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平成 30年第１回定例（2・3月）議会議案質疑議事録抜粋 

12 番議員 大塚 正俊 

 

【予算議案】議第１３号 平成 30年度中津市一般会計予算 

ページ 目 節 説明欄の事業名 

87 交通安全対策

費 

報償費 001市民交通安全対策事業 

質問① 高齢者の免許証自主返納支援の概要（2055千円）、免許の種類、支給方法 

 

答弁 支援の概要として、平成 30 年 4 月 1 日以降に運転免許証を自主返納した満 70

歳以上の中津市民の方に、中津市と契約を結ぶ事業所が運行する路線バス、コミ

ュニティバス、タクシーで使用できる共通乗車券１万円相当を１人１回に限り交

付するものです。 

 免許の種類については、全ての運転免許が対象になります。 

 支給方法については、申請手順を追ってご説明します。まず、警察署や運転免

許センターで自主返納していただきます。返納したその場で交付される「取消通

知書」を持参の上、90 日以内に生活環境課若しくは各支所窓口で交付申請をし

ていただきます。生活環境課で申請した場合は、その場ですぐに共通乗車券を交

付します。各支所で申請した場合は、後日、電話で連絡しますので、申請を行っ

た窓口まで取りにみえていただくという予定になっています。 

 

質問② 旧中津市内は、各施設までの距離が短いが、山国町守実から駅まで出てくるのに

路線バスに乗ったら（片道 1,560円）と負担が大きい。高齢者の免許返納者が増

えることを想定した公共交通の充実の検討は、 

 

答弁 公共交通の充実については、今後、担当課と協議していきます。 

 

ページ 目 節 説明欄の事業名 

121 社会福祉総務

費 

負担金補助及び交

付金 

006社会福祉総務事業費 

質問① 大分犯罪被害者支援センター負担金（106千円）の積算根拠、被害者遺族見舞金

（300千円）、被害者重症病見舞金（100千円）の内容、見舞金の対象者は 

 

答弁 大分被害者支援センター負担金の積算根拠は、センターの予算の内、市町村負

担金額である 1,500,000 円を 18 市町村の人口規模に応じて按分し、負担金額を

決定しています。（106,000円） 

 次に、被害者遺族見舞金は、今回計上した当初予算では、犯罪被害により死亡

した被害者 1 名につき 30 万円の見舞金の支給を予定しています。被害者重傷病

見舞金は、犯罪行為による傷病または、傷病が基となる精神的な疾病を発症した

犯罪被害者 1 名に対し 10 万円の見舞金の支給を予定しています。それぞれの見
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舞金の支給対象者の定義や、重傷病見舞金の支給対象となる傷病の程度につきま

しては、現在、市町村ワーキング会議の中で、県内の市町村が同じ支援内容とな

るように大分県と県下市町村とで調整をおこなっています。 

 

質問② 条例制定後の県、犯罪被害者支援センターと市の役割分担。地方交付税措置はあ

るのか。吉富町に住んでいるときに被害者となり、中津市に転居した場合は支給

対象か。また逆に中津市に住んでいるときに被害者となり、吉富町に転居した場

合は支給対象か。1件の事件で、複数の人が被害者となった場合は、被害者の認

定基準は、 

 

答弁 条例制定後の県、「大分被害者支援センター」と市の役割分担については、基

本的には変わりません。ただし、条例が制定されることにより、今まで以上に関

係機関同士の連携が図られるものと考えています。 

 次に、地方交付税措置は、被害者遺族見舞金、被害者重傷病見舞金の支給に対

しては、交付税措置はありませんが、大分県から支給額の 1/2が県補助金として

市に交付される予定になっています。 

また、吉富町からの転入者や吉富町への転出者が、見舞金の支給対象となるか

については、現在市町村ワーキング会議内で検討中です。ただ、見舞金の支給に

は、県の 1/2補助がつきますので、支給対象者は、犯罪被害にあった時から見舞

金の申請、さらに支給を受けるまでの期間、大分県民であることが条件となると

考えられますので、どちらも支給対象者とならないのではないかと考えていま

す。 

見舞金の支給対象者数につきましては、事件の件数ではなく、被害者１名ごと

に認定し、支給することになると考えています。 

 

