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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、皆様方の温かいご支援とお力添えにより、2014 

票（第 3位）という上位の成績で 3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いっぱいです。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。 

令和元年。くらし・いのち・みらいを守るため、

全力投球して参りますので、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 

 

■令和元年第 1 回（６月）定例議会で決まったこと。【抜粋】 

第 1 回定例市議会（6 月議会）は、6 月 7 日から 7 月 5 日の 29 日間開催されました。 

令和元年度一般会計補正予算等の予算議案 2 件、条例議案 14 件、人事案件 6 件、報告

案件 18 件、意見書 4 件の計 44 件が上程され、原案通り可決しました。 

 

１．令和元年度一般会計補正予算（第 2 号）；補正額 2 億 1,399 万円 

（補正後予算額 421 億 3,203 万円 ） 

□介護保険事業特別会計繰出金；5,965 万円 

・消費税率の引上げにかかる低所得者への軽減措置（減額対象者；10,489 人、被保険者

の 43.5％） 

□児童福祉運営事業；145 万円 

・10 月からの幼児教育無償化に伴うシステムの更新 

□農業振興事業；300 万円 

・耶馬溪町旬彩館に軽減税率対応レジスター（2 台）、ラベルプ

リンター、パソコン、入荷・販売管理システムの更新 

□プレミアム付商品券事業； 1 億 3,931 万円 

・消費税率引上げが低所得者や子育て世帯の消費に与える影響

を緩和し、地域の消費を喚起、下支えする。国の補助金として全額が市に交付される。 

中津市議会議員 大塚 正俊 
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①商品券を購入できる人（対象者） 

・0～3 歳半の子供がいる世帯 

（2016 年 4 月 2 日～2019 年 9 月 30 日生） 

・住民税非課税世帯（年収約 260 万円未満） 

②プレミアム商品券の対象者一人あたりの上限額；

20,000 円分（額面 25,000 円） 

・1 枚「額面 500 円（価格 400 円）」で 10 枚 1 セット（4,000 円）で販売。最大 5 セ

ットまで購入可能 

③販売は、中津商工会議所や商工会で行う予定。 

④有効期間は、2019 年 10 月 1 日～2020 年 2 月 28 日までの予定 

⑤商品券を使える場所は、中津市内の小売店舗（今後、登録店を募集） 

⑥低所得者世帯には 8 月中に申請書を郵送。子育て世帯は 9 月中に引換券を郵送予定 

 

２．条例の制定、一部改正（抜粋） 

 □障害者の利用にかかる公の施設の使用料等の減免に関す

る条例の制定 

・10月1日から障がい者又はその介助者の公共施設使用料、

入館料等を減免するもの 

・歴史博物館、福沢記念館等の入館料；全額 

・駐車場・温泉施設・プール・スケート等の使用料等；半額 

□消費税の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定 

・市の施設の使用料、手数料等の見直し（消費税 10％分を転嫁） 

□介護保険条例の一部改正 

 ・消費税率の引上げにかかる低所得者（世帯全員が市民税非課税）への負担軽減（令和元

年度から 2 年度） 

 

３．意見書 

 ①地方財政の充実・強化を求める意見書 

②教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書 

 ③大分自動車道及び東九州自動車道の濃霧対策に関する意見書 

 ④新たな過疎対策法の制定に関する意見書 

 

４．人事案件 

□中津市職員懲戒審査委員会委員の選任（5 名） 

 □中津市固定資産評価員の選任（1 名） 

 

■令和元年第１回（５月）臨時市議会で決まったこと。【抜粋】 

１．人事案件（抜粋） 

  議長 山影 智一（4 期目 46 歳）、副議長 相良 卓紀（2 期目 63 歳） 

※私は、総務企画消防委員長、議会運営委員会委員に就任しました。 

11 月オープンの歴史博物館 

 

写真はイメージです 

 

濃霧が多発する大分自動車道 
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６月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．災害に強いまちづくりに向けて 

①内水ハザードマップから見えてきた雨水排水対策 

②浸水想定を考慮した避難所のあり方 

③避難所機能の拡充 

④災害時要支援者台帳の活用 

⑤災害時要支援者個別支援計画の策定 

⑥国土強靭（きょうじん）化地域計画の策定 

２．健康寿命延伸に向けて  

脳や運動機能の維持 

 

