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“今年の夏は暑かったですね” 

今夏は、例年にない高温で蒸し暑い日が続きましたが、ようやく秋らしく朝夕涼しくなり

ました。 

さて、第 3 回定例市議会（9 月議会）は、9 月 1 日から 30 日の 30 日間開催されました。

平成 28 年度一般会計補正予算等の予算議案 9 件、平成 27 年度一般会計決算等の決算認定議

案 15 件、条例議案 7 件、その他議案 4 件、人事案件 1 件、報告 4 件、請願 2 件、意見書 6

件、決議 1 件、計 49 件を審議しました。決算認定議案 15 件は継続審査とし、意見書 1 件を

除き原案通り可決しました。 

 

  

■９月定例議会で決まったこと。【抜粋】 
 
１．平成 28 年度一般会計補正予算；補正額 10 億 319 万円（補正後 427 億 1,141 万円 ） 

□山国社会福祉センター整備事業；約 8,840 万円 

・整備に係る工事管理委託料、本体工事、電気・機

械工事費 

・総事業費 3 億 6,160 万円、木造平屋建て 712 ㎡、

平成 29 年度完成予定 

 

□高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進事業； 

約 294 万円 

・管理栄養士や歯科衛生士、看護師による高齢者の在宅

訪問に係る諸経費 

□予防接種委託料；約 1,006 万円 

・1 歳児までの B 型肝炎ワクチン接種（3 回）に要する経費 

 

□なかつ 6 次産業創生推進事業；約 7,623 万円 

・地元生産者に小松菜・ほうれん草等を契約栽

培し、集荷した野菜を加工して冷凍野菜とし

て販売する㈱中津もぎたてファクトリーの

施設整備等に対する補助（総事業費；3 億

3,623 万円） 

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 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/  

山国社会福祉センター完成イメージ図 
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□産地パワーアップ事業；約 6,891 万円 

・意欲のある認定農業者等が高収益な麦・大豆等の作物の規

模拡大を行うためのトラクター、乾燥機等の農機具のリー

スに対する補助（補助率 1/2） 

□畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業；約 2,450 万円 

・農事組合法人東牧場が豊後牛の肥育経営（350 頭）に取り

組むための畜舎内改築に要する経費に対する補助（総事業

費；6,270 万円） 

□畜産収益力強化支援事業；約 1,037 万円 

・下郷農協の「飲むヨーグルト」の製造施設の整備

に対する補助（総事業費；2,074 万円） 

 

□永添総合運動公園整備事業；約 2 億 4,600 万円 

・全体事業費 15 億 4,100 万円、駐車場・人工芝グラ

ウンド・クラブハウス・観覧席・ナイター照明等の運

動施設を整備、平成 32 年度完成予定 

※建設農林水産委員会における附帯決議（抜粋） 

・将来の財政負担を軽減するため全体の事業計画、事業費の再検討を行うこと。 

・芝のコスト面、国際ラグビー練習競技場の条件等を踏まえ、人工芝のグラウンドについて

再検討を行うこと。 

 

□新歴史民俗資料館（仮称）新設事業；約 3 億 39 万円 

・整備に係る工事管理委託料、本体工事、電気・機械工事費  

・全体事業費 14 億 3,300 万円 

・ライフサイクルコスト（60 年間）約 49 億円 

・鉄筋コンクリート造 2,687 ㎡、平成 30 年度完成 

・平成 31 年度開館 

※文教経済委員会における附帯決議（抜粋） 

・事業計画及び事業費については、引き続き再検討を行うとともに、市民に対して十分な説

明をし、理解を得られるよう努力すること。 

・完成後の運営においては、人材の育成及び活用などにより、将来にわたっての市の財政負

担とならないよう努力すること。 

 

 

