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“コロナショック後の新たな時代の流れをつくるために”  

新型コロナウイルスの感染拡大、自粛要請による需

要の激減は、多くの企業を一気に窮地に追い込んでい

ます。100年に 1度の危機と呼ばれたリーマンショッ

クをはるかにしのぐ歴史的危機が、今到来しています。 

このコロナショックという未曾有の大波を生き抜

くために、中小企業ならびに、それをサポートする行

政には、変革に向けた大胆かつ繊細な舵取りが求めら

れています。 

これまで、沢山の市民の方から、この歴史的危機の

中で中津市の対応が遅い、効果的な施策が打ち出され

ていないなどの声が寄せられました。 

国から追加の財政支援が決まり、ようやく 8月臨時

議会の補正予算で当面する緊急的な支援策が打ち出されました。 

私も、自らの知恵やアイデアを最大限に活かしながら、コロナショック後の新たな時代

の流れをつくるために頑張ります。 

 

■令和２年第２回（8 月）臨時市議会で決まったこと。【抜粋】 

新型コロナウイルス感染症にかかる感染予防や拡大の防止、市民や事業者の方々を支援

する補正予算を審議するため、第 2 回臨時市議会が 8 月 7 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 4 号）補正額 10 億 2,890 万円 

 （補正後予算額 528 億 9,943 万円 ） 

□新生児子育て支援特別給付金給付事業； 6,825 万円  

・特別定額給付金の基準日後（R2/4/28～R3/4/1）に出生した新生

児に対して、特別定額給付金と同額（10 万円）を支給する。 

□介護・障害福祉サービス事業所等職員に対する慰労金支給事業 

； 200 万円  

・国の慰労金支給事業の対象とならない介護・障害福祉サービス事業

所等の職員に対し、慰労金を支給する。 
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□就学援助費受給世帯特別給付金事業；2,066 万円 

・低所得の子育て世帯に対する経済的支援として、小・中学生のいる就学援助費受給世

帯・家計急変世帯（ひとり親世帯臨時特別給付金受給世帯を除く）に対して特別給付金

（3 万円/児童・人）を支給する。 

□看護師等養成のための遠隔教育環境整備事業補助金 

；306 万円 

・中津市医師会立中津ファビオラ看護学校に対し、タブレッ

トの購入等遠隔授業の環境整備に係る経費の一部を補助す

る。 

□緊急対策特別資金特別融資利子補給事業；9,361 万円 

・新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資利子

補給事業（借入後当初 3 年間、利率 1.3％）について、翌年度以降の支援のため基金を

創設する。 

□中小企業者等賃料補助金事業；1 億 2,216 万円 

・中小企業者等賃料補助金（前年度同月比売上が 30％以上減少）について、対象期間を

3 か月延長（7 月～9 月分）し、上限金額（各月上限 8 万円、最大 48 万円、複数店舗

等の場合は各月上限 16 万円、最大 96 万円）を引き上げる。 

□中小企業者等事業継続支援金；8,000 万円 

・中小企業者等事業継続支援金（自己所有物件で事業を営む事業者のうち前年同月比で

売上が 30％以上減少）について、対象期間を 6 月から 9 月に延長する。 

□感染防止対策補助金；1 億 4,700 万円 

・感染防止対策補助金（備品購入等の補助）について、新しい

生活様式への対応のため、現行の飲食業から全業種へ補助対象

を拡大する。 

□市産材活用推進事業；363 万円 

・コロナ禍で需要が落ち込んだ木材・木製品産業に対し、需要

喚起や市産材の PR をかねた支援として、市産材を使用した飛

沫防止板（500 台）を購入する。 

□原木流通効率化支援事業；539 万円  

・コロナ禍による経済活動の停滞から原木の流通が不安定となり、市場の事業継続に影

響が生じているため、経営継続に向けた支援を行う。 

□NPO 法人事業継続支援補助金；240 万円  

・新型コロナウイルスの感染拡大により事業の休止や

縮小を余儀なくされている NPO 法人（24 団体）の

うち、収入（補助金、委託金、寄付金等を含む）が

前年度比 30％以上減少している法人に上限 10 万円

の補助金を支給する。 

□スクールサポートスタッフ配置事業；2,679 万円 

・新型コロナウイルスの感染防止対策により増加する

教員の事務負担を軽減するため、全小・中学校にス

クールサポートスタッフ（31 名）を追加配置する。 

飛沫防止板のイメージ 

中津ファビオラ看護学校 
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□学習指導員配置事業；738 万円  