質問③ 本来県の事務だから交付税が入ってくるんですよね。県が見舞金を支給すれば市

町村の格差は生じないが、市町村ごとに対応すると格差が生じるのでは、 

 

答弁 見舞金につきましては、県から１/２補助を受けることもあり、県下市町村は、

基本的に同様の基準で支給を行えるように市町村ワーキング会議内で、支給対象

者と支給対象範囲、重傷病の定義等を調整です。 

 

ページ 目 節 説明欄の事業名 

207 農地費 委託料、工事請負費 003農地維持事業費 004用水路整備事業費 

006農道整備事業費 

245 、

247 

河川整備費 委託料、工事請負費 002河川維持事業費、003河川整備事業費 

質問① 耕地課に提出され未実施の農道、水路整備の要望箇所数、事業費、過去 5年間の

予算額の推移、（別紙グラフ参照） 
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答弁 地元要望の農道・水路整備で未実施の件数は、平成 21 年度から平成 30 年 1

月末までの 103件で、概算事業費は 2,090,021千円となります。 

そのうち、農道に関する要望は 45 件の 1,391,187 千円で、水路に関する要望は

58件で、698,834千円となります。 

なお、未整備の要望件数及び概算事業費に、平成 30 年度予算計上分の農道・

水路整備事業分は含んでいません。 

また、過去５年間の予算額の推移につきましては、農地維持事業、用水路整備

事業、農道整備事業、河川維持事業、河川整備事業の委託料と工事請負費を合算

した当初予算額は、平成 25年度が 270,226千円、平成 26年度が 234,430 千円、

平成27年度が255,800千円、平成28年度が116,480千円、平成29年度が211,425

千円、平成 30年度は 197,700千円となっています。 

 

質問② H28.6 月時点で 816 件、16 億 1539 万円に比べて増加しているが、H18 年度の

事業費の圧縮分や昨年の災害関連事業が、この予算額に入っているのか、事業の

優先順位、要望書の有効期限 

 

答弁 平成 28 年度の予算額が大幅に減少したのは、平成 28 年の 6 月議会（総務部

長答弁）で答弁しましたように、平成 27 年度まで国や県が行いました東九州自

動車道及び中津港線の建設に対応した関連工事や大貞総合運動公園の整備に対

応した関連事業等が、ほぼ完了したことが要因です。 

 また、平成 29 年 7 月の豪雨災害復旧事業についても、災害復旧費として平成

29年度予算で計上しおり、災害関連事業として平成 30年度当初予算に計上はし

ておりません。 

事業の優先順位については、要望箇所の現地調査を行ったうえで、要望年度、

緊急性、必要性、危険性を総合的に判断し決定しています。 

なお、地域間のバランスや前年度までの事業実施状況を考慮して、計画的に実

施していきます。 

提出された要望の有効期限につきましては、有効期限は設けていません。 

 

質問③ H28 年度に事業費を半減させたことにより、その 1 億円の事業の積み残し分を

H29に実施せざるを得なくなり、地元要望額の減少につながっていないのではな

いか。 

 

答弁 当該年度予算に計上できなかった要望事業については、次年度以降に、順次、

実施していきます。 

なお、要望事業については、今後も優先順位により計画的に実施していきます。 

 

ページ 目 節 説明欄の事業名 

249 港湾管理費 負担金補助及び交

付金 

002港湾改修事業 
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質問① 県営事業負担金（7,250千円）の内、中津川河口から自見川河口の河川堤防の高

潮対策事業の工事概要、完成予定年度、29 年 30 年度末進捗率、30 年度工事区

間と事業内容（負担率も）、※負担金 175万円（事業費 2500万円） 

 

答弁 高潮対策の工事概要は、はつり腹付け、ひび割れ充填、管理道路の拡幅が主な

工事となります。しかし、平成 30 年度は長寿命化計画策定のための調査が主な

内容となります。 

調査区域としましては、角木地区から田尻地区の間で、工事または調査が実施

されていない区域を中心に実施していきます。 

負担率は、事業費の 7％、平成 30年度は事業費 25,000千円に対して中津市の

負担金は 1,750千円となります。 

完成予定年度は、県に確認しましたが、平成３０年度の調査が終了した後に年

次計画を策定するとのことです。 

また、平成 29 年度末の進捗率は約 40％、平成 30 年度は先ほども申しました

が調査のみとなりますので、同じく約 40％です。  

 

