、4.66ポイントの減となっています。 

 平成22年度の被保険者１人当たりの平均保険税額

は８万9,570円。平成23年度に保険税の値上げを行っ

た自治体もありますが、平成21年度時点では、大村

市が県内で一番高い税額となっています。 
 

 

 老人保険事業特別会計 
 

 

 

    歳入歳出決算額 431万2,341円 
 

 

 

 後期高齢者医療制度への移行により、事業自体は

平成19年度に廃止。医療費請求遅れ分や返納金の対

応のため、平成22年度末まで特別会計を設置してい

ました。平成23年度以降に発生する精算は一般会計

で行います。 

 
 

 

 

 介護保険事業特別会計 
 

 

 

 保険事業勘定（保険給付） 

歳入決算額 49億 313万5,853円 

歳出決算額 48億6,712万6,606円 
 

 介護サービス事業勘定（ケアプラン作成） 

歳入歳出決算額 5,221万1,526円 
 

 

介護保険の認定者数は、前年度と比較して2.1

ポイント増の2,989人（第１号被保険者2,897人、第

２号被保険者92人）。介護給付費は5.8ポイント増

の約45億7,000万円。市は介護認定者数や介護給付

費の抑制のため、介護予防事業や給付費適正化事

業に取り組んでいます。 

  後期高齢者医療事業特別会計 
 

 

 

歳入決算額 7億3,965万8,480円 

歳出決算額 7億3,875万4,180円 
 

 

 

 後期高齢者医療制度の運営主体である長崎県後

期高齢者医療広域連合が、医療の給付や保険料の

決定を行い、市では各種申請にともなう窓口業務

や保険料の徴収を行っています。 

 保険料の徴収率は前年度の99.11％から99.38％

に向上しました。 
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市政市政市政   
トピックス①トピックス①トピックス①                                 

大村市が予定している今後の大型建設事業です。大村

市議会はココに注目しています！ 

 
 

 内容   市民交流プラザ、市営住宅の建設 

      （本町アーケード内、親和銀行大村支店跡地） 
  

 期間   平成23年～平成25年（平成26年7月施設運用、市営住宅は５月より） 
   

 総事業費 約13億円（土地購入費 約9,386万円 建設費 約12億円） 

      ※建設費の45％が国庫補助 

  

 詳細   １階 コミュニティースペース  

      ２階 小ホール（150席） 

      ３階 こども未来館 

      ４階 こども未来館 

      ５階 

       ～ 市営住宅 

      12階 32戸は高齢者世帯向け住宅 

         16戸は一般世帯向け住宅  

市民交流プラザ 

 
 

 内容   野球場、サッカー場、テニスコートなど組織的大会に対応できる総合運動公 

      園の建設 
  

 期間   平成13年～平成47年 
   

 総事業費 約100億円 ※施設費用の２分の１、用地費用の３分の１が国庫補助 

  

 詳細   第１期工事 平成13年～平成33年  

      面積9.6ヘクタール 費用約40億円 

      （ソフトボール場、テニスコート 

            グラウンドゴルフ場など） 
      

      第２期工事 平成34年～平成40年 

      面積7.1ヘクタール 費用約25億円  

      （サッカー場、エントランスなど）   
     

      第３期工事 平成40年～平成47年 

      面積5.4ヘクタール 費用約35億円  

      （野球場、駐車場、園路など）   

総合運動公園整備計画 
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 内容   スタンド棟・競技棟の建替え 

      ロイヤルスタンドの一部改修 
  

 期間   平成24年11月～平成27年３月 
   

 総事業費 約70億円 

 

 

大村競艇場 

 
 

 内容   サッカー場、多目的広場の建設（入国管理センター跡地） 
  

 期間   ～平成24年(平成25年供用開始) 
   

 総事業費 約13億円（土地購入費 約６億9,500万円 整備費 約６億円） 

      ※国庫補助 約７億3,000万円 

         

多目的スポーツ広場 

 
 

