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“3.11 東日本大震災から 4 年” ～あの日を忘れない～ 

東日本大震災、福島第一原子力発電所事故の発生   

から４年が経過しました。 

今なお、全国でおよそ 23万人の方々が避難生活を余

儀なくされています。 

あらためて亡くなられた方々、震災に合われた方々に、

心からお悔みとお見舞いを申し上げます。 

自治体にとって自然災害から市民の命や財産を守る

ことは、最も重要な仕事の一つです。 

私も、皆様のくらし、いのち、みらいを守るため、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。 

中津市議会議員 大塚 正俊 

 

第 1 回定例市議会（3 月議会）は、2 月 20 日から 3 月 20 日の 29 日間開催されました。 

平成 26 年度一般会計補正予算、平成 27 年度一般会計予算等の予算関連議案 26 件、条

例議案 34 件、その他議案 2 件、人事案件 1 件、請願 3 件、報告 3 件、意見書 1 件、計

70 件を審議し、議員提案条例１件、請願 3 件、意見書 1 件を除き原案通り可決しました。 

  

■3 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 9,060 万円（補正後 429 億 2,396 万円） 

□子育てほっとクーポン活用事業；1,128 万円 

・一時預り、インフルエンザ予防接種、フッ素塗布等に利用可能（１万円／0～6 歳児･人） 

□畜産収益力強化支援事業；659 万円 

・飼料用米専用コンバイン整備及び飼料用米 SGS 加工設備備品整備に対する補助 

□プレミアム商品券事業；1 億 7,442 万円 

・発行額 8 億円、20％のプレミアム（1 万円で 1 万 2000 円の商品券

発行）、上限 10 万円／人、発売時期・販売場所は実行委員会で検討。 

□西谷農村公園施設整備事業；1 億 2,393 万円 

・西谷温泉に展望風呂、家族風呂等の整備 

□豊田幼稚園改築事業；1 億 3,407 万円 

・旧豊田幼稚園解体工事、新園舎建設工事等 

中津市議会議員 大塚 正俊 
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気仙沼市の被災後の様子 

 

昨年のプレミアム商品券 
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２．平成 27 年度一般会計予算；419 億 9,881 万円（前年対比 2.2％の増） 