質問② 津波被害に対する不安の声を聴くが、早期完成に向けた県への要望、当初計画か

ら工事が遅延している理由、 

 

答弁 遅延している理由について県に確認したところ、国の方針により平成 30 年度

までに「海岸長寿命化計画」を策定することが義務づけられ、現在、大分県にお

いて計画策定が進められています。 

そのため、当該地区を含め防波堤等の海岸保全施設の津波・高潮対策工事への

予算配分が当初の計画どおりに進んでいないのが現状とのことです。 

 また、要望状況としては、毎年、県及び県議会に対して早期完成にむけた要望

活動を行っており、今後も引き続き要望活動を行っていきます。 

 

ページ 目 節 説明欄の事業名 

251 都市計画総務

費 

負担金補助及び交

付金 

002都市計画総務事業費（都市整備課） 

質問① 県工事負担金（68,000 千円）の外馬場錆矢堂線の工事概要、県工事負担金の積

算根拠、完成予定年度、29年 30年度末進捗率、30年度工事個所と事業内容、 

 

答弁 外馬場錆矢堂線の現事業認可における工事概要は、大字牛神の武蔵屋本店付近

から小楠小学校までの間約 860ｍ、幅員が 16ｍ、車線数 2 車線で、現道を海側

に約 8ｍ拡幅整備する計画で全体事業費が約 19億 5千万円となっています。 

 県工事負担金の積算根拠は、地方財政法第 27 条において、都道府県が行う土

木その他建設事業でその区域内の市町村を利するものについては、建設事業によ

る受益の限度において市町村に対し経費の一部を負担させることができるとな

っており、負担金額は市町村の意見を聞き、都道府県議会の議決を経て定めるこ



5 

 

ととなっています。 

 これに基づいて、県から市に負担額について照会の後、県議会の議決により負

担割合や額が決定するようになっています。来年度の負担割合や額の確定はして

いませんが、ちなみに、補助事業化された平成 28 年度の負担割合は、県事業費

の 1/10となっています。 

 完成予定年度は、平成 34年度末完成の予定と聞いております。 

 平成 29 年、30 年度末の事業進捗率は、事業費ベースで 29 年度末 4.4％、30

年度末は、事業費が流動的なため、予算確保に努め、早期完成に向けて努力する

との回答をいただいています。 

 平成 30 年度の工事箇所と事業内容は、用地確保に向けて精力的に地権者との

交渉にあたるとのことで、基本的な事業の進め方として事業区間の西側から交渉

を行っていく予定とのことです。 

 

質問② 交通量も多く、事故も多発しており、地元から早期完成に向けた要望が出されて

いるが、市として県への要望は、 

 

答弁  市としても、早期完成に向けてお願いをしていきたいと思います。さらに、県

と協議を重ねながらできる限り協力し、早期完成を目指したいと思います。 

 

ページ 目 節 説明欄の事業名 

253 街路事業費  001街路事業費 

質問① 宮永角木線の 29、30年度末進捗状況、30年度の事業概要、県工事個所の進捗状

況、完成予定年度、 

 

答弁  宮永角木線の平成 29 年、30 年度末の進捗状況は、事業費ベースで、29 年度

末が約 20％、30年度末が約 28％となる予定です。 

 平成 30年度の事業の概要は、家屋調査 5件、土地購入約 1,000㎡、家屋補償

4件を予定しています。 

 大分県施行部の進捗状況は、現在設計段階とのことですが、平成 29 年度末事

業費ベースで約 13.8％と聞いています。 

 事業の完成予定年度は、事業認可では平成 33 年度末完成予定となっています

が、事業着手時から交付金の交付状況が厳しいものとなっており、進捗に遅れが

生じている状況です。現状で明確な完成時期について答弁することはできません

が、今後、完成時期についての事業認可の変更等行う必要があると考えています。 

 

質問② 地元から要望の出ている道路の高質化の概要。福澤旧居入口のスーパーのある交

差点の信号機の設置は、 

 

答弁  街路事業は、道路の機能としての移動・運搬機能だけでなく、アメニティーの

向上や景観及び環境への配慮等が求められています。 
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 本事業に係る高質化については、祇園協議会の方々との意見交換会や地元を代

