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“東日本大震災から 7 年。あの 3・11 を忘れまい！” 

2011 年 3 月 11 日、午後 2 時 45 分、三

陸沖で発生したマグニチュード 9.0 の東北

地方太平洋沖地震により未曾有の大災害

が引き起こされてから、7年が経ちました。 

時間の経過とともに私たちの心の中で

風化していないでしょうか。 

震災から 6 年半以内に震災関連死で亡

くなられた方が 3,647 名。現在、約 7 万 5

千人の方が避難生活を送っています。 

この現実を忘れずに、防災・減災の推進

に向けて、取り組んで参ります。  

 

■２･３月定例議会で決まったこと。【抜粋】 

第 1 回定例市議会（2･3 月議会）は、2 月 20 日から 3 月 23 日の 32 日間開催されました。

平成 30 年度一般会計予算等の予算議案 26 件、条例議案 31 件、その他議案 10 件、人事案

件 3 件、報告案件 4 件、意見書 3 件、請願 1 件の計 78 件が上程され、請願 1 件を除き原

案通り可決しました。 

 

１．平成 29 年度一般会計補正予算；補正額△6 億 9,007 万円 

（補正後予算額 432 億 4,704 万円 ） 

 

□中学校施設大規模改造事業；１億 1,753 万円 

・豊陽中学校教室棟の大規模改修工事 

 □中学校トイレ改修事業；6,000 万円 

 ・本耶馬渓、山国中学校のトイレの洋式化工事 

□小学校トイレ改修事業；9,630 万円 

・大幡、山口、城井小学校のトイレの洋式化工事 

 □幼稚園施設長寿命化改良事業；7,260 万円 

・鶴居幼稚園の大規模改修工事 
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２．平成 30 年度一般会計予算；予算額 407 億 4,606 万円（前年度対比 2.43％減） 

 

□緊急告知 FM ラジオ支給事業；1,404 万円 

・旧中津地域の 65 歳以上の世帯に対し、防災用緊急告知 FM ラ

ジオを貸与（2,000 台） 

□無線 LAN システム普及支援事業；1,871 万円 

・災害時の情報を効果的に受発信できるよう公民館、コミュニ

ティーセンター等の指定避難所に無線 LAN を設置（34 か所） 

□防災啓発事業；165 万円 

・防災士協議会加入の防災士に、帽子・ベストを貸与する経費 

・5,000 円×330 名分 

※自主防災組織の避難訓練等の実施に向けて、企画・立案段階

から市が積極的に係わることを求めました。 

 

□子育てホットクーポン活用事業；1,123 万円 

・出生時に、一時預かり事業、インフルエンザ予防接種等に使用できるクーポンを配布 

・第 1 子；1 万円、第 2 子；2 万円、第 3 子；3 万円（拡充） 

※3 歳まで利用可能 

□新生児聴覚検査事業；295 万円 

・聴覚障害の早期発見を行うため新生児の聴覚検査費用を助成 

（2,500～5,000 円／回・人、新生児 800 人分） 

□放課後児童健全育成事業；1 億 9,212 万円 

・2 クラブを新設（北部校区、菜の花児童クラブ）、計 32 クラブ 

□児童福祉施設整備事業；1 億 1,525 万円 

・大幡児童クラブの教室を整備、鶴居校区の新設児童クラブの整備に対する補助 

□保育士等奨学金返還支援事業；60 万円 

・市内の私立保育園等に勤務する保育士の奨学金返還に対する

補助（上限；5,000 円／月×5 年間） 

 

□学習交流施設整備事業；1 億 1,238 万円 

・殿町の歴史民俗資料館の耐震・改修工事を行い、学習交流施

設として活用 

□学童フッ化物洗口事業；206 万円 

・市内の全小学校において、希望者にフッ化物洗口を実施 

□部活動指導専門員設置事業；239 万円 

・中学校に部活動の指導を行う職員（4 名）を配置 

□高齢者免許証自主返納支援事業；213 万円 

・70 歳以上の運転免許証自主返納者に対して、 

1 万円相当の交通チケットを配布 

※お店や病院等が遠い地区の方のために、バス  

等の公共交通の充実、補助をするよう求めました。 

歴史民俗資料館 

新生児の聴覚検査 

防災士帽子とベストのイメージ 
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□犯罪被害者遺族・障害見舞金事業；40 万円 

