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“皆様のご期待にお応えできるよう頑張ります” 

この度の中津市議会議員選挙にあたり、皆様方

の暖かいご支援とお力添えにより、1966票の第 4

位という高位で 2期目の当選をさせて頂くことが

出来ました。 

これだけ多くの皆様方からの付託を受けたこと

に身が震える思いですが、これを機に初心に立ち

戻り、更に研鑽し皆様のご期待にお応えできるよ

う粉骨砕身、頑張っていく所存であります。 

地方創生元年。ふるさと中津の創生に向けて、

全力投球してまいりますので、今後とも、変わらぬご指導・ご鞭撻をよろしくお願いい

たします。 

中津市議会議員 大塚 正俊 

 

改選後の 5 月 12 日に臨時市議会が開催され、議長に古江信一議員、副議長に今井義人

議員を選出し、私は、4 つある常任委員会のうち厚生委員会に所属し委員長を拝命、議会

選出の農業委員に選出されました。 

また、第 2 回定例市議会（6 月議会）は、6 月 5 日から 7 月

2 日の 28 日間開催されました。平成 27 年度一般会計補正予算

等の予算関連議案 4 件、条例議案 7 件、その他議案 6 件、人事

案件 7 件、請願 1 件、報告 4 件、意見書 6 件、計 35 件を審議

し、請願 1 件、意見書 2 件を除き原案通り可決しました。 

  

■６月定例議会で決まったこと。【抜粋】 
 
１．平成 27 年度一般会計補正予算；補正額１億 1,442 万円（補正後 421 億 1,322 万円） 

□福祉・買い物センター「かかしの郷」（仮称）整備事業；5,833 万円 

・山国町守実地区に福祉センター機能と買い物セン

ター機能を持たせた複合施設の建設 

・造成工事、土地購入費、建物等補償費 

・総事業費；約 4 億 9000 万円、Ｈ28 年秋完成予定 

 

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/  

かかしの郷整備イメージ図 

 

6 月議会の厚生委員長報告 

mailto:masatoshi@m-ohtsuka.com
http://www.m-ohtsuka.com/
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□施設開設準備経費助成事業；1,801 万円 

・地域密着型特別養護老人ホーム「かえで」の建設に係る補助金 

・本耶馬渓町跡田地区に建設、定員 29 名 

・今年 11 月に完成予定 

□市立第三保育所改修事業；229 万円 

・実施設計委託料（トイレの便器・壁・床の改修、合併処理

浄化槽の整備） 

・来年度工事予定 

□看護学校施設整備補助金；1,000 万円 

・ファビオラ看護学校の屋根、照明、空調等の改修に対する

補助 

□シルバー人材センター運営補助金；42 万円 

・高齢者活用・現役世代雇用サポート事業の追加分 

・事業費；84 万円 

□道路橋りょう新設改良事業；1,728 万円 

・耶馬溪町の馬溪橋の改良 

・調査設計委託料 

□都市計画総務事業；120 万円 

・県道中津吉富線（牛神交差点～小楠小付近）の拡幅工事の  

調査に係る市負担金 

□障害者福祉一般事業；450 万円 

・社会保障、税番号（マイナンバー）制度導入に伴うシステム

改修費 

 

 

２．条例の一部改正 

□西谷農村公園施設の設置及び管理に関する条例の一部改正 

・新設する家族風呂（5 箇所）の利用料金の追加 

・岩風呂（8/1 オープン）、家族風呂（9/1 オープン） 

□介護保険条例の一部改正 

・低所得者対策として、介護保険料 2,500 円／月を 

2,250 円/月に軽減、平成 27 年 4 月 1 日施行 

 

 

３．財産の取得 

 □先端屈折式 35ｍ級はしご付消防自動車の取得（1 台） 

 ・取得価格 2 億 1,363 万円 

□貯木場整備事業の用地の取得 

・市有林のスギ・ヒノキの伐採木の貯木場として整備 

・山国町宇曽地区、購入面積 7,205 ㎡ 購入価格 2,342 万円 

 

