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新たな年を迎え、初心を忘れず頑張ります。 

皆様には、輝かしい新年を迎えられましたことを心からお慶び申

し上げます。 

今、長引く経済不況や雇用不安、震災・災害復興、原発・憲法

問題など、私たちの暮らしの中には様々な課題が山積しています。 

私は、安全・安心で、潤いのあるまちづくりを目指し、これまで取り

組んで参りました。 

新たな年を迎え、初心を忘れず皆様方の期待と信頼に応えられ

るよう、全力で取り組んで参ります。                                             

大 塚 正 俊 

 

さて、第 4回定例市議会は 11月 21日から 12月 19日の 29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 8件、条例議案 22件、その他議案 9件、人事案件 4件、

報告 3件、意見書 5件、継続中審査 15件、訴えの提起、上告の提起、計 68件のうち、市

道の認定（八ツ並村中二号線）、意見書 3件を除き、原案どおり可決、認定しました。 

 

■12 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 1 億 910 万円 

□ふるさと納税特産品発送委託料；600 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。1,200 件分の追加。 

□地域振興施設管理会社設立出資金；500 万円 

・市が設置する道の駅を管理する株式会社への出資金。 

□農地集積協力金事業；210 万円 

・人・農地プランを作成した地域で、農地集積に協力する農家（5 戸）に対して交付。 

□中津耶馬溪観光協会運営費補助金；132 万円 

・観光協会のホームページリニューアルに対する補助金、

スマートフォン対応、海外観光客向けサービス；多言語

（英語・中国語・韓国語）に対応。 

□道路災害復旧事業；5,010 万円 

・山国町の市道市平線地滑り対策工事 L=63m 

□合併処理浄化槽設置整備事業補助金；1,001 万円 

・合併処理浄化槽の設置に対する補助金、36 基分を追加。 

中津市議会議員 大塚 正俊 

まちづくり 通 信 
発行；大塚まさとし後援会 中津市新大塚町 384 ℡・Fax 0979-22-6972  
携帯 090-2508-7959  E-mail  masatoshi@m-ohtsuka.com 
URL（ホームページ）    http://www.m-ohtsuka.com/  

特産品の一例 

地元の八社神社の門松 

市道市平線地滑り箇所 
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□中学校施設耐震補強実施設計委託料；119 万円 

・緑ヶ丘中学校の耐震、内装工事、エアコン設置の実施

設計。 

□幼稚園施設改修工事；199 万円 

・三保幼稚園のスロープ、トイレの改修。 

□幼稚園施設耐震補強実施設計委託料；195 万円 

・南部幼稚園・小楠幼稚園の耐震、内装工事、エアコン

設置の実施設計。 

 

２．条例の制定・改正 

□消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例

の制定 

・4 月から消費税が 8％に引上げられるため使用料、手

数料を 8％に引上げるもの。 

□地域振興施設の設置及び管理に関する条例の制定 

・道の駅の管理・運営に関する事項を定めるもの。 

・トイレ、休憩施設、電気自動車充電施設は年中無休。 

・飲食物提供施設は午前 10 時から午後 8 時まで、直売

所は午前 9 時から午後 7 時まで営業。休日は 1 月 1～3

日 

□病院事業の設置等に関する条例の制定 

・市民病院の経営形態を変更するもの。（地方公営企業法の全部適用） 

□景観条例の一部改正 

・4 月 1 日から 500 ㎡以上又は高さ 10m 以上の太陽光発

電施設の設置の届け出を義務づけるもの。 

□小学校の設置に関する条例の一部改正 

・永岩小学校（耶馬溪町）を 3 月に廃止するもの。 

□市営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正 

・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。60 分間無料、1 時間 100 円（上限 1,000 円／日）、

定期駐車料金 3,150 円／月。 

 

 ３．人事案件 

□教育委員会委員の任命；水谷 良之 （元教員、山国町教育長、73 歳） 

 