表する自治委員さんを通じまして意見や要望をいただいており、具体的には、道

路舗装の色や照明、防護柵のデザインなどの高質化を求めるものです。道路構造

上、不可能なものもありますが、市としても可能な限り地域の方々のご意見ご要

望に沿う整備ができるよう努めていきたいと考えています。 

 福沢旧居入口交差点の信号機については、本事業での公安委員会との交差点協

議においては、設置予定となっていませんが、本交差点の安全対策について関係

機関と協議を行い、交通の安全が図られるよう努力していきたいと考えていま

す。 
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【予算議案】議第 １５ 号 平成 30年度中津市公共下水道事業特別会計 

ページ 目 節 説明欄の事業名 

126 終末処理場管

理費 

委託料 002終末処理場管理事業費 

質問① 委託料 186,041千円の内、終末処理場周辺環境調査委託料と生物実態等把握調査

委託料の内容、委託料の金額と積算根拠 

答弁 終末処理場周辺環境調査は、水質調査と底質調査を行っています。 

 水質調査は、終末処理場の処理水の放流先である蛎瀬川１カ所、終末処理場周

辺クリークの放流口付近１カ所と蛎瀬川下流の豊前海域７カ所の合計９カ所の

水質分析で、生活環境：８項目、富栄養化：４項目、その他：３項目の分析を行

っています。 

 底質調査は、水質調査と同様に、蛎瀬川１カ所、下流豊前海域８カ所の合計９

ヵ所の底質分析で、富栄養化：４項目、健康：７項目、一般：３項目の分析を行

っています。 

 生物実態把握等調査委託は、終末処理場周辺環境調査委託とほぼ同地点に於い

て、魚介類の餌となる植物プランクトンや動物プランクトン、底生生物（ベント

ス）類や珪藻類の生息状況、アサリの肥満度等について調査をすると伴に経年変

化を確認しています。 

 次に、金額と積算の根拠ですが、国土交通省の積算基準、大分県単価や公刊物

価資料（「建設物価」「積算資料」）を基に、調査地点数に単価を掛けて積算して

います。 

 委託料については、入札前までは、公表しないことになっています。 

 

質問② 委託料の額を出してもらわないと予算審議ができない。県下の自治体では委託料

や工事請負費の額を予算書に表記している。合併時に予算書の記載内容につい

て、議会と執行部で協議した経過があるようなので、議長において取り計らいを

お願いします。 

 

議長 議長として、取り計らいます。 

 

質問③ 昭和 61 年からの海域の水質、底質の変化。海域の富・貧栄養化の実態は。終末

処理場周辺水質等調査委員会の意見、 

 

答弁 昭和６１年からの状況ですが、海域の水質は、窒素等の富栄養化物質は減少傾

向にありますが、その他のものについては、大きな変化は見られません。 

 底質については、風向きの影響等によって季節別の差異はありますが、状況に

大きな変化は見られません。 

 海域の富・貧栄養化については、全体的に窒素・リン等の富栄養化物質が減少

し、貧栄養化傾向にあります。 
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終末処理場周辺水質等調査委員会での意見では、「本調査区域である蛎瀬川河

口から約２ｋｍまでの海域においては、栄養塩類は、減少傾向でありますが、海

苔養殖にとっては、貧栄養、これは少し栄養が足りない状態であり、魚類にとっ

ては、富栄養化、これは海苔とは逆に少し栄養が多い可能性もあるため、周防灘

海域全体の問題として、総合的な判断が必要である。」とのことでした。 

 いずれにしましても、本委員会からは、「終末処理場の放流水質については、

処理場に課せられた法令基準の範囲内であり、良好な水質で放流されている。」

との意見を頂いています。 

 

ページ 目 節 説明欄の事業名 

128 公共下水道建

設費 

委託料 002公共下水道建設事業費 

質問① 委託料 285,346千円の内、内水ハザードマップ作成委託料、雨水全体計画策定委

託料の内容、これまでの基礎調査で判明した課題、過去に内水氾濫を起こした場

所、 

 