改修される第三保育所のトイレ 

 

保存が決まった馬溪橋 

 

調査が行われる中津吉富線 

 

改修工事が進む西谷温泉 

 

購入から 22 年経過のはしご車 
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４．意見書（私たち新生・市民クラブの提出） 

【採択されたもの】 

  □地方財政の充実・強化を求める意見書 

□少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負

担制度２分の１復元及び制度の拡充を求める意見書 

  □いわゆるヘイトスピーチ（憎悪表現）に反対し、根絶を

求める意見書 

□今国会における平和安全法制整備法案と国際平和支援

法案の見送りを求める意見書 

 

【不採択となったのもの】 

 □労働者派遣法改正案、労働基準法改正案の撤回を求める意見書 

□住民の安全が担保されるまで、原発再稼働の中止を求める意見書 

 

５．請願【不採択】 

□戦争法（平和安全法制整備法、国際平和支援法）案の廃案を求める意見書提出の請願書 

※私たち新生・市民クラブ（8 名）と共産党（3 名）以外の議員の反対（13 名）で否決。 

 

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方を質しました。 

 

１．地方創生に向けて 

①人口減少の要因 

②総合戦略プラン策定における市民参画 

③旧下毛地域への合併特例債、過疎債、一般財源の積極的な投入 

④第 2 期行財政 5 ヵ年計画の財政推計の見直し 

⑤米価の低下に対する小規模農家への支援策 

⑥軽トラ、農耕用小型特殊自動車税の減免 

⑦中津市産米の販売促進 

⑧市営宿泊施設の経営改善による雇用の確保 

⑨今後の市職員採用計画と地域創生枠の設定 

⑩保育園卒園式から幼稚園入園式まで、幼稚園卒

園式から小学校入学式までの預かり保育の実施 

⑪子ども医療費の無償化の拡充 

２．持続可能な介護保険制度の確立  

①第 6 期介護保険事業計画 

②細やかな要介護認定調査 

③要介護度改善に対する報奨制度の導入 
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１．地方創生に向けて（抜粋） 

〔現状〕今、日本における急速な少子高齢化の進展に

的確に対応し、地方の人口の減少に歯止めをかける

とともに、それぞれの地域で住みやすい環境を確保

していくことが、喫緊の課題となっています。 

このため国は、人口減少を克服し、地方創生を成

し遂げるため、昨年 11 月に「まち・ひと・しごと

創生法」を制定しました。 

中津市の総人口は、昭和 55 年の 85,963 人から平成 27 年 4 月時点で 85,143 人、820

人の微減となっています。この35年間で旧中津市では63,941人から70,089人で6,148

人の増、旧下毛地域では 22,022 人から 15,054 人で 6,968 人（約 32％）の減となって

います。民間機関の推計では、今後人口減少のスピードは加速すると予測されています。 

中津市では、本年 1 月に「地方創生本部会議」を発足させ、今後、市民、産官学金労言と

いった各分野からの意見を聞き、本年 10 月までの短期間のうちに中津市版総合戦略を策定

する予定となっています。 

   

（１）総合戦略プラン策定における市民参画 

≪質問≫旧下毛地域の人口減少の要因の一つとして、10 年前の合併により旧下毛地域から

旧中津市への人口流入が加速したと考えています。 

また、里山に住む住民の誇りの空洞化（地域住民がそこに住み続ける意味や誇りを見失

いつつあること）が進んでいることも要因の一つと考えています。 

今回の総合戦略の策定を契機に、里山をどんなまちにしていきたいのか、そのためには

どんな取り組みが必要なのか、市民の皆さん方と一緒に考えていく必要があると考えます

が如何ですか。 

 

【答弁】総合戦略の策定に当たって、各担当課が持って  

いる市民意見等をまとめることが必要だと考えていま

す。また、市民代表をはじめ、各分野の代表者の方から

意見を聞くための懇談会も設置しました。今後、各種団

体や議会からも提言を頂けると聞いていますし、更に、

きめ細かく市民の声を聞く方法等について検討中です。 

 

