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空は深く澄み渡り、さわやかな季節となりましたが、皆様におかれましては健やかにお

過ごしのことと存じます。 

さて、第 3回定例市議会は 8月 29日から 9月 27日の

30日間開催され、平成 25年度一般会計補正予算等の予

算関連 10件、条例議案 13件、その他議案 2件、人事案

件１件、報告 5件、意見書 5件、計 36件のうち、一般会

計補正予算の一部（やばの駅駐車場整備工事）を減額、

市営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正案の

取り下げ、市道の認定（八ツ並村中二号線）の継続審査、

私たち会派が提案した意見書 2件を除き、原案どおり可

決しました。 

 

 

■9 月定例議会で決まったこと。【抜粋】 
 
１．平成 25 年度一般会計補正予算 補正額 8 億 2463 万円 

□ふるさと納税特産品発送委託料；55 万円 

・10,000 円以上の「ふるさとなかつ応援寄附者」に特産品（5,000 円相

当）を発送。 

□認知症施策総合推進事業委託料；705 万円 

・認知症地域支援員の配置、認知症ケアパス（状態に応じた適

切なサービスの提供の流れ）作成。 

□保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金；3,711 万円 

・認可保育所の保育士の処遇改善に対する補助金。 

□地域振興施設整備事業（道の駅）；2 億 5356 万円 

・遺跡公園等整備工事、レストラン整備工事、電気自動車充電

スタンド設置工事。 

□アサリ等 2 枚貝資源回復対策事業；173 万円 

・アサリの放流、バカ貝・カキの試験養殖。 

□プレミアム商品券事業補助金；3,650 万円 

・11 月 13 日から 17 日、商工会議所等で 3 億円分販売。 

・10,000 円で 11,000 円（500 円券×22 枚）の買い物が可能。 

□地域活動支援事業費補助金；1,890 万円 

・中津城内の軍師官兵衛資料館整備に対する補助金。 

中津市議会議員 大塚 正俊 
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特産品の一例 

道の駅整備イメージ図 

官兵衛資料館（右側の建物） 

掛け干し米（耶馬溪町） 
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□観光施設整備事業；1,168 万円 

・長岩城登山道入り口公共駐車場、トイレ、登山道整備。 

□緊急雇用創出事業；461 万円 

・倒壊の恐れのある空き家実態調査のための雇用。 

□道路橋りょう整備委託料；1,300 万円 

・雲與橋（下郷地区）の架け替え工事の詳細設計委託。 

□公園新設事業；7,960 万円 

・大貞総合運動公園の多目的広場、中央道路等の工事。 

□道路整備事業（都市再生整備計画事業）；5,800 万円 

・丸山町公園池線等の家屋移転、道路改良工事. 

□南部まちなみ交流館整備事業；986 万円 

・トイレ通路屋根設置工事、備品購入等。 

□中学校施設改修工事；1,426 万円 

・緑ヶ丘中学校の駐輪場、駐車場の整備。 

 

２．平成 25 年度一般会計補正予算の一部修正 593 万円減額 

■やばの駅駐車場整備工事；593 万円 

・舗装工事、防護柵工事。 

※「修正の理由」 

①5年以内に河川改修で用地の一部が買収される予定で

あり、駐車場整備が無駄になる。 

②増水等に対する駐車場の安全性が確保できない。 

③河川や道路の防護柵は、予算の残りで工事が可能であ

る。  

 

３．条例の制定・改正 

□特別職の職員及び教育委員会教育長の給料月額の臨時特例措置に関する条例の制定 

・国家公務員の給与の臨時特例に準じて、市長（10％→15％）、副市長、教育長（8％

→10％）の給料月額の減額。平成 25 年 9 月 1 日より平成 26 年 4 月 30 日の間。 

□市職員の給料月額の臨時特例措置に関する条例の制定 

・国家公務員の給与の臨時特例に準じて、市職員、消防職員、幼稚園（平均 1.29％→

3.35％）の給料月額の減額（医療職を除く）。 期間は市長等と同じ。 

□特定用途制限地域建築条例の制定 

・三光準都市計画区域に、パチンコ、ラブホテル等の建築を制限する。 

□子ども・子育て会議設置条例の制定 

・「子ども・子育て支援新制度」の事業計画等について

意見を聴く会議の設置。 

□公民館設置条例の一部改正 

・小楠公民館の建替えに伴う名称「小楠コミュニティ

ーセンタ―」と場所の変更。 

□養護老人ホーム条例の一部改正 

・豊寿園の管理を指定管理者に委託することができる

よう改正。 

 