２．条例の一部改正（抜粋） 

□市民病院事業の設置等に関する条例の一部改正 

・歯科口くう外科の新設、10 月 1 日より診療 

□小・中学校の児童・生徒の通学費の補助に関する条例の一部改正 

・通学距離が 4ｋｍを超える小学生のバス料金の 1,000 円/月を超える分を補助。通学距

離が 6ｋｍを超える中学生のバス料金の 2,000 円/月を超える分を補助、10 月 1 日施行 

永添総合運動公園完成イメージ図 

 

新歴史民俗資料館完成イメージ図 
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３．請願採択（私たちの会派が紹介議員となったもの） 

 □犯罪被害者等に関する条例制定を求める請願 

 

４．決議採択（議員提案） 

□大分県立中津南高等学校耶馬溪校の存続及び魅力と特色

ある学校づくりを求める決議 

 

５．意見書採択（私たちの会派が提出したもの） 

 □原発事故避難者への住宅支援を求める意見書 

 □隠しカメラ設置に関し、大分県警の事件の再発防止とコンプライアンスの徹底を強く求

める意見書 

□地方財政の充実・強化を求める意見書 

□選択的夫婦別姓の導入を求める意見書 

 

９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．土地の所有者不明化の解消に向けて  

①固定資産税の賦課徴収に与える影響 

②土地の所有者不明化の解消に向けた市の取り組み 

２．小中学校の校舎の計画的な増改築  

①不足教室の現状と 5 年後の見通し 

②今後１０年間の増改築の計画と必要な財源 

３．健康増進の取り組み  

①健康増進に向けた運動分野の取り組み 

②ラジオ体操の実施状況と普及に向けて 

４．日田往還（中津街道）を活かしたまちづくりに向けて  

①中津街道の現況調査の現状と文化財的価値、今後の文化財調査の計画 

②中津街道を活かしたまちづくり 

 

１．土地の所有者不明化の解消に向けて（抜粋） 

（１）土地の所有者不明化の解消に向けた市の取り組み 

〔情勢〕地方から人が減り、田舎の地価の下落傾向が続く中、

所有者の居場所や生死が直ちに判明しない「迷子の土地」の

問題が、全国的にクローズアップされてきています。 

この「所有者不明化」の原因は、所有者が相続登記を放置す

る「相続未登記」と相続権者が相続を放棄する「相続権放棄」

によるものです。 

このまま相続未登記等が増えていけば、道路新設や農地集約

などの土地利用をはじめ、固定資産税の徴収や街づくり、環境

保全、防災など、さまざまな面に影響が及ぶ可能性があります。 

定員割れが続く耶馬溪校 
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≪質問≫中津市として、山林、農地、宅地の寄付を積極的に受納して

は如何でしょうか。具体的には、寄付を受けた山林を市有林として

管理、若しくは山国川流域森林組合へ出資し、農地は農業公社が耕

作、宅地は開発公社で整地、売却することも検討すべきと考えます

が如何ですか。 

【答弁】山国川流域森林組合、農業生産法人、開発公社では、良好な市民

生活の維持向上が期待できる土地以外の受入れは、管理費がかさむこ

とから受け入れは難しいのが現状です。 

 

≪質問≫登記手続きは煩雑すぎるという声を聞いています。できるだけ簡素化し、登記に必

要な費用の引き下げや相続手続きの義務化、相続権放棄された土地の国有化等を国に要望

する等の対策を進めて頂きたいと思いますが如何ですか。 

【答弁】所有者が明確でない土地の扱いに関しましては、民間事業だけでなく公共事業においても苦

慮しています。この問題は、財産権の根本に係る事案ですので、市長会等を通じ、国に対して解決

のための要望を行いたいと考えています。 

 

２．小中学校の校舎の計画的な増改築 

〔情勢〕児童数が増加している大幡小学校で

は、すでに教室が不足し、図書室や特別教

室を普通教室や少人数学習の教室として使

用している状況にあります。また、私の推

計では、北部小学校の児童数が、現在の

514 人から 5 年後の 2021 年には 626

人、2026 年には 714 人となります。さ

らに、2046 年には児童数が 1,076 人、

現在の 2 倍となります。（図参照） 

 