・新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時休業による学習の遅れに対応するため、学習

指導員（12 名）を追加配置する。 

□就学援助臨時特別給付金；8,706 万円  

・現在就学援助を受けていない世帯のうち、新型コロナウイルス

感染拡大に伴い今年度の収入見込額が就学援助基準額に該当す

る世帯に対し、就学援助費の年間支給相当額等を給付する。 

□要･準要保護児童･生徒援助費（通信費）；1,105 万円 

・現在就学援助を受けている世帯のうち、インターネット環

境の整っていない世帯に対して休校の際に通信費等を支給

する。 

□モバイルルーター購入；1,471 万円  

・モバイルルーターを一括購入し、ネット環境が整ってない

低所得世帯に休校の際に無償貸与する。 

□小・中学校整備事業；2,487 万円  

・新型コロナウイルス感染防止対策を徹底するため、手洗い場

を増設。衛生環境改善のため、床及び窓の改修を行う。 

・手洗い場増設事業（北部小・沖代小・小楠小・如水小学校、

緑ヶ丘中・三光中・城北中・東中津中学校） 

・廊下床材改修事業（大幡小・秣小・深水小学校） 

・体育館サッシ改修工事（城井小学校） 

□修学旅行キャンセル料補助金（小・中学校費）；6,392 万円 

・新型コロナウイルス感染拡大等やむを得ない事情により修学旅行が取り止めとなった

場合に、発生するキャンセル料相当額を全額補填する。 

 □学校給食費補助金；2,887 万円 

・学校行事の中止と夏季休業の短縮により給食日数が増加するため、学校給食運営審議

会に対して運営費（給食費相当額）を補助することで、保護者の負担軽減を図る。 

□水道事業会計補助金；722 万円 

・新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、生活困窮者

自立支援制度等に基づき支援を受けている世帯に対し、水道

料金を３ヶ月間免除する。（対象者約 650 世帯） 

□防災事業費；1,301 万円 

 ・避難所に設置するパーテーション（200 基）、スポットクー

ラー（9 台）、ポータブルガス発電機 10 基を購入 

 □北部公民館整備事業；350 万円  

 ・集会室のエアコンの改修 

□歴史博物館管理事業；422 万円 

 ・石垣のライトアップ設備の整備（照明機器 10 台） 

 ・2021 年 1 月 16 日～2 月 21 日の間実施される全国イベント

「発掘された日本列島 2020」で実施する石垣見学会のための

堀の水抜き、足場設置委託 

モバイルルーターのイメージ 

手洗い場設置のイメージ 

パーテーションのイメージ 

中津城の黒田の石垣 
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□体育施設予約システム導入事業；1,139 万円  

 ・インターネットによる予約や抽選、カード決済のシステムの導入  

□体育施設自動検温システム導入事業；759 万円 

 ・AI 顔認証タブレット型サーマルカメラ 5 台 

□学校給食運営事業；3,027 万円  

 ・パッケージエアコンの設置工事、スポットクーラー（9 台）の購入 

 

■令和２年第３回（9 月）定例市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 30 日の 30 日間開催されました。 

令和元年度一般会計決算等の決算議案 12 件、令和 2 年度一般会計補正予算等の予算議

案 9 件、条例議案 11 件、人事議案 1 件、その他議案 4 件、報告 15 件、請願 1 件、意見

書 3 件の計 56 件が上程され、請願 1 件、意見書１件を否決し、その他の議案は原案通り

可決しました。なお、令和元年度決算議案は継続審査とし、第４回定例市議会（12 月議

会）で採決されます。 

 