□地域おこし協力隊活動事業；3,654 万円 

・都市部から過疎地域の活性化に資する人材を確保（10 名） 

□臨時福祉給付金事業；1 億 1,802 万円 

・市民税均等割非課税者 1 人に対し、6,000 円を給付 

□子育て世帯臨時特例給付金事業；4,732 万円 

・児童手当の対象児童 1 人に対し 3,000 円を給付 

□放課後児童健全育成事業；1 億 1,808 万円 

・補助単価の引上げ（定員 45 名のクラブで約 100 万円引上げ）、23 クラブ⇒28 クラブ 

□市産材利用住宅促進事業；3,000 万円 

・市産材利用の新築・増改築に対する補助（限度額 70⇒100 万円・40⇒50 万円）含水率

25％以上の乾燥材に対し補助単価を加算 

□放課後児童クラブ施設の整備；5,246 万円 

・豊田、大幡児童クラブ施設の改築、実施設計・用地購入等 

□児童館整備事業；1 億 1,627 万円 

・童心会館に市直営の児童館を整備、解体工事・用地購入等 

□養護老人ホーム建設事業；5 億 2,024 万円 

・豊寿園の建替え、木造平屋建て、居室 60 室 

□観光施設整備事業（耶馬溪地区）；8,154 万円 

・深耶馬温泉館太陽熱温水器設置工事、平田城駐車場整備工事等 

□永添運動公園整備事業；3 億 5,330 万円 

・サッカー場を主体とした多目的グラウンドの整備、野球場解 

体工事、用地購入等 

□宮永角木線街路事業；5,255 万円 

・スーパー金枝から産業道路間の用地測量、用地購入等 

□常備消防施設整備事業；3 億 597 万円 

・はしご車購入（1 台）、ホース乾燥塔建設工事等 

□南部・如水・大幡・沖代・小楠小学校施設大規模改修事業；4 億 5,930 万円 

・廊下、壁、天井、窓、トイレ等の大規模改修、エアコン設置工事等 

□如水小学校グラウンド改修事業；3,100 万円 

・グラウンドの暗渠排水管設置工事、測量設計等 

□鶴居小学校校舎新築事業；2,039 万円 

・実施設計委託、プレハブ借上げ料等 

□緑ヶ丘中学校校舎大規模改修事業；1 億 2,725 万円 

・廊下、天井、トイレ等の大規模改修、エアコン設置工事等 

□中学校施設空調設置事業；3 億 3,436 万円 

・空調設備設置工事、9 月から全中学校でエアコンが使用可能 

□長者屋敷官衙遺跡整備事業；4,075 万円 

・測量設計、用地購入 

□歴史民俗資料館整備事業；8,806 万円 

・資料館の耐震補強、トイレ、床等の改修工事 

豊寿園の建替えイメージ 

 

整備が始まる宮永角木線 

 

大規模改修が行われる南部小 

 

改修される歴史民俗資料館 
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□山国体育施設整備事業；5,125 万円 

・コロナ運動公園フィールド改修（天然芝）工事、下水道引き込み工事等 

 

【文教経済委員会の附帯決議】 

観光施設整備事業費の太陽熱温水器設置工事については、

下記のことについて留意すること。 

今回提案されている市営深耶馬温泉館「もみじの湯」の太

陽熱温水器設置工事については、現在、もみじの湯が抱えて

いる課題の解決策として、経費の節約は当然のことであるが、

この設備だけでは、抜本的な解決ができる訳ではない。 

よって、この設備の導入にあたっては、最大の課題である

来客数の増加、及び来客単価のアップを目指した施策と更な

る他の経費節約も含めた経営再建計画を決定した上で設備の導入を図ること。 

 

 

３．条例の制定・一部改正（抜粋） 

□体育施設条例の一部改正 

※大貞総合運動公園野球場の新設、体育施設に高校生料金を設定（値下げ） 

□介護保険条例の一部改正 

 ※第 1 号被保険者保険料の標準月額を 5,000 円に改定（現行 4,900 円／月） 

□副市長の定数条例の一部改正 

 ※地方創生の推進に関する事務を担当する副市長を新たに追加（副市長 2 名制） 

 

3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．子育てしやすい中津市を目指して 

〔現状〕現在、我が国では出生率の低下に伴い少子化が進んでいます。子どもや子育てをめぐ

る環境は厳しく、また、核家族化や地域のつながりの希薄化により、

子育てに不安や孤立感を覚える家庭も少なくありません。 

また、保育所等で多くの待機児童が生じていることや、子育てと

仕事を両立できる環境の整備が必ずしも十分でないこと等が問題

となっており、そうした状況を前に、子どもが欲しいという希望を

叶えられない人も多いのが現状です。 

 

（１）今後の放課後児童クラブのニーズ量に見合う施設の拡充 

≪質問≫子ども子育て新制度により、放課後児童クラブの対象年齢が現在の「おおむね 10

歳未満」から「小学生」に拡大されます。 

子ども・子育て支援事業計画における放課後児童クラブのニーズ量と現行入所児童数と

の差はどのようになっているか伺います。 

深耶馬温泉館「もみじの湯」 
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【答弁】平成 26 年度の放課後児童クラブの入所児童数は 775 人となっています。ニーズ量の見込

みは基準となる平成 29年度が 913人となっていますので、その差は 138人となります。 

 

≪質問≫5年後の学童保育ニーズを充足するため、不足している施設の整備や施設基準の解

消に向けた市の整備計画について伺います。 

 

【答弁】施設基準を満たしていないクラブが 9クラブ、定員基準に適合していない

クラブが 9 クラブあります。 

「なかつ子ども・子育て支援事業計画」に沿って、ニーズ量充足のため、3 年

後をめどにクラブの分割や施設整備を推進していきます。面積や定員の適正化

については、5年後の平成31年度をめどに取り組んでいきたいと考えています。 

 