（１）今後１０年間の増改築の計画と必要な財源 

≪質問≫慢性的な教室不足となっている大幡小学校と今後教室が不足する北部小学校の校

舎増設は喫緊の問題です。大幡小学校、北部小学校の校舎増築の計画について伺います。 

 

【答弁】現時点で、大幡小学校、北部小学校校舎の増築計画

はありません。 

当面、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、学校全体の教室の活用状況や今後の学校運営、レ

イアウト、国の制度や方針などの状況を勘案して、増改築も

視野に入れながら検討したいと考えております。 

ただ、教室の数、子どもの数により一時的であると判断した場

合には、学校現場と協議しながら対応したいと考えています。 

所有者不明の空家 

 

島根県中山間地域研究センターの人口推計プログラムを使用 

 

慢性的な教室不足の大幡小学校 
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４．健康増進の取り組み 

（１）ラジオ体操の実施状況と普及に向けて 

≪質問≫今年の夏休み、地元の新大塚町自治会で

ラジオ体操を復活しました。 

お盆の３日間を除いた夏休み期間（３７日間）

実施しました。残念なことに、小学生がラジオ

体操をできないのでびっくりしました。 

  そこで、市内小中学校におけるラジオ体操の

実施状況について伺います。 

【答弁】各小中学校におけるラジオ体操の実施状況につきまし

ては、体育大会・運動会の練習及び当日では、実施校は小学校で９校、中学校では２校となって

います。体育の授業では、小学校１校、中学校では１校となっています。 

 

≪質問≫子どもから大人まで、誰でもどこでも実施できるラジオ体操を中津

市において、普及・奨励に努めるべきと考えますが如何ですか。 

【答弁】現在、「運動で健康づくり推進員」が実施している地域運動教室においてラジ

オ体操を取り入れています。また、希望者には、ラジオ体操の CD を貸し出すこと

ができますので、PR していきたいと思います。 

 

 

４．日田往還（中津街道）を活かしたまちづくりに向けて 

≪質問≫日田往還は江戸時代の天領（徳川幕府直轄領）と豊前中津を結ぶ街道です。 

日田往還のうち、往時の石畳が残る石坂石畳道が有

名で、そこを含めた日田市豆田町から伏木峠へ抜ける

10ｋmは文化庁「歴史の道百選」にも選ばれています。 

日田市豆田町や青の洞門、中津城といった観光名所

から、古い石畳や険しい山道といった様々な顔を持つ

全長約 50 キロの日田往還中津街道は、歴史的街道を

活かしたまちづくりと観光資源としての活用が期待

されます。そこで、日田往還（中津街道）を活かした

まちづくりについて伺います。 

 

【答弁】中津しもげ商工会がＡＰＵの轟教授、地元の文化財保護指導員、観

光案内人の方々と協働で現地調査した結果を「～出かけんかエ、歩かん

かエ～ 日田往還中津街道 旅案内」と題して発行しております。 

残念ながら、こうした成果を今まで充分に情報発信・活用できていません

でしたが、今回ＮＰＯ法人中津まちなみ会さんと総合政策課が毎年共催で

開催している「歴史と浪漫を探訪する会」において、この日田往還道を辿る

催しを１０月２日に開催します 

今回の催しを契機に関係部署と協働で、地域活性化への活用について

検討を進めます。 

山国町の一ツ戸隧道 

 

新大塚町の夏休みのラジオ体操 
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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。 

 
 
 
 

北部公民館避難訓練 

 

編集後記（ひとりごと）  
9 月 11 日に開催された大分県民体育大会の 400ｍ議員リレーにおいて、大塚、千木良議員、松井議

員、山影議員とバトンを繋ぎ、これまでの最高タイム 56 秒 80 で優勝しました。年々、歳を取るんで

すが、今年は体も軽く、一番で駆け抜けました。議員になって 6 回目の出場ですが、毎年この時期が

苦になります。（まさとし） 

 

県政市政報告会 in 耶馬溪 

 

夏休みラジオ体操 

 

中津祇園（諸町） 

 