４．市道の路線認定（否決） 

■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。整備す

る目的が明確でないため否決としました。 

 

５．意見書の採択 

□ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求め

る意見書（新生・市民クラブ提出） 

□TPP に関する国会決議の実現を求める意見書 

 

 

市立小楠幼稚園 

道の駅の整備イメージ 

廃校となる永岩小学校 

否決された八ツ並村中二号線 
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６．意見書の不採択 

□教職員が保護者や地域とつながり、地域に根ざした学校教育活動ができるための環境

づくりを求める意見書 

□中国・東南アジア諸国から九州へ訪れる観光客に対する査証要件の緩和等の意見書 

□2014 年 4 月からの消費税増税を中止することの意見書 

 

12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．持続可能な財政運営 

〔現状〕中津市の財政指標の財政健全化判断比率は、

行財政改革等に取り組んできた成果として、現時点

においては健全性を保っているものの、財政の硬直

化を示す経常収支比率は、目安の 75％に対して、

90％を超えています。 

また、平成 26 年度をもって合併した自治体への

財政支援措置である普通交付税の割増期間が終了

し、その後 5 年間は激変緩和措置により漸減されます。 

措置終了後の31年度の普通交付税は84億7,100万円、２５年度の普通交付税額109

億 3,942 万円を基に算出すると 24 億 8,144 万円（22.7％）の減額となります。 

歳出面においては、少子高齢化の進展による社会保障経費の増大など、義務的経費を中

心とする経費負担の増大により、今後も厳しい財政運営が続くと見込まれます。 

 

（１）平成 26年度一般会計の概算要求額と第 2期行財政改革の財政推計との整合 

≪質問≫平成 26年度当初予算要求の各課の概算要求額と第 2期行財政改革 5か年計画の財

政推計との整合は。 

 

【答弁】11月 29日、経常的経費、普通建設事業費などの政策的経

費の要求が提出され、年末にヒアリングを行いますが、要求額は

419億 5937万円となっています。 

第 2期行財政改革 5 ヵ年計画の財政推計の平成 26年度歳出

目標額は 392 億 5000 万円となっており、現段階では 27 億 937

万円の超過となっています。 

 

（２）第 2期行財政改革 5か年計画の財政推計の見直し 

≪質問≫平成 24年 3月の計画策定後、昨年の豪雨災害の災害復旧や合併特例債の 5年延長、

消費税引き上げ、各小中学校のトイレ改修、エアコン設置等の財政推計に大きく影響する

要因が生じているため、財政推計の見直しをすべきと考えるが如何か。 

 

【答弁】財政推計については、国の制度変更や情勢の変化に応じ、平成26年度中に見直しを行いた

いと考えています。 

改修された如水小のトイレ 
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２．中津市産材のブランド化 

〔現状〕中津市では、木材の需要拡大と地

域経済対策として「中津市産材」を利用

して木造専用住宅を建築する場合に、中

津市産材の購入経費の一部を補助する

制度を平成２１年～２３年度に実施し、

平成２５年４月１日より「中津市産材利

用住宅促進事業補助金」として再開しま

した。 

  しかし、補助条件として「原木が中津

市内で生産され、かつ市内で製材された

木材」という産地条件があるものの、市産材の品質基準が補助

要件にありません。 

 

（１）市独自の認証材制度の確立による市産材のブランド化 

≪質問≫国産材の需要が伸びないのは、安価な生木の製材

が広く流通しているためとも言われています。 

一般的に、乾燥していない含水率２５％以上の木材を

使って家を建てると、木材の収縮に伴い、割れや狂い、

カビや変色菌の発生、木材の強度不足などの問題が生じ

ると言われています。 

  そこで、市独自の認証材制度の確立によるブランド化

を推進し、製品の信頼性向上と他産地との差別化により、

中津市の林業活性化を図るべきと考えるが如何か。 

 

【答弁】大分方式の乾燥材や市独自の認証材制度の確立など、市産材のブランド化に向けた調査・

研究や関係者の意見聴取を行います。 

 

