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※「順境のさなかにも逆境あり、逆境のさなかにも順境あり、ただ
敬の一字を心に置いて、順境も逆境も終始一貫すればよい」の意 

 

 

 

 

“敬を以って順境を貫く（言志四録）” 

 

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。 

さて、昨年は私にとって多忙の一年でした。2月の後援会の事務所開設から 4月の市議選、

地方創生戦略プランの提言書作成、議会基本条例の策定、中津市長選挙と年明けから走り出

して、気が付けば新しい年を迎えていました。 

特に、昨年の市議会議員選挙では、皆様方の温かい

ご支援により、2 期目の当選を勝ち取ることができまし

た。当選後は、皆様の負託にこたえるべく、中津市の

抱える課題解決に向けて、精力的に活動して参りまし

た。 

本年も、皆様方の期待と信頼に応えられるよう全力

で取り組んで参る所存でありますので、変わらぬご指

導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、新春のご挨拶とさせていただきます。 

 

第 4 回定例市議会（12 月議会）は、12 月 2 日から 28 日の 27 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 7 件、条例議案 8 件、その他議案 5 件、人

事案件 1 件、請願 1 件、意見書 8 件、決議 1 件、計 30 件を審議し、請願 1 件、意見書 3

件を除き原案通り可決しました。 

  

■１２月定例議会で決まったこと。【抜粋】 
 
１．平成 27 年度一般会計補正予算；補正額 1 億 7,424 万円減（補正後 421 億 7,124 万円） 

□放課後児童健全育成事業；約 52 万円 

・冬休み・春休みに放課後児童クラブを運営する経費 

・冬休みは教育福祉センターで豊田、小楠、沖代小学校の児童を対象に実施 

□農作物集出荷支援事業；500 万円 

・中山間地域の農家が道の駅などへ出荷できるように、新たな

農作物集出荷体制を構築するための経費をＪＡ大分に補助 

□コミュニティバス購入事業；約 720 万円 

・山国町槻木地区、守実地区を運行するコミュニティバス（マイ 

クロバス）の購入（1 台） 
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□買い物支援事業；約 1,256 万円 

・コアやまくに「みんなのお店やまくに」の店舗拡張に要する経費 

□防犯カメラシステム整備事業；約 55 万円 

 ・三保地区自治会が三保小学校周辺に防犯カメラ（3 個）を設置す

る事業に対する補助金 

□山国社会福祉センター整備事業；約 1 億 2,245 万円 

・本体工事費の一部 

・総事業費；4 億 5,000 万円、延べ床面積；約 1,000 ㎡、平成 28 年度完成予定 

□大分の茶産地強化対策事業；500 万円 

・深耶馬の圃場 4 箇所に晩霜（ばんそう）被害防止対策として防霜ファンを整備する経費

の一部を補助 

□果樹産地改革事業；400 万円 

・なしの大苗育苗施設を導入し、果樹園地の改植や新規植栽用の苗を育成する経費の一部

を補助 

□畜産業振興事業；約 343 万円 

・和牛繁殖農家が、繁殖雌牛の増頭を行う際の経費の一部を補助 

・肉質にオレイン酸の遺伝子を有する県種有牛の人工授精や受精

卵移植に係る経費の一部を補助 

 

２．条例の一部改正（抜粋） 

□中津市民病院事業の設置等に関する条例の一部改正 

 ※診療科目に心臓血管外科を新設し、開院日の午前中に診察。 

 

３．意見書（議員提案） 

【採択】 

 □中津市民病院の病床増設を求める意見書 

 □災害ボランティア割引制度に関する意見書 

 □2016 年度税制改正における自動車関係諸税の抜本的見直しを求める意見書 

 □森林、林業の活性化に必要な安定的財源の確保及び山村振興対策の充実を求める意見書 

 □司法修習生の経済的支援のあり方を検討することを求める意見書 

【不採択】 

□ＴＰＰ参加に反対し情報公開と国会審議の徹底を求める意見書 

□沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建設の中止を求める意見書 

□戦争法の採決強行に抗議し、法の廃止を求める意見書 

  

４．請願（不採択） 

 □安全保障関連２法の廃止の意見書提出を求める請願 

 

５．決議（議員提案・採択） 

 □待機児童解消緊急対策の実施及び平成 28 年度実施予定の公立幼稚園（1 園）の教育期

間延長（2 年制）の試行の見直しを求める決議 

防犯カメラのイメージ 

 