・被害者又は遺族に見舞金を支給（死亡 30 万円／1 件、

傷病又は疾病 10 万円／1 件） 

・生活環境課に相談窓口を設置、相談員 2 名を配置 

□買い物支援事業；624 万円 

・山国町内を巡回する移動販売車を運行 

□街路灯整備事業；4,033 万円 

・市の管理する街路灯を H30 年度に全て LED 電灯に交換 

□空き家等実態調査事業；990 万円 

・市内に存在する空き家の分布や個別の状況等の実態調査 

□内水ハザードマップ作成事業；1,300 万円 

・雨水排水対策を進めるための内水ハザードマップを作成 

□雨水全体計画策定事業；1,350 万円 

・浸水防止のため雨水幹線、ポンプ場等の整備計画を作成 

※雨水幹線の整備には時間と費用がかかるため、ポンプ

場を分散配置するように求めました。 

 

□中津玖珠日本遺産推進事業；3,002 万円 

・ホームページ作成、多言語説明看板、観光サイン設置、

多言語パンフレット作成など 

□宮永角木線街路事業；1 億 5,250 万円 

・家屋調査 5 件、土地購入約 1,000 ㎡、家屋補償 4 件 

※早期に完成を目指すこと、道路の高質化及びスーパー

金枝前交差点に信号機を設置するように求めました。 

 

□三沢住宅建替事業；2 億 1,219 万円 

・本体建築工事（1 棟 12 戸）、工事管理委託 

□永添運動公園整備事業；2 億 6,210 万円 

・人工芝グラウンド周辺整備、ナイター照明設置、交流広

場整備、第 2 駐車場整備工事 

□クライミングウオール整備事業；4,000 万円 

・ダイハツ九州アリーナ西側外壁にクライミングウオー

ルを設置（高さ 13ｍ） 

□和田コミュニティーセンター建設事業；2,524 万円 

・造成に係る実施設計、造成工事費 

□大幡小学校グラウンド改修事業；715 万円 

・測量設計委託 

□北部幼稚園改築事業；1,863 万円 

・舗装、植栽、フェンス等の外溝工事  

※園舎の建築に係る工事費（1 億 3,198 万円）は確保

されており、国からの内示後に工事を発注予定です。 

移動販売車のイメージ 

内水氾濫のイメージ 

建物の移転、解体が進む宮永角木線 

加須市民体育館のクライミングウォール 

道路の反対側に移転する北部幼稚園 
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３．条例の制定・一部改正 

□犯罪被害者等支援条例の制定 

・犯罪被害者等の相談窓口の設置や見舞金の支給等の支援を推進するために制定 

 

□体育施設条例の一部改正 

・新たに整備している永添運動公園の人工芝多目的グ ラウンドの使用料を定めるもの 

・中学生以下 610 円/時間、一般 1,230 円／時間 

 

□介護保険条例の一部改正 

・平成 30 年度より介護保険料の見直しを行う 

・現行 5,000 円⇒5,700 円／月 

※所得によって保険料の額は異なります。 

 

□中津市議会議員定数条例の一部改正 

 ・来年 4 月に予定される市議会議員選挙の定数を 24 名（現行 26 名）とするもの。 

 

４．請願（不採択） 

□川内・伊方・玄海原発事故への備えとして安定ヨウ素

剤の市民への事前配布を求める請願 

・原発において重大事故が起きた時に、放射性物質から

住民の命を守る最低限の備えとして、安定ヨウ素剤を

事前配布するように、国、県、市に働きかけること。 

 

 

２・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。 

１．中学生の制服等の価格の低減に向けて 

①制服等の購入価格と指定販売店の実態 

②公正取引委員会からの指摘に対する教育委員会の対応 

２．障がいを持った人に寄り添うまちづくり 

①その子に合った、一番の学びを 

②誰でも読みやすい書類づくり 

３．子ども医療費の無償化に向けて  

①予防医学の充実 

②医療機関の適正な利用に向けて 

③無償化を実施した場合の財政見通し 

④実施時期は 

４．より優秀な職員の確保に向けて  

①より優秀な人財の確保に向けて 

 

篠山市で配付されている安定ヨウ素剤 
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１．中学生の制服等の価格の低減に向けて（抜粋） 