１．災害に強いまちづくりに向けて （抜粋） 

（１）内水ハザードマップから見えてきた雨水排水対策 

〔情勢〕今年 5 月、中津市公共下水道事業

計画区域内に配布された「内水ハザードマ

ップ」は、公共下水道事業計画区域内で排

水路や道路側溝の排水能力を上回るよう

な降雨が発生し、排水できなくなるときに

発生する浸水（内水による浸水）の箇所と

浸水深さをシミュレーションしています。 

≪質問≫海岸部の闇無、新大塚、米山、大

新田エリアには、浸水エリアが広がって

います。これは排水ポンプの能力不足と

考えますが如何ですか。 

【答弁】現在、常設ポンプ及び仮設ポンプで対応を行っているところですが、下水道雨水計画としての

排水能力にはなっていません。 

 

≪質問≫小楠小学校周辺、沖代小学校・沖

代公民館、鶴居小学校周辺、県の総合庁

舎・沖代幼稚園周辺、豊田校区に浸水エ

リアが広がっています。これは雨水幹線

の未整備によるものと考えますが如何で

すか。 

【答弁】雨水幹線の未整備により浸水する箇所

はあると思いますが、今回の内水ハザードマ

ップでは時間最大 100ｍｍ/ｈｒとして、下水

道雨水計画である時間最大 52.7ｍｍ/ｈｒを

大きく上回る降雨におけるシミュレーションの結果であり、仮に計画している雨水幹線の整備が完

了したとしても浸水被害が想定されます。 
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≪質問≫今回の内水ハザードマップで浸水する恐れのある地区については、早期に雨水幹線、

ポンプ場を整備していく必要があると考えますが如何ですか。 

【答弁】令和 2 年度より、下水道全体事業費等も考慮しながら、重点対策地区に指定している角木・

新大塚地区、小楠・一ツ松地区、中央町・沖代地区より、事業効率の高いポンプ施設や雨水幹線

の現地調査等を行ない、整備に着手していく予定です。 

 

≪質問≫次に、公共下水道区域以外の内水ハザードマップの作成状況について伺います。 

【答弁】公共下水道区域以外の浸水想定区域については、本年度に作成を進めています「防災マッ

プ」に記載の予定です。なお、このマップの配布時期については、来年 3月末を予定しています。 

 

≪質問≫内水による浸水は、下水道区域に限らず、市内のどの場所でも発生します。旧下毛

地域における山国川の河川改修で、堤防が高くなった場所では、従前より浸水高が高くな

ると想定されます。下水道区域外で内水による浸水被害が想定される場所については、早

急にポンプ等の施設を整備すべきと考えますが如何ですか。 

【答弁】旧下毛地域における浸水想定区域にも、仮設排水ポンプの設置を進めています。現在、本

耶馬渓町青地区、多志田地区及び耶馬溪町平田地区の 3 箇所に設置しています。その他の地

域についても、浸水の状況を注視していきます。 

 

（２）浸水想定を考慮した避難所のあり方 

≪質問≫最近、浸水する恐れのある沖代平野等に、平屋建ての

建築物が増えてきています。浸水被害を想定した垂直避難の

誘導も視野にいれるのであれば、市民の財産と生命を守るた

め、沖代平野等のエリアについては、2 階建て建物の誘導又

は建築制限等による 2階建ての義務化等の措置を検討するべ

きと考えますが如何ですか。 

【答弁】個人の所有財産である建築物に対して、建築階数の制限等

を行う際は、市民との合意が形成されることが重要であると考えます。 

よって、2階建て建物の誘導又は建築制限等による 2階建ての義務化等の措置については、現

状としては難しいと考えています。 

 

（３）避難所機能の拡充 

≪質問≫避難所となる公民館等の和式トイレは、早急に洋式トイレに改修する必要がありま

す。そこで、避難所として指定している 21 カ所の公民館・コミュニティーセンター・交

流センター等のトイレの洋式化工事の進捗状況と今後の進め方について伺います。 

【答弁】公民館等のトイレについて、洋式化完了済みの施設は 14

施設となっております。 

その他、南部公民館、本耶馬渓公民館、東谷地区公民館、

西谷地区公民館、城井地区公民館、耶馬溪公民館サニーホー

ル、津民地区公民館の 7 施設については、トイレの一部が洋式

化となっております。なお、和式のみの施設はありません。 

未改修トイレは、今後も順次整備していくこととしています。 
改修された北部公民館のトイレ 

 

