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“未来へ希望をつなげていく”  

今年 4月 7日に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う

緊急事態宣言が出されて以来、私たちは当たり前のように

暮らしてきた日常から切り離され、不安な生活を送ってい

ます。 

いつまで続くとも見通せない、この新しい感染症に、ど

う向かい合っていくべきかを考えたとき、足元をしっかり

見据えておく必要があると考えています。 

私は、今も困難な状況にある方に思いを寄せて、できる

ことから始めていきたいと思います。 

どんな困難があろうとも、立ち上がり、そして未来へ希

望をつなげていく。そうした強い気持ちで、この難局を乗

り切っていきましょう。 

 

■令和２年第１回（4 月）臨時議会で決まったこと。【抜粋】 

新型コロナウイルス感染症対策の緊急経済対策の早期執行や緊急課題への対処のため、

令和 2 年第 1 回臨時市議会が 4 月 30 日開催されました。令和 2 年度一般会計補正予算等

の予算議案 2 件が上程され、原案通り可決しました。 

 

１．令和２年度一般会計補正予算（第 1 号）；補正額 93 億 6,550 万円 

（補正後予算額 509 億 2,185 万円 ） 

□特別定額給付金給付事業； 84 億 6,382 万円 

・市民 1 人に対し一律 10 万円を給付する。 

□子育て世帯臨時特別給付金給付事業； 1 億 2,349 万円 

・児童手当を受給する世帯（0 歳～中学生のいる世帯）

に対し、子ども一人当たり1万円の給付金を支給する。 

□新型コロナウイルス感染症緊急電話相談窓口開設事

業；1,351 万円 

・新型コロナに関する専用電話相談窓口の設置経費 

□発熱外来開設支援補助金事業；800 万円 

・医師会が発熱外来を開設する経費に対する支援を行う。 
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□中小企業者等賃料補助金事業；1 億 5,126 万円 

・売上が 30％以上減少した中小企業者等に対し、賃料の 80％（月上限 5 万円、最大 3 ヶ

月分）の補助を行う。（1000 件分） 

□中小企業者等利子補給事業；4,690 万円 

・県の特別融資により借入を行った中小企業者等に対して、借入後 3 年間の利子補給（年

率 1.3％）を行う。（360 件分） 

□自宅学習支援事業；1,464 万円 

・臨時休業中の自宅学習支援動画の作成やユーチューブによ

る配信、予習・復習プリントの作成経費 

□学校給食運営事業；2,699 万円 

・突然の臨時休業に伴う学校給食の中止により、学校給食運

営審議会が負担した経費を補助する。（1,574 万円） 

・新型コロナウイルス対策のため、学校給食の加工食品納入業

者が自動手洗い消毒器等を整備する経費の一部を補助する。（1,125 万円） 

□予備費；5 億円 

・国や県の施策に迅速に対応することや事態の長期化により予定していた事業費が増加

する場合に備えて増額する。 

 

■令和２年第２回（6 月）定例議会で決まったこと。【抜粋】 

令和 2 年第 2 回定例市議会は、6 月 8 日から 7 月 3 日の 26 日間開催されました。令和 2

年度一般会計補正予算等の予算議案 3 件、条例議案 9 件、人事議案 22 件、その他議案 3

件、報告 18 件、請願 1 件、決議 1 件、意見書 2 件の計 59 件が上程され、市民病院の条例

議案を修正議決し、その他の議案は原案通り可決しました。 

 

