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“来年 7 月から、中学生まで子ども医療費を無償化！” 

これまで、議会ごとに一般質問を続けてきた「子ども医療費の無償

化」が、来年 7 月から実現することが決まりました。 

これは、昨年 12 月、中津市議会として『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、子ども医療費の無償化の実現を求めてきた成果だと言えます。 

保護者の皆様方には一部自己負担がありますが、実施後の医療費の伸びや市の財政状況等

を踏まえ、完全無償化を求めて行きたいと考えています。 

 

■９月定例議会で決まったこと。【抜粋】 

第 3 回定例市議会（9 月議会）は、9 月 1 日から 10 月 3 日の 31 日間開催されました。 

平成 30 年度一般会計補正予算等の予算議案 7 件、条例議案 9 件、その他議案 3 件、人

事案件 4 件、報告案件 5 件、請願 1 件、意見書 5 件、決議 1 件、平成 29 年度一般会計等

の決算認定議案 14 件の計 49 件が上程されました。意見書 3 件を否決、請願 1 件、決算認

定 14 件を継続審査とし、それ以外の議案は原案通り可決しました。 

 

１．平成 30 年度一般会計補正予算（第 3 号）；補正額 2 億 5,645 万円 

（補正後予算額 412 億 2,601 万円 ） 

□ふるさと中津応援寄付金推進事業；3,696 万円 

・寄付件数の増加を図るためのインターネット広告料の増額 

・寄付の見込増に伴う返礼品発送経費、決済手数料の増額 

・ふるさと納税の寄付金増額が見込まれるため積立金を増額 

（4,000 万円⇒1 億円） 

□観光宣伝活動事業：493 万円 

・耶馬溪金吉の土砂災害に伴う風評被害の早期払拭のため、県外 

での観光 PR 活動やインターネット広告、イベント等を行う。 

□公共施設等総合管理計画推進事業；639 万円 

・公共施設（482 ｹ所）の利用状況を踏まえ、維持管理費や建替え

費用等のライフサイクルコスト、費用対効果分析を行い、施設

の存続や廃止、統廃合の方針を策定する。 

中津市議会議員 大塚 正俊 

まちづくり 通 信 
発行；大塚 正俊     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/  

ふるさと納税返礼品の一部 

 

mailto:masatoshi@m-ohtsuka.com
http://www.m-ohtsuka.com/
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□危険ブロック塀等除却事業；140 万円 

 ・個人所有等の危険性の高いブロック塀等の解体費用の一部を補助 

 ・補助率；補助対象経費の 1/2（上限 7 万円） 

※事前に建築指導課に問合せください。 

□地域福祉活動推進事業；30 万円 

・小楠校区の住民型有償サービス立上げに対する補助金 

□子ども医療費助成事業；243 万円 

・子ども医療費の助成対象拡大（小・中学生の通院）に伴うシステム改修等 

□買い物支援事業；750 万円 

・コアやまくに移動販売事業補助金 

・10 月 22 日より山国町内を移動販売車（2 台）で、週 2 回巡回販

売を行う。 

□市民交通安全対策事業；107 万円 

 ・満 70 歳以上の運転免許自主返納者にバス・タクシー共通乗車券

（１万円分）を配布（1 回のみ）、当初予算 200 名分⇒300 名分 

□がけ地近接等危険住宅移転事業；380 万円 

・がけ地崩壊等による自然災害の恐れのある土地からの住宅移転費用を支援する。 

・建物除却費用；上限 80 万円 ・住宅建設助成費用；上限 300 万円 

□観光施設整備事業；377 万円 

・サイクリングロードの下郷宿場のトイレ洋式化工事 

□災害復旧費 

・農地及び農業用施設災害復旧事業（58 件他）；4,935 万円 

・林業用施設災害復旧事業（土砂撤去、修繕等）；2,081 万円 

・道路災害復旧事業（12 件他）；860 万円 

・河川堤防災害復旧事業（12 件）；3,175 万円 

・青の洞門トイレ、サイクリングロード休憩所等災害復旧事業；203 万円 

※昨年 7 月に発生した豪雨災害の復旧に係る工事費等の増額 

 

