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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。 

お陰をもちまして、私も市議議員に当選して 3年 8か月が経過し、次の選挙まで 4か月を

切りました。 

初心を忘れず皆様方の期待と信頼に応えられるよう、一生懸命頑

張りますので、変わらぬご支援ご協力をお願い申し上げます。 

『“2 期目の挑戦に向けて”』 

長引く経済不況、社会不安、そして政治不信。 

どんな社会を次の世代に残すのか。 

私たちに突き付けられた、大きな課題です。 

こんな時代だからこそ、ひとり一人が、元気と知恵を出して、 

将来に夢と希望をもてる社会を創りましょう。 

くらし・いのち・みらいを守るため、私も頑張ります。 

中津市議会議員 大塚 正俊 

 

第 4 回定例市議会（12 月議会）は、11 月 25 日から 12 月 19 日の 25 日間開催されま

した。平成 26 年度一般会計補正予算等の予算関連議案 12 件、平成 25 年度一般会計等の

決算認定議案 14 件、条例議案 14 件、その他議案 22 件、人事案件 7 件、請願 1 件、意

見書 5 件、計 75 件を審議し、請願 1 件、意見書 4 件を除き原案どおり可決しました。 

  

■12 月定例議会で決まったこと。【抜粋】 
 
１．平成 26 年度一般会計補正予算 補正額 1 億 7,256 万円（補正後 427 億 9,726 万円） 

□道の駅なかつ駐車場整備事業；1 億 1,530 万円 

・道路を挟んで西側の駐車場用地（3,265 ㎡）の購入、150 台分の

駐車場整備費 

□カキ養殖振興事業；2,290 万円 

・「ひがた美人」のカキ重量自動選別機の導入等 

※大分県漁業協同組合に事業費の 8 割を補助 

□3 次元造形技術活用事業；683 万円 

・「3D ものづくりセンター」の常時開設に向けてインストラクター

を配置する経費 

中津市議会議員 大塚 正俊 
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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 
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□温泉施設改修モデル事業；1,000 万円 

・民間温泉宿泊施設の改造に対して補助金を支給。補助率

9/10、上限 500 万円、耶馬溪町内限定、2 か所 

□深耶馬観光案内所整備事業；90 万円 

・実施設計委託料、深耶馬公共駐車場の物産館を改修して

観光案内所を整備、延べ床面積 56.4 ㎡、総事業費 1,200

万円（坪単価 60 万円） 

□港湾改修事業；5,250 万円 

・国、県が整備する中津港（防塵・騒音対策、航路整備）と臨港道路整備費 4 億 2,000 万

円に対する負担金、事業費の 12.5％ 

□特別職、教育長、市職員、幼稚園職員等の職員給与費；1 億 7,634 万円 

・大分県人事委員会の勧告に伴う給料、一時金の改定 

 

【文教経済委員会の附帯決議】 

観光事業費の中津市温泉施設改修モデル事業補助金及び深耶馬観光案内所整備費の実

施設計委託料の執行にあたっては、下記２点について留意すること。 

①温泉施設改修モデル補助事業が将来活力ある地域の再生事業につながるモデル事業と

して継続できるように、公募にあたっては事業効果と事業の見通しを見極めるとともに、

補助率については他の補助事業との均衡を考慮すること。 

②深耶馬観光案内所整備については、中津耶馬溪観光協会との連携を十分に図り、観光案

内施設設置の目的を明確にすること。また、施設整備にあたっては事業費の圧縮に努め

ること。 

 

２．条例の制定・一部改正（抜粋） 

□いじめ問題対策連絡協議会等設置条例 

□墓地、埋葬等に関する法律施行条例 

□特別職、教育長、病院事業管理者、市職員、幼稚園職員の給与に関する条例及び一般

職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

□市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正 

 

３．財産の取得について 

 ・新歴史民俗資料館（仮称）新設事業に伴う建物の取得；取得金額 3,486 万円 

※三ノ丁駐車場東側の旧吉富製薬寮、鉄筋コンクリート 

 造り 4 階建て、延べ床面積 781.17 ㎡、H3 建築 

※文化財等の収蔵庫として活用 

 