病床不足の市民病院 

 

辺野古の基地建設予定地 
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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。 

 

１．第２期行財政改革５か年計画（抜粋） 

〔課題〕中津市では、平成 17 年 3 月 1 日の市町村合併以降、社会事情の変化に柔軟に対応で

きる“足腰の強い行政”を確立するため、「中津市行財政改革 5 ヵ年計画」を策定し、着実に

行財政改革に取り組んできました。 

第 2 期行財政改革 5 ヵ年計画の最終年度を迎える平成 28 年度予算編成にあたり、計画の

進捗状況と今後の財政運営のあり方について、論議していきたいと思います。 

今後、地方交付税は確実に減額され、高齢化によ

る社会保障費が増大する中、学校等の公共施設の老

朽化対策や地方創生、待機児童対策、子ども医療費

の検討等、待ったなしの取り組みが迫っています。 

市の財政の硬直化を示す経常収支比率（市の適正

値 75％）は平成 26 年度決算では 93.6％と高止ま

りし、今後も厳しい財政運営が続くと見込まれます。 

   

（１）大型プロジェクト事業の見直し 

≪質問≫そこで、厳しい財政状況の中、永添サッカー場の整備（総事業費約 16億 6千万円）、

長者屋敷官衙遺跡の整備（約 2億 5千万円）、新歴史民俗資料館の整備（約 14億 5千万円）

はゼロベースで見直しをすべきと考えますが如何ですか。 

 

【答弁】中期実施計画で計画している事業も含め、今計画し

ている大型プロジェクト事業の見直しは、社会保障関連経

費の増加や人口の減少、合併算定替え終了に伴う交付

税の減額が見込まれる財政状況を勘案して、維持費をし

っかり見込んだ上で、更にイベント開催等の収支状況を見

込み、市民の意見を広く聞きながら、将来に過剰な負担

にならないよう慎重に進めて行きたいと考えます。 

１．第２期行財政改革５ヵ年計画 

①財政運営の基本方針と財政計画との整合性 
②今後の地方交付税の見込み 
③大型プロジェクト事業の見直し 
④公共施設の老朽化対策 
⑤財政計画と整合のある平成２８年度予算の編成 

２．保育園の待機児童解消対策 

①保育園の定員増に向けた取り組み 
②待機児童解消緊急対策の実施 

３．城下町まるごとミュージアム構想 

①中心市街地活性化に向けた城下町の整備方針 
②公衆無線ＬＡＮの整備、観光情報提供システムの構築による歩いて楽しいまちづくり 

長者屋敷官衙史跡公園整備予定図（案） 

 

永添サッカー場整備イメージ 
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２．保育園の待機児童解消対策（抜粋） 

〔課題〕中津市の合計特殊出生率は、2000 年の 1.66 から上昇傾向にあり、2015 年には

1.90 となっています。この数値は全国平均（1.43）、

大分県平均（1.56）を大きく上回っています。 

今後、最低でも 10 月 1 日現在の待機児童 123

人と、子ども子育て支援事業計画で予定している平

成 31 年度までの保育所利用定員増 281 人を合わ

せた 404 人分の定員増、事業費、保育士を確保し

なければなりません。今年度、90 人分は確保でき

るようですが、残りの 314 人分の確保が急務です。 

※合計特殊出生率は、15～49 歳までの女性の年齢別出生率  

を合計したものです。 

 

（１）待機児童解消緊急対策の実施 

≪質問≫早期に開設が可能な公立保育所や民間の認可保育所による分園、小規模認可保育所

の設置、現在の認可保育園がキーステーションとなった保育所実施型の家庭的保育事業の

新設の考え方は。 

【答弁】「なかつ子ども・子育て支援事業計画」では、平成２９年度以降、満３歳未満の保育を必要と

する子どもに対する小規模保育事業や家庭的保育事業による保育の量の確保を計画しています。

市としては、認可保育所の増設等の施設整備や現在運営中の認可外保育

所を新規に認可保育所とすることで、定員を増やしたいと考えています。 

議員提案の分園や小規模認可保育所、家庭的保育事業については、現

在認可保育所を運営している法人等に対し、早期に定員増を図る方法として

提案することも可能かと考えます。 

 