１．令和２年度一般会計補正予算（第 2・3 号）；補正額 9 億 4,868 万円 

（補正後予算額 518 億 7,053 万円 ） 

□特殊詐欺被害防止対策推進事業； 80 万円 

・市内に住む 65 歳以上の方で構成される世帯が、特殊詐欺等防止機能付き電話機等を購

入する場合に経費の一部を補助（補助率 2/3、上限 1 万円） 

□医療施設支援補助金事業；492 万円 

・新型コロナウイルス感染症患者の治療等を行う医療施設に対

し補助を行う。（1 日につき 2,000 円～4,000 円／人） 

□妊婦乳幼児健診事業；210 万円 

・中止した乳幼児健診の対象児の受診機会確保のため各医療機

関にて個別に健診を実施する。 

□プレミアム付商品券事業；2 億 3,000 万円 

・停滞している消費活動の活性化を喚起し、地域経済の復興を

図る。 

・プレミアム 20％、発行額 12 億円、限度額 1 世帯 10 万円 

自宅学習用支援動画の作成中 
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□中小企業者等事業継続支援金事業；7,000 万円 

・前年同月比で売上が 30％以上減少した中小企業者等で賃料補助の対象とならない自己

所有物件の事業者に対し、事業継続のために係る経費として一律 10 万円を支給する。 

□飲食店等感染防止対策補助金事業；3,300 万円 

・新型コロナウイルス感染予防対策にかかる費用（備品、消耗品等の購入）の補助を行

う。（補助率 100％、補助上限 6 万円、2 店舗以上 12 万円） 

□教育情報管理事業；4 億 7,539 万円 

・ＩＣＴ教育を推進するため、小・中学生に 1 人 1 台のタブレッ

トを配置（不足分 6,350 台を購入） 

・各学校のインターネット環境の構築、充電保管庫の整備、学習

支援ソフトの導入等 

・インターネット環境の無い世帯には臨時休業中に Wi-Fi ルータ

ー等のレンタルを行い、自宅でオンライン授業が受けられるようにする。 

□ひとり親世帯臨時特別給付金事業；1 億 1,359 万円 

・新型コロナウイルスの影響が大きい低所得のひとり親世帯に対し、子育て負担の増加

や収入の減少に対する支援を行う。（1 世帯 5 万円、第 2 子以降 1 人につき 3 万円加算、

著しく収入が減少した世帯には 5 万円の追加給付） 

 

２．条例の一部改正（抜粋） 

 □中津市民病院及び小児救急センター使用料及び手数料条例の一部改正（修正可決） 

 ・国の保険医療養担当規則の改正により、200 床以上の地域医療支援病院での選定療養費

（紹介状なしの受診の場合の手数料）「5,500 円以上」の徴収が義務化 

・選定療養費；現行「1,650 円」⇒改正「5,500 円」 

・緩和ケアセンター面談料 3,300 円／件は、議会で修正案

「面談料は徴収しない」を提出し、可決しました。 

 

３．訴えの提起 

 □補助金不正受給を行った元市職員に対して、大分地方裁

判所に退職手当返納請求の訴えを提起するもの。 

 

４．請願 

 ・気候変動に対する非常事態宣言を求める請願書 

 

５．決議 

 ・新型コロナウイルス感染症から子どもの命や学びを守るとともに、子どもに向き合う教

職員の命や健康を守ることを求める決議 

 

６．意見書 

・地方財政の充実・強化を求める意見書 

・教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度 2 分の１復元を求める

意見書 

他市のオンライン授業の様子 
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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．新型コロナウイルス対策について  

①中小事業者等への支援の拡充 

②給付、貸付申請等にかかる手続きの支援 

③プレミアム付き先払い応援チケットの取り組み 

２．ごみの有料化問題について  

①蛎瀬川、自見川を回遊する不法投棄ごみへの対応 

②大分県はごみの有料化先進県 

③燃やすごみの組成 

④生ごみの減量化に向けて 

⑤事業系ごみの減量化の取り組み 

⑥ごみの有料化は税の 2 重取り 

 