４．公の施設の指定管理の指定について 

・なかつ情報プラザ、コアやまくに、やすらぎの郷やまく

に、耶馬トピア、西谷農村公園施設、洞門キャンプ場、

やかた地区交流拠点施設、風の丘葬斎場など 18 施設の維持管理の委託業者を選定。 

 

深耶馬公共駐車場の物産館 

新歴史民俗資料館の購入建物 
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５．人事案件 

□副市長の選任 

  「須藤 彰」さん  40 歳 防衛研究所企画部企画調整課長事務代理 

□教育委員会委員の任命 

  「島田 由紀」さん 51 歳 中津市大貞在住 

 

６．意見書の採択（所属する新生・市民クラブ提出分） 

□採択されたもの 

・少人数学級の推進を求める意見書 

 

□不採択となったもの 

・原発再稼働の中止を求める意見書 

・国民健康保険の基盤強化を求める意見書 

・年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書 

 

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方を質しました。（抜粋） 

 

１．国民健康保険事業の健全化に向けて 

〔現状〕中津市では、平成 23 年度末における国民健康保険基金の枯渇、地方交付税措置され

ていない基準外の一般会計からの繰出しが 5 億円を超過したこと、高齢者割合の増加、今後

の医療費の増加を睨んで、平成 24 年 12 月に「国民健康保険事業運営健全化計画（平成 24

年度から 28 年度）」を策定し、健全化を進めています。 

 

（１）特定健診、がん検診の受診率向上対策 

≪質問≫岡山県総社市では、特定健診やがん検診、栄養教室、ゲート

ボール大会等をはじめとした健康づくりに参加された方に最高で 10

万円相当の豪華賞品のあたる「そうじゃ健康マイポイント事業」を

平成 26年度からスタートしました。また、１年間保険診療を受けて

いない世帯、特定健診対象者がすべて検査を受けた場合に「健康で

１万円キャッシュバック事業」も始めています。 

  中津市で１年間保険診療を受けていない世帯は 1,007世帯で、脳梗塞になれば医療費が

1カ月に 10万円以上もかかることを考えると、費用対効果は高いと思います。 

そこで、受診率向上対策として、このような事業を実施しては如何ですか。 

 

【答弁】市では、国保税を納期内に完納し、1 年間保険診療を受けなかった世帯に対する健康優良

世帯表彰として、本年度は 483世帯に記念品（デンタルセット）を配布しました。 

健康マイポイント事業は、ここ数年取り組んでいる市町村も増えており、厚生労働省も静岡県の取

り組みを好事例として紹介しています。ただし、すぐには健診の受診率向上には結びつかないという

報告も一部ありますので、今後、この事業効果を見た上で検討していきたいと思います。 
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（２）国民健康保険税の見直し 

≪質問≫国民健康保険税を押し上げている最大の要因は、保険給付費（医療費）が年々高く

なっているためです。現在取り組んでいる運営健全化計画や特定健診等受診率向上対策、

社会参加による健康寿命の延伸対策により、医療費の伸びを抑えることができます。 

現在、政府は「国民健康保険に対する財政支援の拡充等により国民健康保険の抜本的な

財政基盤の強化を図り、国民健康保険の財政上の構造的な問題を解決することとする。」

とし、必要な法律案を平成27年に開会される通常国会に提出することを目指しています。 

今、私たちの暮らしは、消費税の引き上げや消費者物価の上昇により非常に厳しくなっ

てきています。そこで、平成 27 年度の国民健康保険税の改定は、国の動向を見極める必

要があり、据え置きをすべきと考えますが如何ですか。 

 

【答弁】市の「国民健康保険事業運営健全

化計画」により、2 年ごとに税率改定を検

討することとしており、平成 27年度がその

年にあたります。現在、過去の実績を基に

今後の収支見込を推計しています。 

平成 27 年１月に開催予定の「国民健

康保険運営協議会」にて審議をいただい

た上で、方針を出したいと考えています 

 

 