 小楠コミュニティーセンタ―竣工式 

やばの駅跡地（右が山国川） 

仮復旧した雲與橋（下郷地区） 

長岩城登山道 
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４．執行部が取り下げた議案 

■市営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正 

※内容の再検討を行うため撤回。 

【提案された内容】 

・市営新博多町駐車場を 24 時間営業とし、無料から有料

に変更する。20 分無料、1 時間 100 円（上限 1,000 円

／日）、定期駐車料金 3,150 円／月。 

 

５．工事請負契約の締結 

□ごみ焼却施設の熱交換器改修工事；2 億 3709 万円 

・熱交換器等の老朽化伴う改修。 

 

６．市道の路線認定 

□合馬村中四号線の認定 

・如水公民館建設予定地へのアクセス道路として認定し、工事を行う。 

 

７．市道の路線認定（継続審査） 

■八ツ並村中二号線 

・国指定史跡「長者屋敷官衙遺跡」北側の道路であるが、 

整備する目的が明確でないため継続審査とした。 

 

８．人事案件 

□教育委員会委員の任命；村瀬裕美さん（48 歳） 

 

９．意見書の採択 

□「山の日」制定を求める意見書 

□「地方税財源の充実確保」を求める意見書 

□「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財  

源確保」のための意見書 

 

10．意見書の否決（新生・市民クラブ提出） 

□消費税率引き上げの先送りを求める意見書 

□集団的自衛権に関するこれまでの憲法解釈を堅持することを求める意見書 

 

6月定例市議会の一般質問の概要 

■私は、一般質問で以下の項目について執行部の考えを質しました。（一部抜粋） 

 

１．公共下水道事業による浸水防止対策について 

（１）浸水防止対策の推進 

〔経過〕下水道雨水幹線については、全体計画区域の延長

35.2 キロメートルに対して約 12 キロメートルが整備

され、整備率は約 34 パーセントとなっています。ここ

数年は、下水道事業による雨水幹線の整備が実施されていません。 

  過去 5 年間における浸水被害箇所を見ると、大雨による浸水被害が市内で 14 か所以

市営新博多町駐車場 

冠水した道路（大塚町） 

八ツ並村中二号線 

八面山とコスモス畑 
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上発生しています。 

道路が冠水した今年8月30日の１時間最大降

水量は 18.5mm、9 月 1 日は 21.5mm となっ

ています。（下水道雨水排除計画の１時間最大降雨

強度は約 50mm） 

雨水幹線や排水ポンプ場の整備が進んでいない

ため、1 時間に約 20mm 以上の雨が降れば、道

路が冠水（浸水箇所が丸印）するのが中津市の現

状となっています。 

 

≪質問≫そこで、浸水被害の出ている児童相談所、貞雄寺周辺の雨水を排除する上宮永雨水

幹線、豊陽交差点周辺の雨水を排除する蠣瀬川雨水幹線、モナークゴルフセンター周辺の

雨水を排除する下池永雨水幹線、中津北高周辺の雨水を排除する牛神・湯屋雨水幹線、小

楠幼稚園南側周辺の雨水を排除する宮夫雨水幹線の整備が急務と考えるが、如何ですか。 

 

【答弁】雨水幹線は、昭和５３年度より浸水被害が頻繁に発生する旧市街地を中心に整備を進めて

きました。 

最近のゲリラ豪雨や宅地化の進行により、新たに浸水被害が発生している地域があるため、ご指

摘の箇所については、雨水を排除する雨水幹線の中で事業効果の高い箇所を優先し、また下水道

事業全体の事業費や整備手法などを考慮した上で計画的に整備していきたいと考えております。 

 

（２）下水道雨水排除計画の見直し 

〔経過〕全国的に、市街化の進展や計画の想定を上回る降雨

の頻発化により、市街地の浸水が増大し、早急な浸水対策が

進められています。 

しかし、財政状況が厳しい中津市の現況では、限られた財

源の中で、効果的な対策が求められています。 

 