〔情勢〕昨年 11 月、公正取引委員会は、公立中学校の制服取引に関する調査結果を公表しま

した。H28 年の平均販売価格は男子用で 33,000 円と前年に比べて 5,000 円上昇。長年

にわたり制服メーカーの指定見直しなどを行っていない点が背景にあると指摘しました。 

   公正取引委員会は調査結果を全国の学校関係者に周知し、安価で良質な制服を買えるよ

うな対応をしてほしいと要望しています。 

（１）公正取引委員会からの指摘に対する教育委員会の対応 

≪質問≫指定店で販売されている市内中学校の制服等の販売価格につ

いて伺います。 

 

【答弁】公正取引委員会の調査による平成２８年度の制服の全国平均は、男

子が３３，０００円（中津市内の最安値 19,000～23,000 円）、女子が３２，

０００円（同 27,400～29,500円）となっており、中津市は全国平均より安くなっています。 

 

≪質問≫市内で売られている学生服は同一店舗でも 19,000円から 34,000円の価格帯の商品

が 4 種類あります。仮に 34,000 円の商品しかお店に展示しなければ、それ買うしかあり

ません。教育委員会として、指定店がいくらの学生服を販売するのかまで、指定の段階で

関与する必要があると考えます。 

そこで、制服メーカーや指定販売店等のコンペ方式等の導入について伺います。 

 

【答弁】現在、中津市では、制服メーカーや指定販売店等のコンペ方式等の導入は行っていません

が、販売店を公募することにより競争性は確保できていると考えています。今後とも生徒指導の観

点や保護者等に安価で良質な制服が提供されるよう努めていきたいと思います。 

 

≪質問≫ネットショップでは、標準型学生服認定基準を満たした認証マーク付き男子学生服

や T 社のセーラー服が 15,000 円程度で購入できます。そこで、インターネットで購入で

きるよう、各学校の制服の仕様を保護者への配付できないか伺います。 

 

【答弁】販売店の指定は、価格の低下だけでなく生徒指導や秩序維持の観点から保護者等が安心し

て購入できる良質な制服の提供を目的としており、ネット購入については、その様な事がクリアでき

るのかが課題であり、今後確認したいと思います。 

 

２．障がいを持った人に寄り添うまちづくり（抜粋） 

〔情勢〕文部科学省の調査によると、普通教室における発達障害の

児童生徒は全体の 6.5％、40 人学級の場合、クラスに 2～3 人、

読み書きが苦手で学習障害の疑いのある児童生徒は全体の 4.5％、

40 人学級で 1～2 人にその可能性があると言われています。 

（１）その子に合った、一番の学びを 

≪質問≫読み書きが苦手な子どもへの対応として、デイジー教科書（教科書の内容をデジタ

ル化して、パソコンなどで文字の拡大・色強調、音声再生などを同時に行える教材）やタ

ブレット、拡大教科書、ふりがな教科書等を活用してはどうかと考えますが如何ですか。 
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【答弁】児童生徒に困りがあれば、特別支援学校コーディネーターから適切な助言を受け、その子の

状態に応じた支援を行ったり、教育補助員が教科書の漢字にふりがなを付けたり等、必要な支援

を行っています。 

今後とも、本人の障がいの状態、本人や保護者の願い等、十分に受け止めながら、必要があれ

ば県と連携しながら対応を考えたいと思います。 

 

（２）誰でも読みやすい書類づくり 

≪質問≫昨年 10 月より、障害のある方や老眼の方にも優しいユニバーサルデザイン（UD）

書体が Windows10に標準搭載されています。市の配付文書、計画書、報告書等を読みやす

くするために、この UD 書体の導入や文字フォントの拡大（12ｐ以上）が必要と考えます

が、如何ですか。 

 

【答弁】市報は、昨年 11 月からユニバーサルデザイン（UD）

書体を導入しています。一方、公用パソコンに UD 書体を

導入するには経費がかかるため、現状においては書体よ

りもフォントの大きさなどで対応したいと考えます。 

   また、計画書やポスターの印刷を外注する場合は、で

きるだけ UD書体に変換して印刷するようにしていきます。 

 

３．子ども医療費の無償化に向けて（抜粋） 

〔情勢〕昨年 12 月議会において、『医療関係機関等の協力を得て、予防医学の拡充及び経済的

支援を要する児童・生徒に対する医療費の無償化を実施するとともに、段階的に対象の拡大

を行うことを求める決議』を行い、市長に「子ども医療費無償化の早期実現」を求めました。 

（１）予防医学の充実 

≪質問≫予防医学の拡充と啓発は、感染症の減少など医療経済効果につながることが明らか

となっています。そこで、予防接種等の予防医療の

拡充（おたふくかぜの 2回目、水ぼうそう、B型肝

炎などへの助成拡大）について伺います。 

 