 内容   市内４カ所の小学校給食調理場 

      を１つのセンターに統合（野上 

      跡地）。１日7,000食を調理 
  

 期間   ～平成24年 
   

 総事業費 約26億円 

      （土地購入費 約１億8,987万円 

       建設費   約21億4,000万円） 

       ※国庫補助 約１億2,771万円 

       ※その他、各学校の旧調理場解体、配膳室整備など 

給食センター 

 
 

 内容   建替え（新病院建設） 
  

 期間   平成24年～平成27年 
   

 総事業費 未定 

      ※現在、詳細について指定管  

       理者と協議を行っている 

 

大村市民病院 

 
 

 内容   商業施設、分譲住宅、駐車場の建設 
  

 期間   ～平成24年7月 
   

 総事業費 約45億3,000万円 

      ※施行者は上駅通り地区市街地再開発 

       組合。市は協調補助として約４億 

       3,000万円を負担       
  

 詳細   分譲マンション 14階建 

      賃貸マンション 13階建 

      商業棟     ２階建 

     （１階 商業施設 ２階・屋上 駐車場） 

       

上駅通り地区第一種市街地再開発事業 

□ その他、将来構想として、市立図書館建設、中学校給食導入と調理場建設、新幹線新駅周辺整備など 
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市政市政市政   
トピックス②トピックス②トピックス②                                                               

 大村市は平成24年2月11日に市制施行70周年を迎えます。24年

はさまざまな記念事業が予定されています。 

～ 市制施行70周年記念事業 ～ 

 
 

 日時 平成24年４月27日（金） 
  

 場所 シーハットおおむらさくらホール 
   

 内容 映像で見る70年の歩み 

    市政功労者表彰 

    演奏会（ＯＭＵＲＡ室内合奏団） 

    記念講演（予定） 

記念式典 
 

全国からデザインを公募（済） 

↓ 

市民投票でデザイン決定（22年10月） 

↓ 

ネーミング公募（22年12月） 

↓ 

24年１月公表、2月11日着ぐるみ誕生 

マスコットキャラクター製作 

 
 

 日時 平成24年２月26日（日） 
  

 場所 シーハットおおむらメインアリーナ 
   

 内容 24年２月25日 予選会 250組 

    24年２月26日 本番   20組 

 

 

ＮＨＫのど自慢開催 
 
 

 期間 平成24年４月～11月 
  

 内容 24年４月～10月に市内各地で予選対 

    決イベントを開催し、24年11月に県 

    内のまちおこし団体との連携や有名 

    企業に参加してもらい、頂上決戦と 

    題したメインイベントを開催 

食の祭典 

 
 

 期間 平成24年８月～10月 
  

 内容 天正遣欧使節ミュージカル｢光る海｣ 

    70周年記念音楽祭 

    城下町大村秋の音楽祭 

    70周年記念ミュージックフェスタ 

 

音楽祭 
 
 

 期間 平成24年８月～10月 
  

 内容 市民ミュージカル、音楽祭などの会 

    場のフラワー装飾 

    長崎ラベンダーの植栽 

    フラワーガーデンコンテスト 

      

花のまちおおむら事業 

 

   期間 平成24年11月23日～25日 
  

 内容 全日本トレイルオリエンテーリング 

    選手権大会、全日本リレーオリエン 

    テーリング選手権大会、全日本ミド 

    ルオリエンテーリング選手権大会 

 

ユニバーサルスポーツフェスタ 
 
 

 期間 平成24年４月～12月 
  

 内容 主たるターゲットを小中学生・高校 

    生に置き、｢夢｣、｢感動｣、｢元気｣を 

    与えられる講演会を４～５回開催 

 

 

心に残る講演会 

□ その他 ｢記念ＤＶＤの製作｣、｢年間を通じて既存の事業・各種大会を70周年記念の冠事業として実施する｣ 
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■ 議会基本条例の制定  

 議会の役割と活動の指針を明確にするため、議会基本条例を制定しています。議員同士、

行政側との活発な議論の推進や市民への説明責任などが盛り込まれており、具体的には、

「市民と議会のつどい」の定期開催や行政側が議員に逆質問できる「反問権」の付与、一般

質問をわかりやすくするための「一問一答方式」の導入などを定めています。  

 