≪質問≫昭和 52 年に策定された下水道雨水排除計画は、降雨強度や用途地域の見直しに伴

う流出係数等の部分的な見直しを行ってきましたが、抜本的な見直しはされていません。 

 具体的には、雨水排除計画では計画されていない堀川、外馬場、終末処理場周辺に仮設ポ

ンプ場を設置していること、満潮時の降雨時には中殿、東蠣瀬地区が浸水するなどポンプに

よる強制排水をしなければ浸水被害を防ぐことが困難となっていること、宅地化により計画

している雨水幹線の工事が困難となっていることなどです。 

 そこで、雨水排除計画について、抜本的な見直しをすべきと考えますが如何ですか。 

 

【答弁】現在の下水道雨水排除計画は、ご指摘の通り、降雨時における雨水流出量の算定に用いる

基準等についてのみ見直しをしております。 

今後は、近年頻発する局所的な集中豪雨に対応するため、効果的に浸水被害の最小化が図ら

れるよう、浸水箇所の詳細な調査をおこなった上で、雨水排除計画の見直しを検討したいと考えて

おります。 

浸水箇所と整備済み雨水幹線の位置図 

角木の仮設ポンプ場 
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２．太陽光発電事業の推進 

（１）今後の公共施設への太陽光発電パネルの設置及び一般家庭への補助 

〔経過〕中津市では、平成 19 年 2 月、「地方公共団体として、日本のエネルギー安定供給

の確保、地球温暖化防止に貢献すること」を目的として、中津市地域新エネルギービジョ

ンを策定し、「今後も、公共施設等には太陽光発電等を推進します。」と明記しています。 

 

≪質問≫中津市はこれまで積極的に太陽光発電を推進し、一般家庭における電力消費量の約

2.7％を賄うまでになっていますが、今後 5年間の公共施設への太陽光発電パネルの設置、

一般家庭への補助制度の継続について伺います。 

 

【答弁】今後５年間の公共施設への太陽光発電の整備

計画につきましては、平成２５年度に４つの公共施設、

平成２６年度には、２つの公共施設に太陽光発電システ

ムを設置する予定となっており、今後も計画的に太陽光

発電パネルを設置していきたいと考えています。 

また、一般家庭への補助につきましても、平成２５年

度は１キロワットあたり３万円を基準として８万円を上限に約３００世帯

を目標に補助を行っています。 

今後も年間３００件程度の補助を考えており、電力の買い取り金額の動向等を見極めながら対応

をすることになりますが、できるだけ継続していきたいと考えています。 

 

（２）公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業の推進 

〔経過〕平成 24 年 7 月から再生可能エネルギーで発電された電気を、電気事業者が固定

価格で買い取る国の制度がスタートしたことがきっかけとなり、今、全国的には公共施設

の屋根貸しによる太陽光発電事業が推進されています。 

 

≪質問≫そこで、中津市においても先進事例を参考に、下水処理場、浄水場、埋め立て処分

場、公共駐車場、学校、体育施設について、民間業者へ屋根貸しによる太陽光発電事業の

推進を図るべきと考えるが如何ですか。 

 

【答弁】太陽光発電事業につきましては、耐震調査が不要

な施設や市有地を活用した取り組みを実施していきたいと

考えています。 

さらに、太陽光発電で発電された電力を地元で活用で

きるような仕組ができれば、災害時に既存の大型発電所

からの送電がストップしても、地域内の電力供給が途絶し

にくくなるという利点もあります。 

そこで、早期に中津市にあった再生可能エネルギーの

導入を通じて、地域経済の活性化、災害時における公共施設機能の強化を図るため、太陽光発電

事業を推進していきたいと考えています。 

教育福祉センター太陽光パネル 

須坂市立相森中学校の太陽光パネル 
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■トピックス                                   

“中津市議会に「議会改革推進プロジェクト会議」を設置しました。” 

・9月 27日、議会改革マニュフェストの具体的な推進、今後の議会改革のあり方を検討するプロ

ジェクト会議が設置され、委員として参画しました。 

 

“文教経済委員会で、事務調査権を発動しました。” 

  ・私の所属する文教経済委員会では、学校教育施設の建替え計画の策定について、来年 3 月

末まで事務調査を行うことになりました。 

 

