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平成 24年 9月 19日 

平成 24年第 3回定例市議会一般質問議事録抜粋    

 

中津市議会議員 大塚 正俊 

 

皆さん、こんにちは。新生・市民クラブの大塚正俊です。 

さて、７月 3日からの梅雨前線の活発な活動による豪雨は、九州北部地域に甚大な被害を

もたらしました。中津市におきましても、かつて経験したことのないような河川の氾濫等に

より、行方不明者１名、家屋の全壊・半壊、床上・床下浸水の被害や道路の崩壊、路肩や橋

りょうの損壊、農地災害等の被害が多数発生しました。 

被災された皆さま方に心よりお見舞い申し上げます。私も、被災地域の一日も早い復旧・

復興に向けて、全力で取り組む所存でございます。 

それでは、通告しております①墓地の新設、移転、②地域主権改革への対応、③新中津市

史の編さん、④城下町エリアの旧町名復活運動の４点について、質問をしていきたいと思い

ます。 

 

１．墓地の新設、移転 

（１）７月豪雨による墓地の被害状況と個人墓地の移転について 

（質問）７月の豪雨による被害状況として、７月３１日現在では、家屋被害４４９件、非家

屋被害２７０件、全面通行止３４箇所、片面通行止１４箇所となっています。７月４

日より災害ボランティアとして本耶馬渓、耶馬溪、山国地区の被災家屋の片付けに参

加してきましたが、被害状況として公表されていない墓地や墓石の倒壊、流出を見て

きました。 

そこで、今回の豪雨災害によって倒壊、流出した墓地の数、またその内地縁団体、

個人墓地の内訳についてお聞きします。 

 

（答弁）本庁・支所において、今回の豪雨による墓地・墓石の倒壊、流失等の被害の届出

は現時点ではありません。 

 

（質問）被害の届出は現時点では無いということですが、被害状況の調査を行ったのです

か。 

 

（答弁）被害状況の調査を行った訳ではありません。 

 

（質問）実際には、墓地や墓石の倒壊、流失の現実を私は見てきました。 

そこで、現在の中津市墓地等の経営許可に関する条例においては、墓地を設置できる

のは地方公共団体、公益財団法人、宗教法人、地縁による団体となっており、個人墓

地を設置することは出来なくなっています。今後、被災地では河川敷等にある墓地を

高台に移転することが想定されますが、個人墓地を他の場所に移転することは可能か、

まずお聞きします。 

 

（答弁）議員の言われる個人墓地は墓地、埋葬等に関する法律施行前（昭和２３年）の個

人の敷地や、山間部に建てられた古い墓のことと思われますが、中津市では墓地に関

して「中津市墓地等の経営許可に関する条例」で管理しており、災害等の被害により
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墓石を移す場合は改葬という手続きが必要になります。 

したがいまして改葬の手続きを行なえば、市営や共同墓地への移転は可能です。 

 

（２）墓地の経営許可 

（質問）市営や共同墓地への移転は可能ですが、個人墓地を設置して移転することは、現

在の条例ではできないと言うことですね。 

平成１２年、県から中津市へ墓地の経営許可に関する事務の権限移譲が行われ、そ

の時点で示された準則には、「山間、へき地等に居住している者が自己又は親族が使

用するために当該山間、へき地等に墓地を設置しようとする場合であって、付近に利

用することができる地方公共団体、公益財団法人、宗教法人、地縁による団体が経営

する墓地がないとき」に限って、個人墓地も経営許可の対象となっていました。 

さらに、合併前の平成１７年２月末までは、旧町村は大分県墓地等の経営許可に関

する条例に基づいて、個人墓地についても一定の設置基準を満たせば経営許可を取る

ことが可能でしたが、合併後は経営許可を取ることができなくなっています。 

そこで、山間、へき地の個人墓地を設置できなくした理由は、 

 

（答弁）平成１７年の旧中津市と旧下毛郡４町村との合併は「編入合併方式」によるもの

であり、議員もご承知のように旧中津市の条例・規則等を基本に、当時の関係部署で

協議を重ねてきました。その結果として、合併前の旧中津市の条例を新中津市にも適

用したものと理解しています。 

 