■ 市民と議会のつどいの開催  

 議会での意思決定に関する説明責任を果たすとともに、市民との意見交換を行うため、市

内８地区で年２回、「市民と議会のつどい」を開催しています。ご参加された市民の皆様か

らいただいたご意見は、所管の常任委員会で整理・研究し、定例議会の一般質問で取り上げ

るとともに、重要な案件については、大村市へ要望を行っています。 

 

■ 市政研究会の開催 

 政務調査の報告や市政の動きについて情報の共有を図るために、定例議会がない月にも全 

議員が集合し、「市政研究会」を開催しています。 

 

■ 一般会計予算・決算特別委員会の設置 

 行政運営の根幹である一般会計の重要性に鑑み、監視機能の強化、論議の活性化を図るた

め、議長を除く全議員で構成する特別委員会を設置し、一般会計の予算・決算審査を行って

います。 

 

■ 本会議の生中継・録画中継 

 定例会・臨時会のすべての本会議の模様をケーブルテレビで生中継、ホームページで録画

配信しているほか、定例会の一般質問の模様をFMラジオで生中継しています。 

 

■ すべての会議を公開 

    本会議、委員会等、原則すべての会議を公開しています。 

 

■ 政務調査費の透明性の確保 

 政務調査費の執行状況をホームページ上で公表するとともに、議会事務局で収支報告書が

閲覧できます。 

 

■ 議会基本条例、議会改革の検証、強化 

 これまで取り組んできた議会改革を検証するとともに、議会基本条例が有効に機能してい

るかを検証する組織を設置しています。 
 

 

 

 

 

大村市議会の議会改革 
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  市議会の活動は、定例会や臨時会の会議のほか、必要に応じて各種委員会や全員協議会など、

市政の重要な問題などを話し合う会議などが開かれています。 

   それら議会の活動を知っていただくためには、以下のような方法があります。 
  

①傍聴 

   本会議及び委員会は、公開されています。傍聴を希望される方は、傍聴受付簿に記載のう

え、傍聴ください。ただし、委員会は、傍聴席に限りがありますので、事前に議会事務局まで

お問い合わせください。 

  ②会議録 

   本会議の記録は、市役所（情報コーナー）、市立図書館、各出張所で閲覧できます。また、

議会ホームページでもご覧いただけます。 

  ③市議会だより 

   市議会の活動を広く市民の皆様にお知らせするために、定例会ごとの年4回「市議会だより

おおむら」を発行し、市報などと一緒に各戸配布するほか、市の各施設にも置いておりますの

で、ぜひご覧ください。 

  ④議会ホームページ 

   インターネットを使って、大村市のホームページから市議会のホームページをご覧いただけ

ます。内容は、議会のしくみ、市議会だより、会議録、定例会・臨時会の録画配信、本会議の

予定、一般質問の内容など最新の情報を掲載しています。 

  ⑤ケーブルテレビ・FMラジオ 

   定例会・臨時会のすべての本会議の模様をケーブルテレビで、定例会の一般質問の模様を

FMラジオで生中継しています。 

 

 

 

 
   
 市議会は、みなさんから市政などに対する要望や意見を請願あるいは陳情として 受け付け、審

査を行います。請願書については、議会で採択か不採択かの結論を出し、採択したものは国・県

など関係機関に必要な措置を講じるよう求めます。陳情書は委員会に送付することとしていま

す。 

 請願・陳情書は、市政についての要望、提出年月日、提出者の住所・氏名などを記載し、押印

したものを議長に提出することになっています。なお、請願書を出すには１人以上の議員の紹介

が必要です。(陳情書は議員の紹介は不要です) 

 請願・陳情については随時受け付けていますので、詳しくは議会事務局までお問い合わせくだ

さい。（ホームページでも様式等が閲覧できます） 

市議会の活動を知るためには  

請願・陳情の出し方  

◇大村市議会◇大村市議会    

大村市玖島１丁目大村市玖島１丁目2525番地番地  ℡℡  52 52 --  38283828  

http://www.city.omura.nagasaki.jp/gikai/http://www.city.omura.nagasaki.jp/gikai/  
 