■活動日誌 主な活動の一部をご紹介します。 

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
7月4日 （木） 参議院大分選挙区「ごとう慎太郎」必勝壮行会
7月6日 （土） 中津まちなみ会研修視察（7日まで、長浜市、彦根市）
7月10日 （水） 市議会広報委員会
7月11日 （木） 企業誘致研究会視察（12日まで、国東市、豊後大野市）
7月14日 （日） 新大塚町第2回役員会
7月15日 （月） ごとう慎太郎必勝総決起集会
7月16日 （火） 6次産業推進研究会視察（大分市、宇佐市）
7月20日 （土） 第２回北部校区なぎさサロン
7月23日 （火） 会派「新生市民クラブ」打ち合わせ
7月25日 （木） 中津祇園町（28日まで、諸町）
8月2日 （金） オキナワ平和の旅（4日まで）
8月5日 （月） 中津終末処理場増設工事の地元説明会
8月7日 （水） 県政市政報告会in和田校区
8月9日 （金） 寺町とうろう祭り
8月11日 （日） 北部校区民生委員・児童委員推薦委員会
8月14日 （水） 地元の納涼盆踊り大会、中津南校32回生同窓会
8月17日 （土） 第3回北部校区なぎさサロン
8月18日 （日） NPO法人なかつ耶馬溪活き域きネット臨時総会
8月19日 （月） 九州周防灘地域議会連携協議会第1回議員学習会
8月21日 （水） 自治会議会課題検討会議
8月22日 （木） 9月議会招集、一般質問、代表質問受付開始
8月23日 （金） 市町村アカデミー研修旅行（24日まで、山国町）
8月24日 （土） 中津市職労新入組合員自治研学習会
8月25日 （日） 新大塚町人権学習会
8月26日 （月） 会派先進地視察（27日まで、太宰府市、大木町、重粒子線がん治療センター）
8月29日 （木） 9月議会開会、中心市街地活性化研究会、文教経済委員協議会
8月31日 （土） 新大塚町平成会土曜日サロン
9月2日 （月） 健康診断、北部小学校の耐震補強、改修工事の調査
9月3日 （火） 県政市政対策会議、県北地区幼児教育研修会
9月4日 （水） 大雨警報発令による浸水箇所調査
9月5日 （木） 9月議会議案質疑、白楊会（南高出身市議）親睦会
9月6日 （金） 文教経済委員協議会
9月7日 （土） 県体議員400mリレー　2位
9月8日 （日） 県体議員ソフトボール（9日まで）　3位
9月10日 （火） 9月議会常任委員会（厚生、文教経済）
9月11日 （水） 9月議会常任委員会（総務生活消防、建設農林水産）
9月12日 （木） 9月議会の議案質疑の議事録を作成
9月13日 （金） 9月議会委員長報告、質疑、討論、採決、代表質問、南高32回生クラス幹事会
9月14日 （土） 千本づきフェスタ（耶馬溪町）
9月15日 （日） 新大塚町敬老の日のつどい
9月17日 （火） 9月議会一般質問（1日目）
9月18日 （水） 9月議会一般質問（2日目）
9月20日 （金） 文教経済委員会（教育委員との意見交換）
9月21日 （土） 第4回北部校区なぎさサロン
9月22日 （日） 新大塚町道路、公園愛護清掃活動
9月24日 （火） 9月議会議員間自由討論、軍師官兵衛ラッピングバス出発式、秋の交通安全運動
9月25日 （水） 決算審議に向けた会派の打ち合わせ
9月26日 （木） 小楠コミュニティーセンター竣工式、文教経済委員会研修会
9月27日 （金） 9月議会最終日、議会改革推進プロジェクト会議
9月28日 （土） 北扇ドリーム練習及び新人歓迎会  

◆活動報告は、ホームページに、詳しく掲載しています。 

http://www.m-ohtsuka.com/又は大塚正俊ｵﾌｨｼｬﾙｻｲﾄで検索して下さい。 

ヘルメット潜水視察（国東市） 

中津祇園（諸町の山車） 

県政市政報告会（和田） 

おおき循環センター視察（大木町） 

県体４００ｍ議員リレー２位 

http://www.m-ohtsuka.com/