（２）放課後児童クラブの運営支援 

≪質問≫放課後児童クラブの指導員の身分はほとんどがパート等となっており、安心して働

き続けられる賃金等の条件を整えるため、放課後児童クラブの補助単価の引き上げが必要

と考えますが如何ですか。 

 

【答弁】放課後児童クラブの補助単価は、平成 27年度より定員 35～46人で、約 100万円（243万

円から 343万円）引き上げるなど、放課後児童クラブの委託料を大幅に増額しています。 

 

２．北部小学校校舎の増築について 

〔現状〕北部小学校区では、宅地化の急激な進行により児童が増加しています。 

  平成 17 年 5 月の児童数 384 人に対し、平成 26年度では 486 人（102 名の増、1.26

倍）になっています。平成 31年度には 592

人（208名の増、1.54 倍）にも膨らみます。 

  平成 26 年度の特別支援学級を除く学級

数は 16 ですが、平成 29 年度には 17、平

成 30 年度には 19 となり、少人数教室 1

室、教材・資料・更衣室 1 室、放課後児童

クラブ 1室が使えなくなります。 

 

（１）普通教室と放課後児童クラブ施設の確保 

≪質問≫平成 30年度に 3クラス分の教室が不足となります。少人数教室 1室、教材・資料・

更衣室 1室、放課後児童クラブ 1室をどのように確保していくのか伺います。 

 

【答弁】現在、校舎の増築計画はありませんが、少人数教室や特別支援教室の利用形態の見直しに

より、教室不足に対応して行きたいと考えています。将来にわたり、さらに不足教室が生じることが想

定される場合には、新増築により対応を行いたいと考えています。また、短期的な場合には、プレハ

ブによる仮設校舎にて対応を行います。 

放課後児童クラブについては、市の責任において場所を確保し、引き続き運営ができるように、教

育委員会と早急に協議していきたいと考えています。 
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（２）北部小学校、幼稚園、放課後児童クラブの整備計画の策定 

≪質問≫北部小学校は敷地が狭いためブ

レハブを設置する場所の確保が困難です。

北部校区は現在も宅地化が進行しており

児童数が増加していくのは明らかです。 

私の提案ですが、中津支援学校用地を

賃借若しくは購入して用地を確保し、北

部幼稚園の移設と放課後児童クラブ施設

を建設し、幼稚園用地に新たな校舎を増

築してはどうかと考えます。 

  用地確保から校舎建築まで、最短で 3 年は必要となりますので、平成 27 年度より事業

を計画しなければ間に合わなくなります。 

  早急に北部小学校校舎の増築、幼稚園の移設、放課後児童クラブ施設の建設計画を策定

すべきと考えますが如何ですか。 

 

【答弁】小学校、幼稚園、放課後児童クラブの施設整備について、総合的に考えていくことが必要で

あることは、教育委員会としても認識しています。今後、これらの整備について、関係部局と連携強

化を図って行きたいと考えています。 

 

 

３．新中津市史の発刊に向けて 

〔現状〕現在の中津市史は、昭和 40 年に発刊し 49 年が経過しています。合併後の新市エリ

アを網羅する市史は昭和 2年に発刊された下毛郡誌しかなく、新

中津市史を作成する道筋を付ける必要があると考えています。 

  全体の編集の方針を決定し、いつまでに編さんに携わる組織を

立ち上げ、どんなものを何巻作成するのか、具体的な行程表を作

成しなければ、いつまで経っても発刊できないのでは、と危惧し

ています。 

 

≪質問≫過去の私の一般質問に対し、新中津市史発刊が表明されて 3年 6ヶ月。新中津市史

は、何年を目途に発刊するのか伺います。 

 

【答弁】市では、合併10周年を一つの節目として、「中津市制年史」を今年度

作成したところです。 

市史の編さん作業には、数年以上の期間や編さんに携わる組織の設置な

どが必要であり、どういった方法で作成を行うのが妥当であるか、十分な検討

が必要と考えています。 

今後の発刊の時期等は、まだ具体的に申し上げられませんが、市制 100

周年（平成 41年）に最終巻の発行を一つの目安と考えています。 
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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。 