【答弁】ヒブや肺炎球菌、麻しん・風しんなどの定期予防接

種に加え、昨年度からロタ・おたふくかぜ、今年度からイ

ンフルエンザの予防接種費用を助成するなど、予防医

療の充実を図っています。今後も、小児における予防接

種の拡充に努めていきたいと思います。 

 

（２）無償化を実施した場合の財政見通し 

≪質問≫第 3期行財政改革 5カ年計画における財政推計見通しでは、H33年度の財政調整基

金残高は、25 億 8,100 万円となっています。この財政推計のままで子ども医療費の無償

化を実施した場合、市の財政は非常に厳しくなると考えます。 

  そこで、持続可能な財政運営を執行するため、子ども医療費の無償化を考慮した場合の

財政推計の見通しを立てる必要があると考えますが、如何ですか。 
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【答弁】現行の試算では、必要な経費は年間１億 6,800万円となっていますが、国・県補助金の見込

みもなく、地方交付税が縮減されていく一方で、更に今後、子育て関連の扶助費の伸びが予想さ

れる中、全額一般財源で対応することは、非

常に厳しいものと捉えています。 

   財政推計の見直しは、毎年度、当初予算

成立後に見直しを行っていますが、子ども医

療費の無償化を検討する際には、単年度の

みの財政負担でなく、制度としての継続性を

確保できるか、将来的な見通しを考えていか

なければならないと考えています。 

 

（３）実施時期は 

≪質問≫来年 4 月に市議会議員選挙、10 月には市長選挙が予定されています。議会の総意

として決議を提出しているわけですから、子ども医療費の無償化を選挙の争点にすべきで

はないと考えます。そこで、実施時期について伺います。 

 

【答弁】子ども医療費の無償化の実施にあたって、予防医療の全体像や財政上の問題等を十分検

討し、取り組む必要があることから、相応の準備期間が必要です。また、導入にあたってのシステ

ム改修に 6 ヶ月ほどかかります。今後、実施時期も含めて総合的に検討していきます。 

 

４．より優秀な職員の確保に向けて（抜粋） 

〔情勢〕全国的には、景気回復で民間企業の人気が高まり、公務員の受験者が減少し、合格後

の採用辞退も目立っています。今、民間企業や国・県・他市の自治体と優秀な人材を巡っ

て獲得競争を展開しなければならない現状にあります。 

これから人材が不足するという状況下で、より優秀な人財の確保に向けて、試験制度の見

直しや給与水準の引上げ、人財の育成等、他市に負けない制度の導入が必要となっています。 

（１）より優秀な人財の確保に向けて、 

≪質問≫中津市における職員採用試験の応募倍率と合格者数、

採用者数（2007年、2017年採用）を伺います。 

 

【答弁】事務職の採用実績として、平成１９年度の採用試験は、募集

１１名に対し応募者数６１２名、倍率５５．６倍、合格者数、採用者数ともに１１名です。 

平成２９年度は、募集２１名に対し応募者数２６９名、倍率１２．８倍、合格者数１５名、採用予定

者数１３名（合格通知後、辞退者２名）です。 

 

≪質問≫優秀な職員を採用するためには、早期募集・試験を実施すべきと考えますが、平成

31年度市職員採用の募集の時期について伺います。 

 

【答弁】現在のところ、今年度と同様に春及び秋の２回の採用試験実施を予定しています。試験の応

募期間について、今年度実績は、春の採用試験は３月２７日から４月２６日、秋の採用試験は７月

１８日から８月２２日でした。 

中津市における基金（預金）残高の推計 
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種子島宇宙センター視察 

 

活動日誌 主な活動の一部をご紹介します。              

北部校区なぎさサロン 

 

新大塚町自治会総会 

 

どんど焼き 

 

大塚後援会市政報告会 

 

◆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。 

編集後記（ひとりごと） 2 月 23 日、初孫ができました。「孫は目に入れても痛くない」と言われる

ように、とっても可愛い宝物のような存在です。子育てのプレッシャーを感じずに接することができるの

で、子どもの可愛さを存分に実感できるんでしょうね。（まさとし） 

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
1月2日 （火） 地元平成会新年互礼会
1月5日 （金） 中津商工会議所賀詞交換会
1月7日 （日） 中津市成人式、9条改正No！署名活動