１．新型コロナウイルス対策について（抜粋） 

〔情勢〕コロナの感染拡大は経済や産業に大きな打撃を与えています。エコノミストで経済評

論家の斎藤さんも、「時間が経つほど資金繰りに行き詰まる会社は増え、緊急事態宣言後、2

～3 カ月経った夏ごろに破たんが本格化する可能性がある」と懸念しています。 

（１）中小事業者等への支援の拡充 

≪質問≫中小企業等賃料補助金（補助

率 80％、補助金の上限 5万円、4.5.6

月分の家賃）について、制度設計の

段階で想定した家賃（62,500円）と

実際の家賃に乖離が生じ、補助率の

80％を確保できていません。そこで、

窮地に追い込まれている事業者を

支援するため、補助上限を引き上げ

るべきと考えますが如何ですか。 

【答弁】中小企業者等への支援は、本補

助事業だけではなく、国や県において

も支援策が打ち出されています。 

また中津市においても、今議会に提

案したプレミアム付き商品券の発行や中小企業者等事業継続支援金、飲食店等感染防止対策

補助金など、事業活動の継続につながる各種支援策を確実に実施していきたいと考えています。 

 

≪質問≫国の家賃支援給付金では、複数店舗を借りている事業者に対する上限の引き上げ措

置（中小企業 100 万円、個人事業主 50 万円）がありますが、市の賃料補助金においても

上限の特例措置を設けるべきと考えますが如何ですか。 

【答弁】現在、国や県においても新たな支援策や支援内容の拡充が検討されており、市においても必

要と判断した場合は、速やかに対応していきます。なお、一事業者が複数店舗において事業を営

んでいる場合については、上限額を引き上げる方向で検討しています。 



2020年 7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 38号 
 

 5 

 

≪質問≫中小企業等賃料補助金の対象家賃を 4.5.6月分の家賃としていますが、景気後退局

面が継続する状況の中で、年末までの 6か月分を追加すべきと考えますが如何ですか。 

【答弁】市の賃料補助金についても、延長する方向で検討しています。 

 

２．ごみの有料化問題について（抜粋） 

〔情勢〕市長は、3 月議会で「「環境共生都市なかつ」を推進する中で、ごみ袋の有料化もその

一環として、市民の皆様に丁寧に説明して取り組みたいと思っています。」と答弁しています。 

（１）大分県はごみの有料化先進県 

≪質問≫市民の方から、「いつからごみの有料化になるの

か」との問い合わせを受けました。まずは、その市民

の質問に答えていただきたいと思います。 

【答弁】ごみ袋の有料化は、ごみ減量・資源化施策の一環とし

て、審議会での審議などを経て、方針を決定することとなり

ます。また、実施時期については、社会経済情勢等を十分

に考慮しながら決定していきたいと考えています。 

  

≪質問≫また、生活保健部長は、「ごみ袋が有料になることで、ごみ処理量が削減されるた

め、ごみ処理費用も削減されます。」と答弁されました。ごみ袋の有料化で、ごみ処理量

とごみ処理費用がどの程度削減されるのか伺います。 

【答弁】環境省の調査では、家庭の燃やすごみ排出量の抑制効果は約 20％となっており、総量

15,424 トンの 20％、約 3,085 トンのごみ量の削減が見込まれ、ごみ処理費用 9億 3,000万円に

対して約 1,698万円（1.8％）削減されることとなります。 

 

（２）燃やすごみの組成 

≪質問≫燃やすごみの組成分析からリサイクル

できるごみは約 16％となっています。環境省

の有料化調査による 20％のごみ量削減は明ら

かに困難で、せいぜい 10％程度が限界と考え

ます。今やるべきことは、燃やすごみの約 40％

を占める生ごみなどの厨芥類をいかに資源化

するかが先決と考えますが如何ですか。 

【答弁】適正分別をさらに徹底するには、新たな資源

ごみの分別区分やごみ袋の有料化等の施策も合

わせて、一体的な取り組みが必要と考えています。 

 

≪質問≫大分市のゴミの有料化では、ごみ減量効果は 10％、1世帯約 2000円/年間の負担増

となっています。市民負担が増えた割にごみ減量効果は低くなっています。そこで、ごみ

の 10％削減に向けた、新たなごみ減量化施策の検討をすべきと考えますが如何ですか。 

【答弁】今後は、最新のごみ組成分析結果を参考に、新たな資源ごみの分別回収やごみ袋の有料

化などの施策について、「中津市廃棄物減量等推進審議会」での審議や市民の皆さまのご意見をお

聴きしながら、市が一体となって推進するごみの減量・資源化施策を検討していきます。 
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新大塚町皆作祭り 