（２）今後の市職員採用計画と地域創生枠の設定 

≪質問≫旧下毛居住の正規職員数は、合併直後の 227名から今年 4月で 126名と 101名も減

少し、直近の 5ヵ年の採用者 143名のうち旧下毛居住者は 4名となっています。このまま

では、災害時の緊急対応や地域コミュニティの核となる職員がいなくな

ってしまいます。 

島根県では、地方創生枠として地域おこし協力隊の経験者などを採用。

大野城市では市内居住可能対象者としての特別枠採用を始めています。 

そこで、職員採用の地方創生枠として旧下毛居住可能者対象枠を設置

すべきと考えますが如何ですか。 



2015年 7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 18号 
 

 5 

 

【答弁】災害時の緊急対応として、各支所管内の居住者や支所勤務経験を有する職員により、迅速

に対応できる体制整備をとっています。しかし、地域に居住し、地域に根ざした職員の必要性も感

じています。しかし、採用後に地域に居住することを要件とすることについては、配属先が限定され

てしまうなど、いろんな問題もあると思われますので慎重に判断したいと考えています。 

 

（３）切れ目のない子育て環境の整備 

≪質問≫子育て世代のお母さんから「保育園卒園式から幼稚園入園式まで、幼稚園卒園式か

ら小学校入学式までの長期にわたって仕事を休めない」との相談を受けました。 

  働く保護者が増えてくる中、切れ目のない子育て環境の整備が必要であり、幼稚園の就

園率（45.4％）の向上は保育園の待機児童解消にもつながります。 

そこで、幼稚園の春休み期間における預かり保育を実施すべきと考えますが如何ですか。 

 

【答弁】公立幼稚園では、夏休みと冬休みに預かり保育を実施しています。しかし、春休

みは正規職員の体制や特別支援体制

の準備等の問題もあり、預かり保育の空

白期間となっています。 

働く保護者が増えてくる中で、春休み

の預かり保育の早期実現に向けて前向

きに検討します。 

 

２．持続可能な介護保険制度の確立（抜粋） 

〔現状〕今年で、介護保険制度が導入されてから 15 年。今後、団塊の世代の高齢化等で、給付

費の増加が避けられそうにない中、サービスが住民のニーズに十分応えられているのか等、

制度を運営する自治体はこれまで以上に創意と工夫が求められています。 

 

（１）要介護度改善に対する報奨制度の導入 

≪質問≫現在の介護保険制度では、要介護者のリハビリや自立支援を施設

で積極的に取り組んだ結果、実際に本人が自立（要介護の改善）してし

まうと、施設の売り上げが下がってしまうという矛盾が発生しています。

施設の収入減により介護スタッフの給料や人員が減らされることにも繋がりかねません。 

東京都品川区は、介護施設利用者の要介護度改善に対する「奨励金」支給制度の導入に

よって、介護スタッフのモチベーションを引き上げ、入居者が最善のケアを受けられる環

境を整えるとともに、介護費用の膨張を抑える効果が期待されています。 

そこで、このような制度を導入してはどうかと考えますが如何ですか。 

 

【答弁】中津市では、介護度改善への市独自制度での成

功報酬の導入は考えていません。 

しかし、厚生労働省では、次回の介護報酬改定で、質

の良い介護や効果的な介護に対して介護報酬への反

映も検討しており、国の動向や成功報酬を導入している

自治体の成果を注視していきたいと考えています。 
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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。 

子ども神輿まつり 

 

編集後記（ひとりごと）              
4 月の市議選で、たくさんの人と出会い、温かいご支援や励ましの声をいただきました。今はただ

ただ感謝の気持ちで一杯です。この感謝の気持ちを忘れずに、精進していきたいと思います。 

なお、選挙が終わって、皆さん方にお礼のご挨拶に伺うべきところですが、公職選挙法で禁止され
ておりますのでお許しください。（まさとし） 

中津市議選出陣式 

 