新大塚町自治会総会 

 

文化財防火訓練 

 

後援会事務所開き 

 

コシアブラの切り出し作業 

 

北部校区なぎさサロン 

 

中津三光道路開通式 

 

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
1月2日 （金） 平成会新年会
1月5日 （月） 市役所職場挨拶まわり
1月6日 （火） 商工会議所新年賀詞交歓会
1月9日 （金） 自治労大分県本部新春旗開き
1月10日 （土） 消防団出初式
1月11日 （日） 成人式、消防団第2分団新年会
1月16日 （金） 建築士会新年会、中津地区平和運動センター＆社民党中津支部合同旗開き
1月17日 （土） 大塚まさとし市政報告会、北部校区なぎさサロン
1月18日 （日） 東・西蛎瀬町自治会総会、新大塚町自治会総会、新大塚町防犯パトロール
1月21日 （水） 災害時避難行動計画作成研修会、連合中津地協新春旗開き
1月23日 （金） 文化財防火訓練、PTA連合会役員と市議会文教経済委員懇談会
1月24日 （土） 県政市政報告会in北部
1月25日 （日） 北部校区自治委員会新年互礼会
1月26日 （月） 中津の将来を描く会
1月31日 （土） 吉川家・竹内家結婚披露宴
2月1日 （日） 旬菜館の節分福まき祭
2月2日 （月） 地元新大塚町の環境整備に関する下水道課との打合せ
2月3日 （火） 福澤諭吉先生115回忌法要
2月5日 （木） 北部校区青少年健全育成協議会役員会
2月7日 （土） 中津地区総合選対事務所開き
2月10日 （火） 自治体議会課題検討会議、市役所退職予定者激励集会
2月13日 （金） 3月議会招集、一般質問通告、市長と新大塚町自治会役員との意見交換会
2月14日 （土） どんど焼き、中津に生きる古代の田んぼ「条里」でつながるシンポジウム
2月15日 （日） 大塚まさとし後援会事務所開設、東の谷のひなまつり
2月16日 （月） 県政・市政対策会議
2月17日 （火） 市役所退職者会理事会
2月18日 （水） コシアブラの切り出し作業（太宰府木うそ保存会）
2月19日 （木） 市長と米山町自治会役員との意見交換会、中津市職労臨時大会
2月20日 （金） 3月議会開会日、浄土真宗連研（徳勝寺）
2月21日 （土） 北部校区なぎさサロン
2月22日 （日） 大塚まさとし後援会事務所開き、大分県ミニラグビー大会
2月25日 （水） 市職労女性部「権利確立運動強化月間」学習会
2月26日 （木） 北部小学校創立110周年記念事業
2月27日 （金） 3月議会議案質疑（1日目）
2月28日 （土） 中津三光道路開通式
3月1日 （日） 合併10周年記念式典、東九州自動車道（豊前IC～中津IC）開通式
3月2日 （月） 3月議会議案質疑（2日目）
3月5日 （木） 3月議会常任委員会（文教経済委員会）
3月6日 （金） 城北中学校卒業式
3月9日 （月） 3月議会常任委員会（文教経済委員会）
3月10日 （火） いずみの園政治懇話会
3月11日 （水） 3月議会委員長報告・質疑・討論・採決
3月12日 （木） 3月議会一般質問（1日目）
3月13日 （金） 3月議会一般質問（2日目）
3月14日 （土） 県政市政報告会in小幡記念図書館
3月15日 （日） 闇無地区自治会総会
3月16日 （月） 3月議会一般質問（3日目）
3月17日 （火） 連合中津地区春季生活闘争・統一自治体選挙勝利総決起集会
3月18日 （水） 3月議会自由討論
3月20日 （金） 3月議会最終日、大貞総合運動公園野球場内覧会
3月21日 （土） 新大塚町平成会総会、北部校区なぎさサロン
3月22日 （日） 中津港臨港道路開通式、新大塚町老人会総会
3月24日 （火） 北部小学校卒業式
3月29日 （月） 耶馬溪にっぽん酒をつくる会直会

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