） 

活動日誌 主な活動の一部をご紹介します。             

八面山展望デッキ現地調査 

 

青の洞門ネモフィラ草取り 

 

北部公民館陶芸窯火入れ式 

 

◆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。 
児童クラブトトロ完成式典 

） 

 

農家民泊みどりさん家田植え 

 

編集後記（ひとりごと） 新型コロナウイルスの感染防止対策のため外出自粛をしてきたた
めに、皆様方にはご無沙汰をしてしまいました。総会やイベント、飲み会なども中止となり、
余裕のできた時間を活かして、孫のお守や農耕接触に勤しみました。（まさとし） 

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
4月2日 （木） 八面山「天空の道展望デッキ」現地調査
4月5日 （日） 地元新大塚町春祭り（神事のみ）、青の洞門ネモフィラ畑草取り
4月6日 （月） 議長・副議長・各常任正副委員長会議
4月9日 （木） 燃やすごみの組成分析調査

4月11日 （土） 農家民泊「みどりさん家」種まき、北部校区なぎさサロン役員会
4月13日 （月） 自治研究センター事務局会議
4月14日 （火） 会派打ち合わせ（ごみ問題勉強会）
4月16日 （木） 議長、副議長、各常任委員長会議、自治研究センター事務局会議
4月21日 （火） 会派打ち合わせ（新型コロナウイルス対策）
4月22日 （水） 議会運営委員会
4月26日 （日） 会派打ち合わせ（新型コロナウイルス対策）
4月27日 （月） 総務企画消防委員会、臨時議会議案質疑通告、市議会全員協議会
4月28日 （火） 会派打ち合わせ（新型コロナウイルス対策）
4月30日 （木） 第1回臨時議会（新型コロナウイルス対策）
5月3日 （日） 新大塚町水路清掃活動
5月7日 （木） 総務企画消防委員会（新型コロナウイルス対策）
5月9日 （土） 北部校区なぎさサロン役員会

4月13日 （水） 総務企画消防委員会（コロナウイルス対策）
5月14日 （木） 中津市自治研究センター事務局会議
5月15日 （金） 市議会全員協議会（新型コロナウイルス対策）
5月17日 （日） 農家民泊「みどりさん家」田植え
5月22日 （金） 総務企画消防委員会（新型コロナウイルス対策）
5月25日 （月） 議会運営委員会、6月議会一般質問通告
6月2日 （火） 自治体議会課題検討会議、北部校区防災士協議会役員会
6月3日 （水） 6月議会議案質疑通告
6月4日 （木） 県政市政対策会議
6月5日 （金） 別府市コロナウイルス対策総合受付センター調査、議会運営委員会
6月6日 （土） NPO法人なかつ耶馬渓活き域きネット総会
6月8日 （月） 6月議会開会、総務企画消防委員会、6月議会一般質問打ち合わせ

6月10日 （水） 北部公民館陶芸窯火入れ式
6月11日 （木） 6月議会議案質疑
6月12日 （金） 6月議会常任委員会（総務企画消防委員会）
6月13日 （土） 北部校区なぎさサロン役員会
6月17日 （水） 6月議会委員長報告・質疑・討論・採決
6月18日 （木） 持続化給付金相談窓口現地調査
6月21日 （日） 新大塚町自治会防犯パトロール
6月23日 （火） 6月議会一般質問
6月24日 （水） 6月議会一般質問、市議会議長・副議長・各常任委員長打ち合わせ
6月25日 （木） 6月議会一般質問、議会運営委員会
6月25日 （日） 新大塚町皆作祭り
6月29日 （月） 廃棄物減量等推進審議会
7月1日 （水） 6月議会自由討議、放課後児童クラブ「トトロ」完成記念式典
7月3日 （金） 6月議会最終日（採決）、議会運営委員会
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