（質問）編入合併をしたから中津市の条例を適用したと言うのは違うと思います。今議会

の条例で論議になった農地災害の災害復旧工事分担金も旧下毛の実態を踏まえて、旧

下毛の条例を適用しています。合併の際、墓地の経営許可条例の改正が十分論議され

たかどうか疑問です。災害を受けた墓地は、山間、へき地にあります。中津市の条例

は、市町村合併の時点で山間、へき地に限定して個人墓地を認める条項の追加をすべ

きだったと考える。 

大分市の条例では、「山間、へき地等に居住している者が自己又は親族が使用す る

ために当該山間、へき地等に墓地を設置しようとする場合であって、付近に利用する

ことができる地方公共団体、公益財団法人、宗教法人、地縁による団体が経営する墓

地及び納骨堂がないとき。」「設置しようとする墓地の区域の面積が小規模なものであ

る場合において、災害の発生、公共事業の施行等により墓地を移転する必要が生じた

とき、その他市長が必要があると認めるとき。」となっており、実態に即して墓地の

設置基準を満たした個人墓地を認めています。 

そこで、中津市においても大分市の例を参考に、条例改正を行うべきと考えるが、

如何か、 

 

（答弁）個人墓地を認める条例を制定している他市の状況では、個人墓地の許可基準は、

地方公共団体や宗教法人等と同様に厳しく、実際に許可申請を行うケースは極めて少

ないのが現状の様です。 

墓地の経営は公衆衛生、公共の福祉そして永続性が強く求められます。社会環境や

経済状況がめまぐるしく変化する今日、先祖より代々引き継がれその継続性が求めら

れる墓地管理の在り方としましては、現行の墓地等の経営許可に関する条例で十分対

応可能と考えます。 
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（質問）個人墓地の申請が極めて少ない理由は、個人墓地を設置するのに経営許可が必要

かどうか知らない方が多い。２つ目には、申請書類が多く、手続きを複雑にしている

という要因があろうかと思います。 

ちなみに、墓地の経営許可に関する事務は、既に中津市では県より権限移譲を受け

ていますが、地域の自主性及び自立性を高めるための地域主権改革の権限移譲項目に

も含まれていることは御承知のことと思います。 

お年寄りが裏山の共同墓地に行く坂を登れないので、家の近くに墓を建てたいとか、

個人墓地の経営許可が出ないので、地元の了解を頂いてこっそりお墓を建てるしかな

いとの声を聞いています。そこで、再度お聞きしますが、このような市民の声を踏ま

えて個人墓地の設置を認める条例改正を検討するつもりはないですか。 

 

（答弁）合併後８年目を迎え、いくつかの課題が出てきている内の一つだと思います。し

かし、中津市は昭和５４年から市営墓地を造り、宗教法人や公益財団法人、地縁団体

が設置する墓地に経営許可を出してきている。旧下毛にも共同墓地等があるので、法

律や現行の条例で対処していけるものと考えています。 

 

（質問）集落単位で新たに墓地の経営許可を取って墓地を確保することが困難な山間、へ

き地の実態や今回の災害復旧等を踏まえ、また今後、無許可の個人墓地が設置されな

いためにも、早急に個人墓地の設置を認める条例改正を行うことを強く求めます。 

 

 

２．地域主権改革への対応 

（１）地域特性を踏まえた独自性のある条例制定の考え方 

（質問）地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法令の整備

に関する法律（いわゆる地域主権改革一括法）が平成２３年８月２６日成立し、都道

府県の権限の市町村への権限移譲（４７法律）、地方自治体の自主性を強化し、自由

度の拡大を図るための義務付け・枠付け見直しと条例制定権の拡大（１６０法律）が

行われることとなった。 

中津市では、「義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」により、１７件  の

条例制定権が関係し、「基礎自治体への権限移譲」として、３５件の許可、指定、指

導等の事務が県から移譲されました。 

そこで、地域特性を踏まえた独自性のある条例を制定していくことが地域主権改革

の目的となっていますが、地域主権改革一括法への対応として、来年３月までの義務

付け、枠付けの見直しに伴う条例制定、一部改正において、国の基準を丸写しする暫

定的な対応をするのか、様々な可能性を探求するのかについて伺います。 

 