（２）市産材利用補助金の含水率の基準の導入 

≪質問≫マイホームは一生の買い物とも言われます。せっかく手に入れたマイホームの性能

に著しく問題が生じたり、生活に支障を来す重大な欠陥があったりしては大変です。 

  そこで、柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分に使用する木材については、市の補助

金の補助要件に含水率の品質基準を導入すべきと考えるが如何か。 

 

【答弁】現行の補助金制度は、市産材を広く普及する趣旨か

ら、含水率の基準まで設けておりません。 

良質で状態の良い市産材を普及するという観点から、主

要構造材に限定して含水率の基準を設けることも必要と考

えていますので、関係者の意見も聞きながら検討したいと考

えています。 

 

グリーン材（生木）の含水率 

木造住宅の主要構造材 

中津市産材の活用 



2014 年 1 月 《小さな夢から大きな飛躍 仲間と一緒に中津維新  “意思あるところ 必ず道あり”》    第 12 号 
 

 5 

 

３．市が所有する美術品の管理及び活用 

〔現状〕市役所や学校、図書館、美術館等には、寄贈され

た絵画を含めた美術品が数百点以上あると思います。こ

れらの美術品は、市及び市民の財産であり、地方財政法

第８条により「地方公共団体の財産は、常に良好の状態

においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効

率的に、これを運用しなければならない」と規定されて

います。 

 

（１）備品台帳の整理について 

≪質問≫備品台帳に登録されていない美術品が数百点以上あるということですが、美術品は、

中津市物品会計規則に基づき、価格不明のものは鑑定を行い、備品台帳に整理すべきと考

えます。そこで、今後の備品台帳の整理の進め方について伺います。 

 

【答弁】寄贈された美術品で価格が不明なものについては、今後、専門家等による価格評価を行うな

ど、より適正な管理に努めていきます。 

 

（２）美術品の保険加入の現状と課題 

≪質問≫美術品は、火災や盗難など、不測の事態に備えて保険に加入すべきと考えますが、

予算の制約もあるため、どの範囲で加入を行っていくのか等を検討する必要があります。 

そこで、市の美術品の保険加入の現状と保険加入の見直し方針について伺います。 

 

【答弁】現在、庁舎内で管理している美術品のうち絵画１点と収蔵庫に保管している美術資料や美術

館で展示している美術品の一部は保険に加入していますが、すべての美術品が保険に加入してい

るわけではありません。 

保険に加入するとなれば、美術品を鑑定し評価額を算出しなければなりませんが、鑑定方法や

保険加入の基準はなく、それぞれ担当課の判断で行なわれているのが実情です。保険加入につい

ては、予算上の問題もありますので、今後、関係部署と協議、検討したいと思います。 

 

■トピックス                                   

“市内の幼稚園・小学校・中学校にエアコンが設置されます。” 

・平成 26 年度から 4 年間、事業費 10億 2,074 万円をかけてエア

コンを設置します。設置の理由は、耐震補強工事完了の目途が立っ

たこと、今後も気温上昇傾向が続くことが予想されるためです。 

・私の所属する文教経済委員会や一般質問で必要性を訴えてきた

成果がやっと出ました。 

 

“太宰府市との友好都市盟約の再締結が動き始めます。” 

・12月の古江議員の一般質問で、平成 17年 3月の合併で自然消滅した太宰府市との友好都

市盟約の再締結に向けて、新貝市長が太宰府市長に要請するとの答弁がありました。 

・今年 6 月に一般質問を行い、太宰府市議会の小柳議員と連携した太宰府市民政庁祭りへの

参加や両市の議員間交流等を取り組んだ成果と言えます。 

木村美術館の中山展示室 

城北中に設置されたエアコン 
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■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
10月1日 （火） 「楽市楽座 秋祭り」関係者と記者のつどい
10月3日 （木） 決算特別委員会（総務生活消防委員会）
10月4日 （金） 決算委員会（文教経済委員会）
10月5日 （土） 太宰府市民政庁まつり、太宰府市議会議員との意見交換会
10月6日 （日） 水わくわくフェスタ2013（門司港）
10月7日 （月） 決算特別委員会（建設農林水産委員会）
10月8日 （火） 決算委員会（厚生委員会）
10月9日 （水） 議会改革推進プロジェクト会議