１．令和２年度一般会計補正予算（第 5 号）；補正額 5 億 6,356 万円 

（補正後予算額 534 億 9,598 万円 ） 

□障害児通所給付事業；8,657 万円 

・施設定員の拡充や新型コロナの影響による利用増に伴う給付費の増額 

□河川管理事業；670 万円 

・市街地を流れる蛭川、中ノ川、金剛川の河川清掃に係る処理単価の増や豪雨による土

砂・ごみの流入量の増に伴う増額 

□林業振興事業；478 万円 

・しいたけの増産を目指す生産者に対して、施設

整備にかかる費用の補助を行う。 

□企業誘致事業；2,063 万円 

・大新田北工業団地（4 工区）の開発許可を受け

るため、市道の整備を大分県の土地開発公社へ

委託する。 

□防災設備管理事業；1,433 万円 

・旧下毛地域に設置している屋外放送設備の改修（6 箇所） 

□小学校整備事業；287 万円 

・小楠小学校の正門に門扉を設置する工事費 

□災害復旧事業；3 億 3,567 万円 

・7 月豪雨災害により被災した農地、農業用施設、道路、河

川、林道等の災害復旧工事等 

・農地及び農業用施設災害復旧（146 件）、林道施設災害復

旧（98 件）、道路・橋りょう施設災害復旧（73 件）、河川

堤防施設災害復旧（12 件） 

大新田北工業団地第 4 工区 

小楠小学校正門 

サーマルカメラ 
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２．条例の一部改正（抜粋） 

 □中津市企業立地促進条例の一部改正 

 ・コロナ禍で立地を延期した場合に助成を受けられるよう要件を緩和 

・設備投資助成額を最大 3,000 万円→ 5,000 万円に拡充 

・用地取得助成額を最大 5,000 万円→ 8,000 万円に拡充 

・新規雇用者が過疎地域在住者（20 万円/人）や女性（10 万円/人）の場合に加算 

・女性活躍支援設備（化粧室、ベビールーム）の設置に対する助成（上限 100 万円）を 

新設 

 

３．公有水面の埋め立てについて 

 □龍王町（闇無浜神社前）にある漁港の一部埋め立

て（斜線部分 2,788 ㎡）に対して、異議ない旨の

議決を行う。 

・福沢通りのスーパー金枝を抜けて産業道路につ

ながる宮永角木線整備のために大分県が埋め立

てる。 

・令和 5 年度中に埋立てや護岸改修、漁港整備などの工事が完了、7 年度を目安に道路改

良工事・舗装、排水対策工事などに着手し、８年度の完成を

目指す。 

 

４．請願 

 ・耶馬溪町大野水路整備に関する請願書（不採択） 

 

５．意見書 

・ＰＣＲ検査等の拡充を求める意見書（採択） 

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保

を求める意見書（採択） 

・種苗法改正案について慎重な審議を求める意見書（不採択） 

 

９月議会の代表質問の概要 

■私は、会派を代表して以下の項目について執行部の考え方を質しました。 

１．歴史的危機を乗り越える行政組織のあり方 

２．コロナ禍における 2021 年度予算編成に向けて 

 ①災害に強いまち・災害に強い地域づくり 

 ②人口減少対策 

  ③若者や女性が働きたいまち 

 ④山国川上下流域を結ぶ観光振興 

  ⑤「中津市公共施設管理プラン」と学校施設の整

備について 

 ⑥公共交通対策の新たな枠組み 

大野水路の取水堰 
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１．歴史的危機を乗り越える行政組織のあり方（抜粋） 

≪質問≫コロナショックという未曾有の大波を生き抜くために、今、行政に求められるのは、

前例にとらわれることなく、スピーディーかつアグレッシブに対応策を打ち出していく姿

勢です。 

明確な答えのない課題に対して「できない理由」をあげつらうのではなく、「できる理

由」を徹底的に考え、決断し、最後までやり切る力です。  

慎重で、硬直的な行政のあり方から、自らの知恵やアイデアを最大限に活かしながら、

変革を成し遂げ、コロナショック後の新たな時代の流れをつくることのできる組織への進

化が必要であると考えますが如何ですか。 

 

【答弁】中津市新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げ

て以降、支援策を体系的に整理し、市民に幅広く周知してま

いりました。また、施策実施に当たっては、市民や経済界など

様々な声を聴き、感染予防や感染拡大防止対策の強化、地

域経済の再活性化策など、医療、福祉、教育、産業など各行

政分野において迅速に対応してきたところです。 

今後、新型コロナウイルスの収束、とりわけ、ワクチンや治療

薬の開発には、まだ相応の時間がかかると見込まれますので、

引き続き状況をしっかり見ながら、国・県・市が一体となり、また、市を挙げて支え合いながら、全力

で新型コロナウイルスの対策に取り組んでまいります。 

 