２．のら猫対策について 

〔現状〕最近、のら猫、飼い猫に対する苦情が寄せられています。例えば、深夜の鳴き声がう

るさくて眠れない、庭でフンをされる、花壇を荒らされる、ゴミを漁る、自動車を傷つけら

れた、他家の倉庫で子猫を生む等、被害は多岐に渡っています。 

 

（１）適正管理に向けた条例の制定 

≪質問≫猫による苦情の解決には、飼い猫、のら猫の飼育のルールが必要だと思います。 

飼い猫は、名札等の装着をして屋内で飼うことを努力義務化し、のら猫との差別化をす

べきと考えます。また、これ以上のら猫を増やさないためには、猫を捨てない、野良猫に

エサをあたえない、猫に不妊・去勢の手術を行うことが大変重要です。 

そこで、飼い猫の適正飼養、のら猫の増殖を抑制するなどを目的とした条例の制定につ

いて伺います。 

 

【答弁】猫を飼うことの決まりについては、動物の愛護及び管理に関す

る法律、それを受けての環境省令や市の環境美化に関する条例でも

定められています。 

のら猫に対する餌やりの禁止は、条例で規定されており、違反者に

対して指導勧告が出来るとしています。 

 そこで、新たに条例を制定するよりも、これらの決まりを周知徹底さ

せていくことが大切と考えています。 
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（２）のら猫を増やさないために 

≪質問≫家猫の平均寿命が 13～15年といわれるのに対して、のら

猫は 2～3年といわれています。そのため、繁殖の機会を減らす

取り組みを重点的に行えば、飼い主のいない猫を減らせます。 

そこで、のら猫に対しての不妊・去勢を実施する、若しくはそ

ういった活動を行う団体に対して、助成ができないか伺います。 

 

【答弁】猫は、年に２・３回出産し、一度に数匹産むため、のら猫の避妊・

去勢手術は、のら猫の減少に効果があると思われます。 

また、避妊や去勢を行うことで、尿の臭いが薄くなる、

さかりの鳴き声が無くなるなどの効果もあるようです。 

大分市は地域猫活動の取り組みの一環として、活動

に取り組むグループがのら猫を捕獲し、避妊・去勢手術

を行う際に助成を行っています。 

東京都千代田区のように、地域猫の取り組みがなく

ても助成を行っている自治体もありますので、今後保健

所と連携して検討していきたいと思います。 

 

 

３．緊急情報のメール配信サービスの導入について 

〔現状〕現在、防災情報等の市民への情報伝達方法は、MCA 無線や緊急告知 FM ラジオ、戸別

音声告知端末となっています。しかし、「スピーカーが遠く、聞き取りづらい」「聴覚障害が

あり、聞こえない」といった住民からの声もあり、情報伝達方法の別の手立てが必要となっ

ています。 

大分県では、「まもめーる」や県民安全・安心メールで、不審者情報、行方不明者情報、災

害情報等がメール配信されていますが、身近な情報の発信とはなり得ていません。 

 

≪質問≫松戸市では、火災・風水害などの災害情報や不審者・犯罪情報、

PM2.5 注意喚起情報、行方不明高齢者の探索依頼および発見情報など

緊急性の高い重要情報を携帯電話のメールにお知らせする「安全安心

情報」のメール配信サービスを始めています。 

これに、各幼稚園、小学校、中学校の緊急連絡や市のお知らせ、イ

ベント情報などが追加されるとさらに利便性が向上すると考えます。 

そこで、このメール配信サービスを導入してはどうかと考えますが、

如何ですか。 

 

【答弁】災害情報や不審者情報などの緊急情報を積極的に発信することは、

大変重要なことであると認識しています。 

議員の言われるメール配信であれば、携帯電話があれば必要な情報が自動的に届くシステムと

なりますので、広報の目的である情報を広く発信するという視点からも導入の方向で考えていきたい

と思います。 

消防団員への火災情報メール 
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■活動日誌 主な活動の一部をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

◆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。 

県政市政報告会 in三光 

まちなみ歴史探検 

太宰府市民政庁祭り 

 

議会報告会＆意見交換会 

豊後街道楽農楽市祭り 

にっぽん酒をつくる会稲刈り 

 