（答弁）地域主権改革に伴う第１次、第２次一括法が平成２３年に制定され、県からの「権

限移譲」、「義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」がなされました。そのう

ち、「義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」につきまして、中津市におい

ては、１７件の条例制定権が関係しますが、現在、各担当課において、条例の制定、

一部改正案を検討し、作成している段階です。そのなかで、地域主権改革の趣旨にあ

りますように、中津市の実情に合った最適な行政サービスの提供を実現することを目

指します。 
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（２）工場立地法にかかる事務の権限移譲に伴う対応 

（質問）地域主権改革の主旨にそって、様々な可能性を探求するということですね。 

佐伯市では、地域主権改革一括法への対応として本年３月議会に工場立地法地域準

則条例の制定を提案し、可決成立しています。工場立地法の一部改正により、工場立

地に関する緑地面積率及び環境施設面積率に係る準則の制定権限が市に移譲された

ことに伴い、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼさない範囲において、特定工場の緑

地及び環境施設の設置義務の緩和を行い、工場敷地の有効活用を図り、企業の誘致及

び既存工場の増設を促すため、新たに条例を制定したものです。 

そこで、中津市における検討状況と独自基準制定に対する考え方は、 

 

（答弁）工場立地法の届出事務については、既に県条例により事務移譲がなされておりま

すが、第２次一括法の施行により、市準則の制定が可能となったことから、中津市と

しましても検討を行っています。 

 

（質問）佐伯市、臼杵市では既に条例が制定されています。早急に、中津市の地域特性を

踏まえた緑地の緩和措置を行い、企業誘致を推進すべきと考えるが如何か。 

 

（答弁）中津市としましては、これまでも企業誘致を積極的に進めてきたところですが、

他地域との競争において不利とならないように、早急に市準則条例の制定を行うこと

で、新たな企業誘致につなげていきたいと考えております。 

 

（３）公営住宅法の一部改正に伴う対応 

（質問）地域主権改革一括法により公営住宅法の一部改正が行われ、①同居親族要件の廃

止、②入居収入基準の条例委任、③公営住宅等の整備基準の条例委任が行われました。 

①同居親族要件の廃止では、市独自で若年層・離職者単身者、寄り合い世帯を容認

することが可能となり、②入居収入基準の条例委任によって、入居収入基準の「引き

上げ」、「引き下げ」の設定、③公営住宅等の整備基準の条例委任によって、現在の基

準では 1 戸当たりの床面積は 25㎡以上となっているが、現在整備している住宅は、

床面積５２ ㎡以上となっており、単身者の最低居住面積水準（２５ ㎡以上）に見

合った基準とすることも可能となった。また、省エネルギー性能、遮音性能、劣化の

軽減性能、設備配管の維持管理の容易性、ホルムアルデヒド対策、バリアフリー性能

等を独自に定めることができるようになっている。 

そこで、中津市における検討状況と独自基準の考え方は、 

 

（答弁）同居親族要件は、従前の要件通りとする内容で平成２４年第１回議会（３月議会）

において条例化を実施しています。なお、旧下毛地域の住宅は、過疎地域として従前

から同居親族要件は設定してはいません。 

入居収入基準及び公営住宅の整備基準は、中津市の実情に合った独自基準について

検討を行っています。 

 

（質問）３月に条例化した同居親族要件は国どおりの用件であり、私もしっかり論議すべ

きだったと反省していますが、地域主権改革の趣旨に沿ったものとはいえません。今

後、子育て支援や定住促進、雇用、失業対策、災害援助の視点に立った同居親族要件
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の見直しや省エネ、バリアフリー性能等の整備基準が必要と考えています。このよう

な視点に立った条例案が提案されることを期待したいと思います。 

 