50ｃｍ以上の浸水で床上浸水 
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（４）国土強靭化（きょうじんか）地域計画の策定 

〔情勢〕今後 30 年以内の発生確率が 70％程度とされている南海トラフを震源とする海溝型地

震や平成 28 年熊本地震のような内陸の活断層で発生する地震、これまで経験したことのな

い集中豪雨、近年、大型化する台風などによる被害が危惧される中、平成 25 年 12 月公布・

施行された「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化

基本法」の理念に基づき、平時から事前の備えを行っておくことが求められています。 

≪質問≫そこで、大規模自然災害に対して、市民の生命や財産を守り、地域・経済社会への

致命的な被害を回避し、迅速な復旧復興に資する強靭な地域づくりを計画的に推進するた

め、「国土強靭化地域計画」を早急に策定する必要があると考えますが如何ですか。 

【答弁】国土強靭化計画の策定の必要性については十分認識しており、策定体制の整備と策定業務

の具体的な進め方や、様々なリスクの特定・分析方法等についての情報収集及び研究を加速し、

国や県の支援・助言を頂きながら、早期策定に向けて前向きに取り組んでいきます。 

 

 

２．健康寿命延伸に向けて（抜粋） 

〔情勢〕厚生労働省「平成 28 年国民生活基礎調査」に

よると、介護が必要となった主な原因は、認知症が

18.0％、脳血管疾患（脳卒中）16.6％、高齢による

衰弱 13.3％、骨折・転倒 12.1％、関節疾患 10.2％、

心疾患（心臓病）4.6％となっています。 

このように要介護・要支援の原因は、脳の機能の低

下や運動機能の低下によるもので、これらの機能の維

持を適切にできれば、健康寿命を延ばすことが可能で

す。 

（１）脳や運動機能の維持 

≪質問≫現在、健康・体力づくりにとどまらず、生きがいや仲間づくりにつながるグラウン

ドゴルフの競技人口が増加しています。グラウンドゴルフを日常的に行うことにより、運

動器が鍛えられ、心の健康も維持され“ 健康寿命の延伸”に繋がることが明らかとなっ

ています。 

旧中津市内では、都市公園などを利用して無料でプレイできますが、都市公園の無い旧

下毛地域では体育施設を利用するため、使用料が必要となります。早急にこの格差を是正

すべきと考えますが如何ですか。 

【答弁】現在、旧下毛地区のグラウンドゴルフを利用できる施設

としては、三光総合運動公園や耶馬溪運動場、コロナ運動公

園等の体育施設や小学校の校庭、公民館のグラウンド等とな

っています。ご指摘のとおり利用施設よっては使用料が必要と

なっています。 

特定の競技に使用料を免除、考慮することは困難と考えま

すので、利用団体のニーズを踏まえ、各支所と連携し、公有

地の空きスペースや廃校となった学校の利活用など、無料で

グラウンドゴルフが利用できる場所の確保に努めていきます。 

平成 28 年国民生活基礎調査より 

 

無料でプレイできる米山公園 
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新大塚町運動会 

） 

活動日誌 主な活動の一部をご紹介します。              

 

 

 

 

当選証書授与 

 

ネモフィラフェスティバル 

 

にっぽん酒をつくる会田植え 

 

◆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。 

夏の新そば賞味会 

） 

 

県体ソフトボール 

 