２．条例の制定、一部改正 

□中津市議会議員及び中津市長の選挙における選挙運動の公費負担 

に関する条例の制定 

・市長選挙や市議会議員選挙の候補者に対して、公職選挙法に基づ

き選挙用自動車や法定ビラ、ポスターの作成費用の一部を公費で

負担するもの。 

・上限額；市長選挙約 102 万円/人、市議会議員選挙約 94 万円/人 

※既に、全国で 90％以上の自治体選挙や大分県知事、県議選挙で 

も公費負担しています。 

 □中津市児童館条例の一部改正 

 ・旧童心会館を建設した村上巧児氏の功績を称え、市内全域から 18 歳未満の子ども達が

利用できるよう、「南部童心児童館」から「村上記念童心館」に名称を改める。 

・平成 31 年 4 月、殿町の旧童心会館跡地に開館予定 

旧耶鉄の下郷駅 

 

移動販売車のイメージ 

 

地元にある危険ブロック塀 

 



2018年 10 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 31号 
 

 3 

 

 □中津市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正 

 ・来年 7 月より、小・中学生の通院に係る医療費を助成するもの 

 ・一部自己負担；1 医療機関で通院 1 回に月 500 円（4 回まで）※5 回目から無料 

 ・今回の制度の導入による助成見込額；1 億 3,300 万円／年間 

  ※一部負担を廃止した日田市では、助成額が 2 倍に急増し、財政を圧迫しているとの事。 

 

３．その他 

 □過疎地域自立促進計画の変更 

 ・有利な起債である過疎債（地方交付税で措置）の対象事業に

「ケーブルテレビの放映に使用する機器購入や無料 Wifi の整備事業」を加える。 

 

４．決議 

 □誰もが安心・安全に過ごすことができる避難所の拡充と機能の充実を求める決議 

・避難所となる小中学校等の体育館、公民館等に、電話回線、テレビ回線、トイレの洋式

化、エアコンの設置、スロープ設置、受水槽に蛇口の設置、非常食、簡易トイレ・ベッ

ト等の備蓄を行うこと等 

 

５．意見書 

・地方自治体における消費者行政の充実・強化についての意見書（可決） 

・平成３１年度税制改正における自動車関係諸税の抜本改革を求める意見書（可決） 

・水道民営化を押し進める水道法改正案に反対する意見書（否決） 

・主要農産物種子法の復活を求める意見書（否決） 

・「特定複合観光施設区域整備法」（カジノリゾート整備法）

の廃止を求める意見書（否決） 

※否決された意見書は、私たちの会派 8 名と共産党 3 名が賛

成しましたが、その他の議員 14 名の反対でした。 

 

９月定例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。 

１．7 月豪雨による浸水被害を踏まえて  

①浸水被害の原因究明と対策 

②下水道雨水対策事業の推進 

③冠水した通学路の安全対策 

④浸水想定区域内にある避難所の見直し 

⑤収容可能な避難所の配置と機能の充実 

２．鉄道を活かしたまちづくり  

①ＪＲ九州と連携したまちづくりに向けて 

②福岡圏域のベッドタウンとしてのまちづくり 

３．子ども医療費の無償化に向けて  

①持続可能な財政運営 
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１．7月豪雨による浸水被害を踏まえて（抜粋） 

〔情勢〕7 月 6 日から 8 日の記録的な豪雨は、西日本各地に土砂崩れや河川の氾濫など甚大な

被害をもたらしました。 

  中津市でも住家被害床下浸水 4 棟、非住家被害床上

浸水 1 棟・床下浸水 1 棟、道路冠水 23 路線、闇無・

新大塚エリア一帯での道路が 30ｃｍ冠水しました。 

豊田、沖代、小楠、北部などの校区で、帰宅者や子

ども達の下校、高齢者等の避難に支障が生じました。 

また、道路が冠水した闇無・新大塚の方は、床上浸

水になるのではないかと不安な一夜を明かしました。 

 

（１）下水道雨水対策事業の推進 

≪質問≫７月の豪雨で、闇無・新大塚町エリアで道路が最大 30.0㎝冠水しました。 

 そこで、今回の道路冠水の状況を踏まえ、早急に角木雨水ポンプ場を整備すべきと考えま

すが如何ですか。 

【答弁】事業計画に基づく角木雨水ポンプ場の整備事業費は、概算で約３０億円が見込まれます。 

整備事業費が高額となるため、降雨想定シミュレーションを考慮し、暫定施設での整備も含めて、

整備方針を検討する必要があります。 

事業着手の時期は、事業認可後の平成３２年度より、まずは測量

等の委託業務の発注となりますが、下水道事業全体の事業費等も

考慮しながら、計画的に整備していきたいと考えています。 

また、今回の降雨量を基にシミュレーションを行った結果を踏まえ、

来年 5月までに新大塚・闇無地区の仮設ポンプの能力を倍増します。 

 