原水爆禁止平和行進 

 

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
7月1日 （金） 深耶馬「鳶の巣岩」崩落調査
7月2日 （土） 男女共同参画週間記念講演会
7月3日 （日） 北部公民館避難訓練
7月6日 （水） 明蓮寺仏壮交流会

7月10日 （日） 参議院選挙投・開票日、新大塚町自治会役員会
7月12日 （火） 北部校区地域福祉計画策定作業部会
7月14日 （木） 企業誘致研究会視察（伊万里市役所、中国木材㈱など、15日まで）
7月16日 （土） 大塚町秋祭り、北部校区なぎさサロン
7月17日 （日） 県政市政報告会in如水
7月20日 （水） 友好都市交流推進研究会
7月21日 （木） 新大塚町ラジオ体操（8/31まで）、中津祗園（24日まで）
7月25日 （月） 九州横断非核平和行進
7月26日 （火） 議員ソフトボール練習、北部校区地域福祉計画策定作業部会
7月28日 （木） 道路の転落防止工事の調査
7月31日 （日） 県政市政報告会in山国、県政市政報告会in耶馬溪
8月1日 （月） 後期高齢者医療広域連合議会定例会
8月5日 （金） 日田往還現地調査・打合せ
8月7日 （日） 地元納涼盆踊り大会の 練習、長女の結納式
8月8日 （月） 厚生委員会視察（福知山市、舞鶴市、明石市、尾道市など、10日まで）

8月11日 （木） 初盆家庭参り（13日まで）
8月14日 （日） 新大塚町納涼盆踊り大会
8月16日 （火） 議員ソフトボールの練習、自治体議会課題検討会議
8月18日 （木） 島根県中山間地域研修センター研修（19日まで）
8月20日 （土） 沖縄平和の旅（22日まで）
8月23日 （火） 議員ソフトボール・リレーの練習、北部校区地域福祉活動計画作業部会
8月25日 （木） 9月議会招集、一般質問・代表質問受付開始、議会運営委員会
8月27日 （土） 大分・熊本地震現地調査（28日まで）
8月28日 （日） 鶴市花傘鉾祭り直会
8月29日 （月） 県政市政対策会議、民生委員推薦会
8月30日 （火） 会派打ち合わせ、国土交通省打ち合わせ（日田往還）
8月31日 （水） 9月議会議会運営委員会、会長会、議員ソフトボールの練習試合
9月1日 （木） 9月議会開会、一般質問、代表質問打ち合わせ
9月3日 （土） 青年会議所講演会「新・観光立国論」
9月5日 （月） 中津市行財政改革推進委員会
9月8日 （木） 9月議会議案質疑

9月10日 （土） 県体議員ソフトボール
9月11日 （日） 県体400ｍ議員リレー
9月13日 （火） 常任委員会（文教経済）、北部校区地域福祉計画作業部会
9月14日 （水） 常任委員会（厚生、建設農林水産）
9月15日 （木） 自治労大分県本部定期大会
9月17日 （土） 北部校区なぎさサロン、北部校区防災訓練実行委員会
9月18日 （日） 国指定豊前蛎瀬神楽祝賀会・湯立神楽、新大塚町長寿を共に祝う会
9月19日 （月） 八面山音楽祭「泉谷しげるコンサート」
9月20日 （火） 9月議会委員長報告、質疑、討論、採決、代表質問
9月21日 （水） 9月議会一般質問、中津青年会議所講演会「コミュニティーデザイン」
9月22日 （木） 北部校区防災訓練実行委員会
9月23日 （金） 9月議会一般質問
9月24日 （土） 中津南高32回生還暦前同窓会実行委員会
9月25日 （日） 新大塚広場、道路清掃活動
9月26日 （月） 9月議会一般質問
9月28日 （水） 9月議会自由討論
9月29日 （木） 中津市戦没者追悼式
9月30日 （金） 9月議会最終日
10月4日 （火） 決算委員会（7日まで）

県体 400ｍ議員リレー 
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