1月10日 （水） 市議会情報通信技術推進（ICT）特別委員会、会派会長会
1月11日 （木） 中津市自治研究センター理事会＆ミニ研
1月13日 （土） 県政市政報告会in大幡、北部校区なぎさサロン役員会
1月14日 （日） 中津消防団出初式、大塚町自治会初寄り総会
1月16日 （火） 個店魅力アップ研修（魅力ある店づくり研修）・成果発表会、明蓮寺御正忌
1月17日 （水） 北部小学校の通学路（西蠣瀬町）の舗装工事要望書提出
1月20日 （土） 北部校区なぎさサロン（市政報告）
1月21日 （日） 新大塚町自治会総会、東西蛎瀬自治会総会、米山町自治会総会
1月23日 （火） 終末処理場環境整備事業地元説明会
1月26日 （金） 北部校区自治委員会新年互礼会
1月27日 （土） 市民と議会とのつどいin沖代、どんど焼き竹きり
1月29日 （月） 県政市政報告会in沖代
2月1日 （木） 大分県地方自治研究センター学習会（地方財政セミナー）
2月2日 （金） 発達障害児支援センター「コンパス中津スイート」現地調査
2月3日 （土） 諸町景観まちづくり協議会視察研修（尾道市、竹原市、４日まで）
2月6日 （火） 市議会会派現地視察（鹿児島市、南九州市、西之表市、８日まで）

2月10日 （土） トクノスクール in 耶馬渓、県教組中津支部臨時大会
2月11日 （日） 議員定数問題等を考える市民との意見交換会、新大塚町どんど焼き
2月12日 （月） 中津市ボランティア連絡協議会「つどい」
2月14日 （水） 市長と新大塚自治会役員の意見交換会、日田往還（中津街道）現地調査
2月15日 （木） 県政市政対策会議、3月議会議会運営委員会、会長会
2月16日 （金） 市長と米山自治会役員の意見交換会、社民党中津支部幹事会
2月18日 （日） NPOなかつ耶馬渓活き域きネット現地研修（長崎、島原19日まで）
2月20日 （火） 3月議会開会、議案質疑通告、地方財政学習会、北部校区防災士会
2月21日 （水） ICT推進特別委員会、市道西蠣瀬大塚線の立会い
2月23日 （金） 中津商工会議所「観光セミナー」、市役所退職予定者激励集会
2月25日 （日） 大塚まさとし後援会市政報告会＆励ます集い
2月26日 （月） 3月議会一般質問（1日目）、総務企画委員会、北部小創立記念日懇親会
2月27日 （火） 3月議会一般質問（2日目）、宮永角木線事業説明会、会派打ち合わせ
3月1日 （木） 3月議会一般質問（3日目）
3月2日 （金） 城北中学校卒業式
3月4日 （日） 北部公民館横の防火水槽の掃除
3月5日 （月） 3月議会一般質問（4日目）、議会運営委員会、会派打ち合わせ
3月8日 （木） ICT推進特別委員会現地視察（杵築市議会）
3月9日 （金） 3月議会議案質疑（1日目）、会派会長会

3月11日 （日） 3・11を忘れない脱原発平和集会、新大塚町自治会役員会
3月12日 （月） 3月議会議案質疑（2日目）、大塚地区道路整備要望、会派打ち合わせ
3月13日 （火） 3月議会常任委員会（総務企画）
3月14日 （水） 3月議会常任委員会（厚生環境）
3月15日 （木） 3月議会常任委員会（厚生環境）、ICT推進特別委員会
3月17日 （土） 耶馬溪にっぽん酒をつくる会直会
3月19日 （月） 3月議会自由討議、全員協議会（議員定数）、会派打ち合わせ
3月20日 （火） 北部小学校卒業式、北部公民館長送別会
3月23日 （金） ３月議会委員長報告、質疑、討論、採決、市議会と執行部の親睦会
3月24日 （土） 地元平成会定期総会、中津城二ノ丸公園桜まつり点灯式
3月25日 （日） 山移小学校閉校記念式典
3月26日 （月） 日田往還（中津街道）現地調査
3月28日 （水） 子ども神輿祭りお囃子の練習（30日まで）

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