（２）下水道雨水対策事業の推進 

≪質問≫今回の豪雨では、下校時間帯に道路が冠水しました。道路冠水の原因である雨水を

排除する雨水幹線を整備すべきと考えますが如何ですか。 

【答弁】事業認可後の平成３２年度より、下水道事業全体の事業費等も考慮しながら、雨水幹線の

事業効果の高い個所を優先的かつ計画的に整備していきたいと考えています。 

 

（３）収容可能な避難所の配置と機能の充実 

≪質問≫中津市は、7月 6日 12 時 15分に旧下毛地域に避難勧告、17時 30分に避難指示を

発令しました。同日 17時 10分、中津地域に初めて避難準備情報・高齢者等避難開始を発

令し、避難所 13箇所を開設しました。 

しかし、旧中津では、公民館等の一次避難所や二次避難所である小中学校の体育館を含

めてもすべての住民を受け入れることは困難です。そこで、避難所の数を増やす必要があ

ると考えますが如何ですか。 

 

【答弁】避難所は、構造・管理等、様々な調整が必要であり、基本的には、公共施設を中心に指定を

行っています。避難所を増やしたいところですが、現時点では、適当な施設がないのが実情です。

そのため、一時的に避難を行う避難場所として、民間施設と順次協定を進めているところです。 

新大塚・闇無地区の仮設ポンプ 

 

7月 7日午前 6時の浸水状況 
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≪質問≫二次避難所となる体育館の機能を充実するため、エアコン

や電話・テレビ回線の設置、トイレの洋式化、スロープ・受水槽

に蛇口の設置、非常食等の備蓄を行うべきと考えます。また、旧

下毛の地区公民館にテレビを設置すべきと考えますが如何ですか。 

【答弁】避難所となる体育館や地区公民館の避難所機能の充実について

は、これらの機能全てを整備することは難しいところもあるので、出来る整

備から方法等を検討しながら、進めていきたいと考えています。 

 

２．鉄道を活かしたまちづくり（抜粋） 

〔情勢〕昭和 40 年・50 年代、中津駅前には大きな駐輪場があり、北九州や博多の通勤者で賑

わっていた様子を覚えています。企業誘致は雇用の場の確保につながりますが、大卒者の雇

用の場が少ないのが現状です。その働き先を北九州や博多に求めることも地方創生につなが

ると考えています。 

 

（１）福岡圏域のベッドタウンとしてのまちづくり 

≪質問≫ダイヤ改正で不便となった今津、東中津駅利用者の利便性

向上と通勤者を増やすために、豊田町駐車場の開所時間を通勤者

が利用できる時間帯に変更し、駐車場料金の減免措置を導入すべ

きと考えますが如何ですか。 

【答弁】公共駐車場に関しては、当然ながら利用実態を踏まえ、市民ニーズに

対応した運営を求められます。しかしながら、現在、豊田町駐車場の定期利用に空きはないことか

ら、利用時間の延長、料金の減免制度の導入等を検討する時ではないと考えます。 

 

≪質問≫それでは、市として普通電車や快速電車の減便対策、北九州等への通勤者を増やし

ていく対策をどのように考えているのか伺います。 

【答弁】総合計画にも示しておりますように、高速道路網等の整備が進み、地理的優位性を活かした

視点を持って、広域的に様々な政策を進めて行きます。 

ただし、ＪＲ利用者や北九州地域への通勤者に限定した支援等は、公平性を欠くものと推測され、

困難と考えます。 

 

３．子ども医療費の無償化に向けて（抜粋） 

（１）持続可能な財政運営 

≪質問≫今回の 9月議会に、中学生までの通院にかかる子ども医療費の助成に関する条例の

一部改正とシステム改修等に要する経費が計上されています。 

子ども医療費の無償化の実施にあたり、単年度のみの財政負担でなく、将来的な見通し

を考えていかなければなりません。そこで、市の財政推計との整合性について伺います。 

【答弁】現在進めている「行政サービス高度化プラン」を推進し、自主財源の確保、事務事業の見直

し、経費節減等の取り組みを強化することで財源を確保し、健全な財政運営を行っていきます。 

また、本事業費は来年度から本格的な予算措置を行う見込みであり、子ども医療費の助成拡

大による影響額や現時点では算定が困難な来年 10月から予定されている消費税引き上げに伴う

影響額も含んだ財政推計を、平成 31年度予算成立後に見直しを行います。 

中津体育センター（豊田町） 

 

市営豊田町駐車場 
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鶴市花傘鉾（大塚町） 

 

活動日誌 主な活動の一部をご紹介します。              

 

 

 

 