≪質問≫民間がこれらの新たな事業に取り組む場合、従来の保育所の整備・運営に係る国・

県の補助・措置よりも低額となる経費が生じるため、市独自の補助金や運営に対する加算

金の創設も検討すべきと考えますが、如何ですか。 

【答弁】市独自の補助金や加算の創設は、現在のところ考えておりませんが、「なかつ子ども・子育て

支援事業計画」の進捗状況によっては、民間による新たな事業の取り組みに対して、市としても何

らかの支援策の検討も必要かと考えています。 

 

≪質問≫現在、募集をしても思うように保育士が集まらず、子どもの受入数を増やせない保

育所もあるようです。そこで、市独自で、民間保育士の給与引き上げに対する支援（加算

金）を検討すべきと考えますが、如何ですか。 

【答弁】給与に対する支援は、運営費で処遇改善等加算を認定していますので、市独自の加算金の

導入は考えておりません。 

 

≪質問≫保育所に年度途中でも入園できるよう、育児休業明け入園予約制を導

入するとともに、年間を通して最終的な定員分の保育士を確保する民間保育

園に対し、過員保育士加算制度を創設すべきと考えますが、如何ですか。 
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【答弁】４月当初での待機児童の解消を最優先に取り組まなければならないため、育休明け入園予

約制、過員保育士加算制度は、今後の課題と考えています。 

 

≪私の主張≫待ったなしの待機児童対策ですが、前向きな答弁はありませんでした。東京都

北区では、短期間で待機児童ゼロを実現させるという市長の政策判断で、公立保育所の整

備によって待機児童を解消しています。今後の奥塚新市長の政策判断に期待しています。 

 

３．城下町まるごとミュージアム構想（抜粋） 

〔課題〕市は 14 億 5000 万円を投資して、新歴史民俗

資料館の建設を計画していますが、平成 17 年度から始

めた都市再生整備計画の中では、新歴史民俗資料館の位

置づけはありませんでした。 

整備方針として、「城下町を回遊する楽しさを、街並

みや道筋の町割り構成を背景とした個性ある景観づく

りを行うことにより演出するとともに、街全体の景観づくりに向けた取り組みを強化する。

また、区域内の観光資源を回遊しながら楽しむ道路整備に取り組む。」となっており、これま

では「城下町まるごとミュージアム構想」で事業を進めてきたと言えます。 

 

（１）公衆無線 LANの整備、観光情報提供システムの構築による歩いて楽しいまちづくり 

≪質問≫そこで、近年増加傾向にある外国人観光客のニーズに対応するため、城下町エリア

に公衆無線 LANの整備や、スマートフォンやタブレット端末用に中津祇園や中津城石垣の

復元工事の動画配信、観光施設の案内、緊急情報等を一括提供するシステムを構築し、中

津市民や外国人を含めた観光客が、歴史・観光資源を回遊しながら、安心して快適に滞在

できる環境を整備すべきと考えますが、如何ですか。 

 

【答弁】城下町エリアに市独自のフリーWi-Fi の整備を行う場合、仮に、Wi-Fi アクセスポイントを屋内

外１００か所に設置した場合、約１億円の初期投資と年間約３，０００万円のランニングコストがかか

るとの試算もあります。 

先進事例として、限られた地域を一帯的に Wi-Fi 環境にして、観光ガイドやバーチャル映像シス

テムなどのソフト環境を整備し、観光ツールとし

ている自治体などもありますが、中津市として

は、その費用対効果や社会情勢、地域の状況

などを見極めながら、その必要性を十分に考

えることが大切であると考えています。 

 

≪私の主張≫飛騨高山市では、フリーWi-Fiを国の社会資本整備総合交付金や地方創生交付

金を活用して、約 860万円でハード機器やシステム開発を行い、年間 320万円で運営して

います。城下町エリアを歩いて楽しいまちにするためには、ハード整備だけではなく、ソ

フト事業も合わせて推進すべきと考えます。 

※フリーWi-Fiとは、無料でネットに接続できる環境を整備すること。 

新歴史民俗資料館整備イメージ図 

 



2016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 20号 
 

 6 

 

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。 
 
 
 
 

 

まちなみ歴史探検（小楠小） 

 

編集後記（ひとりごと）              
昨年 11 月に奥塚市長が誕生しました。思い起こせば 13 年前の新貝市長誕生の時は、美術館建設計

画が白紙に戻りました。今回は同じ場所に建設予定の新歴史民俗資料館整備の是非が問われています。
何かの因縁でしょうか？ 市長選挙では、チーム奥塚として一緒に闘いましたが、今後は是々非々の
立場で、奥塚市長と新しい中津市の創造に向けて切磋琢磨して頑張ります。（まさとし） 