10月10日 （木） 下水道処理場の覆蓋に関する地元説明会
10月12日 （土） にっぽん酒をつくる会稲刈り、新大塚町秋祭り
12月15日 （火） 議会改革推進プロジェクト会議
10月17日 （木） 県政市政報告会in三保、情報発信ツール利活用支援セミナー
10月18日 （金） 建築士会全国大会（出雲市、松江市、石見銀山、20日まで）
10月21日 （月） 文教経済委員会
10月22日 （火） 中心市街地活性化研究会
10月24日 （木） 議会改革推進プロジェクト会議
10月27日 （日） 第19回北部公民館まつり
10月28日 （月） 大分県市議会議長会議員研修会
10月29日 （火） 新生市民クラブ視察（福井市、金沢市　31日まで）
11月1日 （金） 議会改革推進プロジェクト会議
11月2日 （土） やまくにかかしワールド、小幡記念図書館開館新築移転20周年記念講演会
11月7日 （木） 農業用水路整備の立会い（大塚・新大塚町）
11月9日 （土） 新大塚町平成会親睦旅行（姫島村、10日まで）

11月11日 （月） 第4回自治体議会課題検討会議
11月12日 （火） 中津地区平和運動センター定期大会
11月13日 （水） 県政市政報告会in三光
11月14日 （木） 中津市職員労働組合定期大会
11月16日 （土） 北部校区なぎさサロン（市政報告）
11月17日 （日） 新大塚町防犯パトロール
11月18日 （月） 議会改革推進プロジェクト会議、自治体議員団会議総会（竹田市、19日まで）
11月19日 （火） 6次産業推進研究会、市政対策会議
11月20日 （水） 県政共闘会議対県交渉、連合大分北部地域協議会総会
11月21日 （木） 12月議会開会、文教経済委員協議会
11月22日 （金） 社民党中津支部社会保障学習会
11月24日 （日） 地域文化財建造物専門家育成研修会（竹田市）
11月25日 （月） 中心市街地活性化研究会
11月27日 （水） 中津市産材の現地調査
11月29日 （金） NPO法人中津まちなみ会臨時総会
12月2日 （月） 常任委員会（建設農林水産）
12月3日 （火） 常任委員会（文教経済）、特定秘密保護法反対街宣活動、暴力絶滅冬期広報活動
12月5日 （木） 12月議会委員長報告・質疑・討論・採決、連合中津地域協議会定期総会
12月6日 （金） 北部公民館先進地視察（嘉麻市）
12月7日 （土） 黒田官兵衛サミットin中津
12月8日 （日） 地域文化財建造物専門家育成研修会（大分市）、新大塚町役員会

12月10日 （火） 12月議会一般質問（12日まで）
12月15日 （日） 社民党党首「吉田忠智」を励ます集い 、明蓮寺大掃除＆忘年会、門松を奉納
12月19日 （木） 12月議会最終日、文教経済委員会と中津商工会議所との意見交換会
12月21日 （土） 北部校区なぎさサロン、北扇ドリーム練習試合・忘年会
12月22日 （日） 地域文化財建造物専門家育成研修会（臼杵市）
12月25日 （水） 平戸市、ハウステンボス視察（27日まで）
12月28日 （土） 消防団の年末夜警パトロール（31日まで）
12月31日 （火） 新年祭、竹灯篭  
◆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。 

太宰府市民政庁まつり 

にっぽん酒を作る会稲刈り 

中津市職労定期大会 

会派視察（一乗谷朝倉氏遺跡） 

なぎさサロン（市政報告） 

特定秘密保護法反対街頭演説 

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