新大塚町内親睦運動会 

 

北部小学校運動会 

 

厚生委員会現地事務調査 

 

6 月議会一般質問 

 

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
4月2日 （木） いずみの園「サマリア館」竣工式
4月5日 （日） 新大塚町子ども御輿まつり、大塚町春祭り
4月8日 （水） 明蓮寺仏教壮年会総会

4月10日 （金） 城北中学校入学式
4月14日 （火） 北部小学校入学式
4月15日 （水） 交通安全指導（17日まで）
4月18日 （土） 北部校区なぎさサロン
4月19日 （日） 中津市議選告示、出陣式
4月26日 （日） 新大塚町内水路清掃活動、中津市議会議員選挙の投・開票
4月28日 （火） 中津市議選当選証書授与式
4月29日 （水） 中津地区メーデー、耶馬溪新緑まつり
5月1日 （金） 金谷山ノ上森ノ丁線の現地調査
5月6日 （水） 九重町筋湯温泉街の町並み調査

5月10日 （日） 地方創生講演会、蠣瀬川の清掃活動
5月12日 （火） 中津市議会臨時議会
5月14日 （木） 農業委員会農政部会、北部校区自治委員会総会、民生委員推薦会
5月15日 （金） 政務活動費会派会計責任者説明会
5月16日 （土） 北部校区なぎさサロン総会
5月17日 （日） 新大塚町内親睦運動会、耶馬溪にっぽん酒をつくる会田植え・直会
5月23日 （土） PHP九州交流会ｉｎ中津、城北中学校春季体育大会
5月26日 （火） 自治労自治体議員連合全国学習会（東京、27日まで）
5月28日 （木） 北部校区青少年健全育成協議会総会、講演会
5月30日 （土） 中津市職員退職者会総会、門司港水わくわくフェスタ
6月1日 （月） 自治体議会課題検討会議
6月4日 （木） 厚生委員会協議会、県政市政対策会議
6月5日 （金） 6月議会開会日、NPO法人なかつ耶馬渓活き域きネット総会
6月6日 （土） 天までとどけ蛍コンサート、北部小学校運動会、平成会6月例会
6月9日 （火） 会派「新生市民クラブ」打ち合わせ

6月10日 （水） ふるさと創生推進本部会議、地方創生に向けたの高校生との意見交換会準備会
6月12日 （金） 6月議会議案質疑、NPO法人中津まちなみ会通常総会、農業委員会農政部会
6月13日 （土） 北部校区なぎさサロン役員会
6月14日 （日） なかつ・ふれあい子どもランド
6月15日 （月） ふるさと創生推進本部会議、広島県竹原市歴史的町並み調査（16日まで）
6月17日 （水） 生涯学習大学第2回「中津学」、厚生委員会協議会
6月18日 （木） フッ化物洗口意見交換会、地そば焼酎蔵出し＆夏季限定焙煎そば試食会
6月19日 （金） 6月議会厚生委員会、現地事務調査（サマリア館、し尿処理場、市民病院等）
6月20日 （土） 北部校区なぎさサロン
6月21日 （日） 蠣瀬川土手・村上グラウンドの草刈り
6月22日 （月） 戦争法案反対アピール行動
6月23日 （火） 6月議会委員長報告・質疑・討論・採決、中津商工会議所事業報告会
6月24日 （水） 6月議会一般質問（1日目）、働く女性の集会
6月25日 （木） 6月議会一般質問（2日目）
6月26日 （金） 6月議会一般質問（3日目）、厚生委員会協議会、農業委員会地区審議会
6月27日 （土） 中津南高同窓会総会
6月28日 （日） 新大塚町皆作まつり
6月30日 （火） 6月議会自由討論
7月2日 （木） 6月議会最終日、友好都市交流推進研究会、厚生委員会協議会

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