（４）道路法の一部改正に伴う対応 

（質問）地域主権改革一括法により道路法が一部改正され「市道の構造の技術的基準を定

める条例」、「市道の道路標識の寸法及び文字の大きさを定める条例」を制定しなけれ

ばなりません。 

これまで市道の新設、改築を行う場合は、国の道路構造令を基準としてきましたが、

地方都市部・農山村部としての地形的特性を考慮し、地域に密着した生活道路につい

て、これまで基準としてきた道路構造令の道路勾配、曲線半径、歩道幅員等の基準を

厳しく又は緩和することができるようになりました。 

また、警戒標識の寸法について、景観への配慮等必要がある場合、道路標識、区画

線及び道路標示に関する命令（標識令）で規定する寸法（45㎝角）を縮小すること

ができるようになっています。 

そこで、中津市における検討状況と独自基準の考え方は、 

 

（答弁）議員ご指摘のとおり、道路の車線数、幅員、勾配や歩道の有無など整備上の技術

的基準は、これまで全国一律の道路構造令により規定されていました。 このため他

の法律と同様、地域の実情に応じた道路整備を行うことができるよう、各地方公共団

体が要望し、今回のいわゆる地域主権改革推進一括法により独自性をもった条例制定

が実現可能となりました。 

中津市ではこれまで大分県や県内自治体と条例案について情報交換を行うととも

に、独自基準を含めた条例案について、市の本庁支所の技術職員による協議、市内建

設技術コンサルタント企業等にアンケートを行うなどの取り組みを実施してきまし

た。 

今後は全国一律の国道等における技術的基準や、より密接に関係する大分県道等の

技術的基準を参酌しながら、山国川水系に農山村部と都市部おりなす本市の地域性を

十分に考慮しながら、中津市の実情に合った市道等の構造の技術的基準や道路標識等

のデザインに関する基準について、十分検討を重ねて参りたいと考えております。 

 

（質問）例えば、市道諸田中央線の歩道や市道藤野木線の路肩の幅は、道路構造令に従う

必要がなかったと仮定した場合、地域特性から見て広すぎると考えるが、如何か。 

 

（答弁）諸田地区の市道諸田中央線と山国町藤野木地区の市道藤野木線につきましては、

いずれも現行の道路構造令の基準を満たし、地域性につきましても十分考慮した設計

になっていると考えております。 

 

質問）旧城下町の豊後街道、諸町、寺町等の歴史的町並み景観保全のために、道路標識の

大きさ等を見直す考え方は、 

 

（答弁）道路標識の様式等に関する事項につきましては、中津市らしい良好な景観の形成

を促進するため、十分検討を重ねて参りたいと考えております。 

 

（質問）中津市は都市部と農山村部が混在し、また城下町の風情を持った街並みが残って
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います。今後、国の基準によらず中津市独自の道路構造基準や道路標識基準を取り入

れた条例案が提案されることを期待したいと思います。 

 

（５）条例制定・改正時期と専門家等の意見聴取 

（質問）大分県では、地域主権改革一括法で県に移譲された１４分野の法律に関する事務に

ついて、条例化する作業を進めています。各条例の制定・改正案は１２月の第４回定

例会に提案する方向で、分野ごとに関係者の意見を聞きながら、パブリックコメント

等を実施しています。 

そこで、中津市における地域主権改革一括法に伴う条例の制定・改正案はいつの時

点で議会へ提案するのか。また、専門家や住民の意見の聴取方法についてお聞きしま

す。 

 

（答弁）地域主権一括法に伴う条例案は、平成２５年４月１日までに施行することを目途と

しており、原則として平成２５年第１回定例市議会での提案を予定しています。なお、

当該条例案の内容が市民生活や事業活動に大きく影響するもので、事前に広報等周知

が必要と思われるものは、平成２４年第４回定例市議会において提案することを検討

しております。 

本市のパブリックコメント手続実施要綱では、広く市民に義務を課し権利を制限す

る条例案についてはパブリックコメント手続実施するものと定めており、今回の一括

法に伴う条例案がこのことに該当する場合には、担当課によりパブリックコメント手

続を行うものとしています。 

また、義務を課したり権利を制限するような条例でなくても担当課において意見聴

取が必要と考えるものについてはパブリックコメント手続を予定しているところで

す。 

また、条例案の内容が専門的な分野にかかるものについては、必要に応じてコンサ

ルタント等からの助言や条例の適用を直接受ける事業者等からの意見聴取を検討し

ているところです。 

 