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
10月2日 (木) 決算委員会（総務・消防委員会）
10月3日 (金) 決算委員会（文教経済委員会）
10月4日 (土) 太宰府市民政庁まつり（10/5まで）
10月6日 (月) 決算委員会（建設農林水産委員会）
10月7日 (火) 決算委員会（厚生）、耶馬溪にっぽん酒をつくる会理事会
10月8日 (水) 議会改革推進プロジェクト会議、社会保障制度の充実を求める要請書提出
10月9日 (木) 中小企業テクノフェアin九州2014
10月11日 (土) 新大塚八社神社秋祭り（神楽奉納）、耶馬溪にっぽん酒をつくる会稲刈り
10月12日 (日) 大河ドラマ『軍師官兵衛』全国巡回展in中津市
10月16日 (木) 都市計画道路「宮永角木線」の整備にかかる地元説明会
10月18日 (土) 県政市政報告会in三光、中津城観世能、北部校区なぎさサロン
10月19日 (日) 豊後街道楽農楽市まつり
10月20日 (月) 耶馬溪にっぽん酒をつくる会稲こぎ
10月22日 (水) 耶馬溪町御霊神社、姫塚の現地調査
10月25日 (土) 県政市政報告会in如水、中津南高32回生幹事会、33回生引き継ぎ
10月26日 (日) 議会報告会＆市民との意見交換会、北部公民館まつり
10月27日 (月) 大分県市議会議長会議員研修会
10月31日 (金) コミュニティバス研究会、市政報告会in豊田
11月2日 (日) 新大塚町内草刈り作業
11月3日 (月) 福澤諭吉肖像1万円札発行30周年記念講演会
11月5日 (水) 文教経済委員会視察（7日まで、八王子市、府中市、武蔵村山市、つくば市）
11月14日 (金) 12月議会招集、自治体議会課題検討会議
11月15日 (土) 県政市政報告会in小楠
11月16日 (日) 新大塚町防犯パトロール、蠣瀬地区防災訓練
11月18日 (火) 県政共闘会議当初予算要求対県交渉（19日まで）
11月19日 (水) 県政・市政対策会議
11月20日 (木) 人権を守る市民の集い
11月21日 (金) 大分県自治体退職者会総会（22日まで、豊後大野市）
11月22日 (土) 諸町秋祭り、北部校区なぎさサロン
11月23日 (日) 太宰府市との友好都市締結調印式
11月25日 (火) 12月議会開会、中津市教育講演会
11月26日 (水) 連合大分北部地域協議会委員会
11月28日 (金) NPO法人中津まちなみ会臨時総会
12月1日 (月) まちなみ歴史探検（三郷小学校）
12月2日 (火) 12月議会議案質疑、中津商工会議所との意見交換会
12月3日 (水) 中津まちなみ会で中津南高の総合学習受け入れ
12月4日 (木) 12月議会文教経済委員会、暴力絶滅推進協議会冬季広報活動
12月5日 (金) 北部公民館先進地視察（佐賀市嘉瀬公民館）
12月6日 (土) 金谷地区歴史的建物調査、平成会12月例会
12月7日 (日) 市役所退職者会親睦旅行（8日まで、阿蘇）
12月9日 (火) 12月議会（委員長報告、討論、採決）
12月11日 (木) 12月議会一般質問（1日目）
12月12日 (金) 12月議会一般質問（2日目）、6次産業推進研究会総会
12月13日 (土) 北部校区なぎさサロン役員会、NPO法人中津まちなみ会忘年会
12月14日 (日) 新大塚町自治会役員会
12月15日 (月) 12月議会一般質問（3日目）、議会改革推進プロジェクト会議
12月17日 (水) 12月議会自由討論、コミュニティバス研究会
12月18日 (木) 自治労県本部拡大闘争委員会、中津市職労職場委員会
12月19日 (金) 12月議会最終日、中津地区平和運動センター総会
12月20日 (土) 北部校区なぎさサロン（クリスマス会）、北扇ドリーム練習・忘年会
12月21日 (日) 明蓮寺大掃除、仏壮忘年会、新大塚八社神社の門松づくり
12月27日 (土) 消防団年末夜警（30日まで）
12月31日 (水) 新大塚町元旦祭

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