編集後記（ひとりごと） 4 月の選挙戦でスマートになった体が、選挙後にリバウンドして太ってし

まいました。重くなった体重を支えきれず腰痛になり、今年は県体の議員リレーに出場できませんでした。

毎日 1 万歩以上歩くために沢山食べて大きくなった胃袋がなかなか小さくなりません（まさとし） 

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
4月3日 (水) 子ども神輿祭りお囃子の練習（5日まで）
4月7日 (日) 新大塚町子ども神輿祭り、大塚町春祭り、県知事・県議選挙投票・開票日
4月8日 (月) 春の交通安全指導（12日まで）
4月10日 (水) 城北中学校入学式
4月11日 (木) 北部小学校入学式
4月13日 (土) 農家民泊「緑さん家」種まき、北部校区なぎさサロン役員会
4月14日 (日) 中津市議会議員選挙告示、出陣式
4月20日 (土) 北部校区なぎさサロン
4月21日 (日) 新大塚町水路清掃活動、中津市議会議員選挙投票・開票日
4月23日 (火) 当選証書授与式、連合北部地域協議会幹事会
4月26日 (金) 明蓮寺仏壮総会
4月27日 (土) 「本耶馬渓で遊ぼう」ネモフィラフェスティバル
4月28日 (日) 新大塚町防犯パトロール、耶馬溪にっぽん酒をつくる会総会
5月3日 (金) 新大塚町農業用水路清掃
5月4日 (土) 地元平成会6月例会
5月8日 (水) 中津市職労職場委員会、吉田ただとも総合選対事務所開き
5月10日 (金) 自治労県本部拡大闘争委員会、新大塚町運動会準備（テント搬入）
5月11日 (土) 北部校区なぎさサロン役員会、新大塚町運動会準備（テント設営）
5月12日 (日) 新大塚町運動会
5月13日 (月) 令和元年度第1回臨時市議会、耶馬溪にっぽん酒をつくる会理事会
5月16日 (木) 農家民泊「みどりさん家」田植え
5月17日 (金) 北部校区自治委員会懇親会
5月18日 (土) 北部校区なぎさサロン、自治研大分県集会（大分市）
5月19日 (日) 城北中学校体育大会、耶馬溪にっぽん酒をつくる会田植え・直会
5月22日 (水) 中津市職労女性部「働く女性の集会」、県体議員ソフトボール練習
5月25日 (土) 原水爆禁止大分県民会議定期総会
5月29日 (水) 村上記念童心館の現地調査、中津市職員退職者会総会
5月30日 (木) 吉田ただとも中津選対設立総会
6月1日 (土) 建築士会中津支部総会、平成会6月例会
6月2日 (日) 築城基地の米軍基地化を許さない福岡県集会
6月4日 (火) 県政市政対策会議、北部校区防災士会役員会
6月6日 (木) 北部校区青少年健全育成会役員会・総会
6月7日 (金) 県議・市議・中津商工会議所との意見交換会、6月議会開会
6月8日 (土) 天までとどけほたるコンサート、北部校区なぎさサロン役員会
6月9日 (日) 早明戦ラグビー観戦
6月14日 (金) 議会運営委員会、龍馬さんと語るフューチャー談議前夜祭
6月15日 (土) 北部校区なぎさサロン、ＮＰＯ法人なかつ耶馬溪活き域きネット総会
6月17日 (月) 6月議会一般質問（1日目）
6月18日 (火) 6月議会一般質問（2日目）、北部校区防災士協議会総会
6月19日 (水) 6月議会一般質問（3日目、）議員ソフトボール練習試合
6月20日 (木) 6月議会一般質問（4日目）、新歴史博物館内覧会
6月21日 (金) ＮＰＯ法人中津まちなみ会総会
6月22日 (土) 県民体育大会（議員ソフトボール）、中津市職労新入組合員学習会
6月23日 (日) 県民体育大会（議員リレー）
6月25日 (火) 6月議会議案質疑、会派打合せ
6月26日 (水) 6月議会常任委員会（総務・企画・消防）
6月27日 (木) 6月議会常任委員会（教育・産業・建設）、夏の新蕎麦賞味会
6月28日 (金) 6月議会常任委員会（厚生・環境）、中津商工会議所事業報告会
6月29日 (土) 男女共同参画週間記念講演会、中津南高同窓会総会
6月30日 (日) 新大塚町皆作祭り
7月1日 (月) 原水爆禁止非核平和行進
7月3日 (水) 6月議会自由討議、議会運営委員会
7月4日 (木) 参議院選挙公示、参議院比例代表候補「吉田ただとも」出陣壮行会
7月5日 (金) 6月議会最終日、議会運営委員会、議員防災研修会
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