（６）組織体制、予算の充実 

（質問）地域主権改革への対応として、来年 4月以降の組織体制、人員の配置、予算の確

保、専門職員はどのように措置するのか。 

 

（答弁）来年度の組織体制については、これからの検討になりますが、現在、各課に対して

組織体制の改善について調査しています。移譲事務のある部署とは、これまでも協議

を行っていますが、再度、事務内容及び事務量の協議を行い、必要に応じて専門職員

を含めた人員配置、予算確保を行ってまいります。 

各職場の業務量と職員数を検討し、任期付職員等の定数外職員の活用、職員の再任

用の検討や事務改善の推進を行いながら、権限移譲に対応できる人員配置を行いたい

と考えております。 

 

（質問）来年４月に採用する職員の試験が実施されていますが、権限移譲に伴う専門職員

や事務量の増大に伴う職員採用を考慮しているのか。 

 

（答弁）第二期行財政改革では総人件費を削減していく計画になっています。 
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これは、今後数年間で団塊世代が退職を迎え退職者数が増える時期であり、退職者

数にあわせた採用を行うと新たな団塊世代を生むため、採用を平準化する必要がある

からです。 

そのような状況の中、職員採用については、早期退職を含む退職者数、職員の年齢

構成、権限移譲事務を含む全体的な事務量、職場からの要望を勘案して、採用職種と

人数を決定しています。 

なお、来年度の専門職の採用に関しては、母子保健法の権限移譲に伴う事務を考慮

して保健師の採用人数を決定しており、必要に応じて採用を行うこととしています。 

 

（質問）地域主権改革一括法により、沢山の条例を遅くても来年３月までに制定する必要が

あり、その事務負担は決して軽くありません。 

政策や制度の問題も含めた自由度及び条例制定権の拡大の観点から、自治事務に関

する義務付け・枠付けの見直しを行った地域主権改革の主旨に鑑みれば、特に「参酌

すべき基準」に関する事項については、安易に従前の基準を引き写すのではなく、国

の基準を参酌しつつも、地域の実情、住民ニーズ等を十分踏まえた丁寧な検討が必要

です。 

併せて、地域主権改革の波がすぐそこまで迫ってきており、来年４月には３５件も

の権限が市へ移譲され、その事務が始まります。地域主権改革に耐えうる組織機構へ

の見直し、必要な人員・人材の確保を強く求めます。 

 

 

３．新中津市史の編さん 

（１）進捗状況と今後の進め方 

（質問）最近、市民の皆さんから、一般質問をした内容がどのように行政に反映され、どう

なっているのかが良く分からない。というご指摘を頂きました。そこで、昨年９月議

会で政策提言したことがその後どうなったのかを確認させていただきます。 

現在の中津市史は、Ｓ４０年５月に合併３０周年記念（市制３０周年記念）として

発刊され、４６年が経過しております。合併後の新市のエリアを網羅する市史は、昭

和２年に発刊され昭和４７年に復刻版が出た下毛郡誌しかありません。  

今、市内には、地域に深い愛着を持ち、歴史や民族等を丹念に調べ、研究を続けて

いる方々が沢山おられます。先日、民俗学に詳しい大家慎治先生がお亡くなりなり、

早いうちに道筋をつけなければと思い、再度質問をさせていただきます。 

昨年の９月議会の一般質問では、「中津市におきましても、このような課題を総合

的に勘案しながら、中津市史発刊に向けて取り組んでいきたい」旨の答弁を頂きまし

た。 

中津市は、３年後の平成２７年３月には合併１０周年、７年後の平成３１年４月に

は市制９０周年を迎えます。市史の編纂期間として過去の例から５年から６年の歳月

を要していますから、市政９０周年を目途にするのであれば、編さんに着手しなけれ

ば間に合いません。 

そこで、何年を目途に新中津市史を編さんするのか。また、昨年９月以降の進捗状

況についてお聞きします。 

 

（答弁）市史の発刊は、市制何十周年といった区切りの良い年に発刊されることが多いよう

です。他市の状況を参考にすると、学芸員などの職員を配置した専門の部署を設け、
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学識経験者、市民、NPO 団体などに参加していただき、資料収集、検討、執筆、編