答弁 内水ハザードマップは、降雨による浸水に関する避難情報等を住民にわかりや

すく提供することにより、浸水被害等を最小限に留めることを目的に作成しま

す。 

 雨水全体計画は、流出解析モデルを用いた雨水対策検討の成果を基に、雨水管

渠計画となる雨水幹線の縦断図・流量計算の算出と雨水ポンプ場の容量計算や施

設計画を行います。 

 次に、これまでの基礎調査で判明した新たな課題は、特にありませんが、今後

は整備手法の選定検討が重要になります。 

 過去、実際に内水氾濫を起こした場所は、新大塚地区、東浜地区、宮永地区、

沖代地区、一ッ松地区等のそれぞれの一部です。 

 

質問② 内水氾濫が発生する雨量。雨水管渠の整備が進んでいないが分散方式のポンプ場

の整備の検討は、具体的な雨水対策工事の着工予定年度 

答弁 内水氾濫を起こす雨量は、本委託では下水道計画雨量と平成 24 年九州北部豪

雨での実績雨量を下水道計画区域に降らせた場合のシミュレーション解析を行

う予定であり、今後必要であれば、内水氾濫を起こす雨量の算出も考えたいと思

います。 

 次に、分散方式のポンプ場についてですが、現時点においてはそういう方式も

含めて検討中です。 

 雨水対策工事の着手予定年度ですが、平成 31 年度に事業認可の変更を行いま

すので、平成 32年度以降を予定しています。 
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【予算外議案】（議案書 P33） 

議案番号 件        名 

 28号 中津市犯罪被害者等支援条例の制定について 

 

質問① 県条例と市条例を読み比べるとほぼ同じ内容となっているが、市が条例制定す

る必要があるのか、 

 

答弁 大分県は、犯罪被害者の支援団体や県下各地域からの要望に応え、昨年１２

月の県議会で平成３０年４月を施行期日とする「大分県犯罪被害者等支援条

例」を制定しました。 

市としても、県条例の制定を受け、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的

に推進するため、また、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減並びに

生活の再建を図ることを目的として条例案を作成しました。内容は、県条例と

ほぼ同様となっていますが、市が制定することにより、事業者を含む市民等が

犯罪被害者等支援に対する理解を深め、市全体で、犯罪被害者が相談しやすい

環境を整え、二次的被害の軽減等につなげていきたいと考えています。 

 

質問② 犯罪被害者の相談窓口の設置場所、相談員の人数、人材の確保は、職員の養成、 

市からも負担金を支出している大分犯罪被害者支援センターからの金銭・人的

支援は、中津支部の設置になるのか、市は犯罪被害者等早期援助団体の指定を

受けられるのか、 

 

答弁 犯罪被害者等支援窓口は、本年４月１日から生活環境課に設置を予定してい

ます。相談業務には２名の職員が対応にあたりますが、支援の内容によっては、

人権啓発推進課や子育て支援課などの関係各課と充分に連携をとりながら相

談支援をおこなっていきます。相談支援業務の人材育成につきましては、県が

行う犯罪被害者支援研修会への参加や、今年１月に開催した時と同様に、庁内

での研修会を開催したいと考えています。（今年度は６０名参加) 

中津市からも負担金を支出している「大分被害者支援センター」からの金銭

的支援は受けておりませんが、人的支援として、相談業務において、専門家が

必要となった場合には、弁護士や臨床心理士等の派遣による支援を受けられま

す。 

大分被害者支援センターの支部等の設置の予定は、今のところないそうで

す。 

犯罪被害者等早期援助団体の指定は、市は対象となりません。この団体の指

定は、犯罪行為の発生後、速やかに被害者等を援助することにより犯罪被害等

の早期の軽減に資することを目的として設立された営利を目的としない法人

に対して都道府県公安委員会が行うものです。 
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質問③ 被害者情報の提供はどこから受けるのか、 

 

答弁 被害者情報は、大分県警察本部の犯罪被害者支援室が、犯罪被害発生後に、

被害者や被害者遺族に対し、「大分被害者支援センター」や市町村に被害者等

の情報を提供してよいかの確認を行い、情報提供について、同意が取れた方の

み、市町村等へ被害者等の情報を通知することになっています。 

 平成 30年 4月 1日以降は、県警犯罪被害者支援室に、被害者等へ対し、見

舞金支給に関する事項を含んだ支援策のお知らせの配布依頼を行うこととし

ています。 

 

 