自治研集会レポート発表 

 

新大塚町夏休みラジオ体操 

 

中津祇園（諸町） 

 

県体リレー5 位入賞 

◆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） 9 月に 2 人目の孫ができました。来年は「桃の節句」、「端午の節句」を迎

えます。4 月には私の選挙がありますが、初節句は子どもの健やかな成長を願う大切な赤ちゃんイベント

なので、何とか時間をとってお祝いをしたいと思います。（まさとし） 

県体議員ソフト優勝 

 

長寿をともに祝う会 

 

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
7月3日 （火） 市議会総務企画委員会協議会
7月4日 （水） 働く女性の集会（テーブルマナー）
7月7日 （土） 北部校区の浸水被害調査
7月8日 （日） 新大塚町自治会役員会
7月10日 （火） 北部校区防災士協議会役員会
7月13日 （金） 九州地連自治体議員連合学習会（14日まで、鹿児島市）
7月14日 （土） 耶馬溪災害復興芹洋子チャリティーディナーコンサート
7月15日 （日） 新大塚町防犯パトロール、第10回職人フェスティバル2018
7月17日 （火） 会派新生市民クラブ先進地現地調査（19日まで、金沢市、七尾市、富山市）
7月20日 （金） 地方自治研究大分県集会（21日まで、津久見・臼杵市）
7月21日 （土） 新大塚町夏休みラジオ体操（8/25まで）、北部校区なぎさサロン
7月23日 （月） 中津耶馬溪観光協会と総務企画委員会との意見交換会
7月25日 （水） ＮＰＯ法人なかつ耶馬渓活き域きネット理事会
7月26日 （木） 中津祇園（29日まで）
7月30日 （月） 総務企画委員会先進地現地調査（8/1まで、三条市、長岡市、燕市）
8月4日 （土） 県政市政報告会in山国、本耶馬渓、平成会8月例会
8月6日 （月） 平和の鐘祭り、会派打ち合わせ
8月9日 （木） 8・9反核平和集会、なかつ寺町とうろう祭り
8月10日 （金） 中津市地方自治研究センター総会・ミニ研
8月13日 （月） 西谷温泉火災現場の現地調査
8月14日 （火） 新大塚町納涼盆踊り大会
8月16日 （木） 市町村アカデミーＯＢ研修会（18日まで、鹿児島市、指宿市）
8月18日 （土） 北部校区なぎさサロン
8月19日 （日） 新大塚町人権研修会、防犯パトロール、中津市防災士協議会設立総会
8月20日 （月） 9月議会一般質問通告、会派打ち合わせ
8月21日 （火） 伊方原発再稼働反対街宣行動
8月25日 （土） 鶴市花傘鉾まつり巡行（大塚町）
8月26日 （日） 鶴市花傘鉾まつり直会
8月27日 （月） 9月議会招集告示、9月議会代表質問、一般質問打ち合わせ
8月28日 （火） 県政市政対策会議、北部校区防災士協議会研修会・役員会
8月30日 （木） 議会運営委員会、北部公民館まつり企画委員会
8月31日 （金） 野生鳥獣による農林水産物被害の軽減に向けた研修会
9月1日 （土） 耶馬溪にっぽん酒をつくる会稲刈り
9月3日 （月） 9月議会開会
9月5日 （水） 県体に向けた議員ソフトボール練習試合、結団式
9月9日 （日） 大分県民体育大会　400ｍ議員リレー　5位入賞
9月10日 （月） 大分県民体育大会　議員ソフトボール　優勝
9月12日 （水） 9月議会代表質問
9月13日 （木） 9月議会一般質問
9月14日 （金） 9月議会一般質問
9月15日 （土） 北部校区なぎさサロン、米山町六三会と平成会親睦グラウンドゴルフ大会
9月16日 （日） 新大塚町長寿をともに祝う会、新大塚町防犯パトロール
9月17日 （月） 大塚町敬老の日の集い
9月18日 （火） 9月議会一般質問
9月19日 （水） 「9・19戦争法可決を忘れまい」政治学習会
9月21日 （金） 9月議会議案質疑、県体議員リレー解団式
9月23日 （日） 新大塚町広場・道路清掃活動
9月25日 （火） 9月議会常任委員会傍聴（厚生環境）
9月26日 （水） 9月議会常任委員会（総務企画）
9月29日 （土） 中津南高同窓のつどい
10月1日 （月） 9月議会自由討議
10月2日 （火） 北部小学校運動会、ＮＰＯ法人中津まちなみ会例会
10月3日 （水） 9月議会最終日

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