 

なぎさサロン（市政報告） 

 

5 町合同防災訓練 

 

中津市長選挙 

 

にっぽん酒をつくる会芋掘り 

 

八社神社の門松づくり 

 

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
10月3日 （土） 太宰府政庁市民まつり、地元平成会10月例会
10月4日 （日） 新大塚自治会臨時役員会
10月6日 （火） 市議会決算特別委員会（9日まで）

10月10日 （土） 新大塚町秋祭り、北部校区なぎさサロン役員会
10月12日 （月） 新大塚自治会非常用持出袋の配付
10月14日 （水） 地方自治研究会（自治体自立分科会）
10月15日 （木） 企業誘致及び地域活性化研究会視察
10月16日 （金） まちなみ歴史探検（如水小）、議会基本条例策定特別委員会
10月17日 （土） 北部校区なぎさサロン、5町合同防災訓練実行委員会
10月18日 （日） 楽市楽座秋祭り（餅つき）
10月21日 （水） 中津市職労女性部定期大会
10月23日 （金） まちなみ歴史探検（小楠小）
10月24日 （土） 中津市職労新入組合員学習会
10月25日 （日） 北部公民館まつり
10月26日 （月） 市議会全員協議会（まち・ひと・しごと総合戦略）、議会基本条例策定特別委員会
10月29日 （木） 深耶馬公共駐車場の観光案内所竣工式 
10月30日 （金） 建築士会全国大会（金沢市、11/1日まで）
11月3日 （火） 新大塚町内放送設備の改修工事、中津市長選挙公開討論会
11月4日 （水） 新豊寿園建設起工式
11月6日 （金） 第35回人権を守る市民のつどい
11月7日 （土） 県北ハーモニーフェスティバル、耶馬溪にっぽん酒をつくる会芋ほり体験
11月8日 （日） 5町（大塚、蛎瀬、米山、闇無、新大塚町）合同防災訓練、中津市長選挙告示

11月10日 （火） 自治労自治体議員連合全国学習会（11日まで）
11月13日 （金） 農業委員会農政部会、自治体議会課題検討会議
11月15日 （日） 中津市長選挙投開票、地元防犯パトロール
11月18日 （水） 県政共闘会議対県交渉、県政市政対策会議
11月20日 （金） 大分県自治体退職者会総会（杵築市、21日まで）
11月21日 （土） 北部校区なぎさサロン（市政報告）
11月22日 （日） 中津ラグビーフットボール協会講演会、懇親会
11月25日 （水） 12月議会招集、一般質問・代表質問受付開始
11月26日 （木） 農業委員会地区審議会、12月議会議案質疑受付開始、請願締切
11月27日 （金） 中津大物産展に向けた視察
11月28日 （土） 中津市健康づくり推進大会
12月1日 （火） 北部公民館先進地視察（天瀬公民館）
12月2日 （水） 12月議会開会、議会基本条例策定特別委員会
12月5日 （土） 地元平成会12月例会、5町合同防災訓練実行委員会総括会議
12月8日 （火） 12・8平和集会、憲法擁護大分県民会議定期総会
12月9日 （水） 12月議会議案質疑

12月10日 （木） 12月議会常任委員会（建設農林、厚生）
12月11日 （金） 12月議会常任委員会（総務、文教）
12月13日 （日） 新大塚町自治会役員会
12月15日 （火） 12月議会委員長報告、質疑、討論、採決、代表質問、前新貝市長の慰労会
12月17日 （木） 12月議会一般質問
12月18日 （金） 12月議会一般質問
12月19日 （土） 北部校区なぎさサロン、門松竹きり
12月20日 （日） 八社神社の門松づくり
12月21日 （月） 12月議会一般質問、議会基本条例策定特別委員会
12月22日 （火） 中津支援学校の防災訓練
12月24日 （木） 12月議会自由討議、市議会全員協議会（議会基本条例素案）
12月26日 （土） 太宰府市職員との交流（餅つき大会）
12月27日 （日） 年末夜警（30日まで）
12月28日 （月） 12月議会最終日
12月31日 （木） 新大塚町八社神社元旦祭

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