集など様々な段階を経るため、長期的な発刊計画を立てて進めていかなければなりま

せん。 

中津市においては、市制９０周年を迎える平成３１年や１００周年を迎える平成４

１年が発刊の目途と考えられますが、まだ決定していません。 

 また、昨年９月の以降、県や他市における発刊までの実施体制や必要な期間などを

聴取してきました。 

 

（質問）取っ掛かりをいつからするかという事は、とっても大事なことで、まだ７年先、１

７年先と言っているといつまで経ってもできません。この議会で何年を目途に作成す

るということを答弁していただきたい。今、他市の状況を調査しているという事です

が、編さんに向けた今後の進め方について伺います。 

 

（答弁）今後は、発刊までのスケジュール、人員配置、予算などを、今まで聴取してきた八

王子市や類似団体である館林市など他市の例を参考にして、庁内で協議していきたい

と考えています。 

いずれにしても、資料収集については、各担当課（文化振興課など）が随時、収集

し保存する必要があると考えています。 

 

（市長答弁）中津市史の発刊については、私も非常に関心を持っています。まだ、他市の状

況等の情報収集の段階ですが、この問題はいつ作成するかを決定していかなければ前

には進みません。市史の作成に向けて、早急に検討していきたいと思います。 

 

 

４．城下町エリアの旧町名復活運動 

（１）進捗状況と今後の進め方 

（質問）城下町の風情をもったまちづくりを進めている南部校区、北部校区の一部には中津

市 1番地から 2648番地という住居表示がなされ、62の通称名が使われています。通

称名は、慶長 12年（1607年）中津藩主細川忠興公が城下の整備を行うために出した

「町割り令」によって生まれたと言われています。 

    旧町名は、その土地の歴史を刻み、人々の営みや情景を映すかけがえのない貴重な

歴史的文化資産と思いますし、執行部も同様の考えであることが、昨年 9月一般質問

において明らかになっています。また、「旧町名復活運動の実施にあたっては、地区

の皆さんの合意が前提となりますので、まずは地域住民の意向を確認していきたい。

具体的な確認方法等につきましては、今後内部で協議をしてからになろうかと思いま

す。」との答弁がありました。 

そこで、昨年 9月以降の進捗状況と地域住民の意向の確認方法、状況についてお聞

きします。 

 

（答弁）昨年 9 月議会での城下町エリアの旧町名復活に関する提案を受け、先進地である

金沢市へ状況の問合せを行うなど、内部での調査・研究を進めてきました。 

先進地の状況を問い合わせるのと同時に、諸町・豊後街道両地区の景観まちづくり

協議会役員会において旧町名復活についての考えをお聞きしました。両地区とも旧町

名を正式な住所として使用することに賛成の意見が多く出されました。 
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なお、通称名あるいは自治区名として現在も使用されている町名は、土地登記簿調

査の結果、字名として土地の所在地に記載されているものが殆どですが、一部に字名

と現在使用している通称名あるいは自治区名が違うものもあり、何をもって旧町名と

するのか検討中です。 

 

（質問）旧町名の復活に向けた今後の進め方について伺います。 

 

（答弁）旧町名の復活は、土地登記簿の土地所在地の変更なしには出来ないため、法務局と

の協議を今後進め、法手続き上の課題整理を行います。同時に、旧町名復活の対象地

域及び使用する旧町名を確定させた後、対象地区の自治委員さんへ旧町名復活に関す

る意向調査を実施したいと考えております。この結果により、今後の進め方を検討し

たいと考えています。 

 

（質問）地名は、その地域の文化遺産であり、歴史資産です。地名が持つかけがえのない価

値に注目し、これを復活、定着させていくことで、過去から未来までを貫くまちづく

りが展開できると考えています。 

町名の復活には大変な事務量となります、スピード感を持って、来年のこの時期

にはどこかの地区で旧町名が復活したというニュースを聞きたいと思います。まずは、

法務局との協議を早急に行い、住民合意が取れたところから速やかに手続きに着手す

ることを求めて、一般質問を終わります。 

 

 