２．コロナ禍における 2021年度予算編成に向けて（抜粋） 

（１）災害に強いまち・災害に強い地域づくり 

≪質問≫7 月の集中豪雨や今回の台風 10 号における避難所の設置や運営の実態を総括する

と、残念ながら中津市の災害避難対策は脆弱であると言わざるを得ません。 

各校区の防災士協議会、自主防災組織との協議を行い、豪雨や地震、津波など、それぞ

れの災害に対して、どこの校区は、どこの避難所に避難するのか等、現実味のあるガイド

ラインを定め、それに沿った校区単位の避難訓練を実施すべきと考えますが如何ですか。 

 

【答弁】同じ校区内であっても災害リスクの少ない地域と多い地域、

避難開始のタイミングや避難場所など災害種別により異なること

から、市では、各世帯で災害種別に応じて避難するタイミングな

どを記載するマイタイムラインの作成が有効と考えております。 

避難訓練については、防災士の皆さん等のご協力を頂きなが

ら、地域の災害リスクに沿った取り組みを進めたいと思います。      

 

（２）企業の国内回帰をにらんだ企業団地の造成 

≪質問≫コロナ禍の今、日本で部品を調達して製造し、輸出するという国内回帰の動きが出

始めています。大分県を巻き込んで、都市計画区域の工業・準工業地域、中津日田道路の

ＩＣ周辺の企業団地の造成を実施すべきと考えますが如何ですか。 

冠水した終末処理場西側道

路（7/6） 

新型コロナウイルス感染症対策本部 
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【答弁】中津日田地域高規格道路へアクセスが容易なインターチ  

ェンジ周辺は、企業にとって魅力ある場所と考えております。 

これらは中津市都市計画マスタープランで「企業の立地を考

慮した土地利用を検討するエリア」としており、新たな企業向け

用地の候補地として有望であると考えております。 

今後も、これらの候補地や市有地も含め、企業ニーズを踏ま

え、用地の造成を検討していきたいと考えております。  

 

（３）コロナ危機をチャンスに転じる 1歩 

≪質問≫コロナ危機が多くの企業や人々に、現在のビジネスのあり方や働き方、そして現在

の住まい方で果たして良いのか、再考を促すきっかけとなったことは確かです。 

すでに、多くの企業で在宅勤務が実施され、その恒久化も検討されています。若い起業

家の中には、すでに拠点を東京から地方に移す動きも出てきています。 

そこで、サテライトオフィスやテレワークの推進にあたって、オフィスや通信インフラ

の無償提供や補助金等の市独自の支援策が必要と考えますが如何ですか。 

 

【答弁】企業誘致にあたって、情報サービス業、インターネット附随サービス業などのＩＴを活用した業

種であれば、『中津市企業立地促進助成金』の対象企業であり、

新規雇用者や賃借料に対する助成が受けられます。 

また、中心市街地商店街の空き店舗を活用したオフィスであ

れば、『商店街空き店舗活用事業補助金』の対象となり、改装

費などの初期費用の助成が受けられます。 

その他、ソフト分野については、業種の幅が広いので、必要に

応じて制度の見直しも考えてまいります。 

 

（４）公共交通対策の新たな枠組み 

≪質問≫昨年 10 月から路線バスの廃止に伴い公共交通

空白地域となる三光上・下深水地域の住民の交通手段

を確保するため、デマンド型乗合タクシー「深水乗合

タクシー」の試験運行が始まりました。地域の方から、

乗り継ぎが面倒、バスの乗降りが大変、ジャスコや病

院までタクシーに乗せてほしい等の声を聞いています。 

そこで、交通弱者の方が自由にどこへでも行けるデ

マンド型乗合タクシーの運行をすべきと考えますが如

何ですか。 

 

【答弁】公共交通対策につきましては、鉄道、バス、タクシー等の

それぞれの役割を連携して、中津市の実態に即した継続可能な制度を構築することが重要です。 

今後も、市民のみなさまが安心して生活できるよう事業者や運輸支局、警察等関係機関の協力

を得ながら、デマンド型乗合タクシー等も含め、公共交通としてより利用しやすい移動手段の確保に

努めてまいります。 

中津日田道路三光ＩＣ

（7/6） 

テレワークが可能な「秘密基地中
津（日ノ出町商店街）」 

山形県三川町デマンドタクシー 
「でんでん号」300 円/人・回 
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みどりさん家稲刈り体験 

） 

活動日誌 主な活動の一部をご紹介します。             

飲食業組合との意見交換会 

 

災害ボランティア（日田市） 

 

新大塚町夏休みラジオ体操 

 

◆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。 

ART!フェスティバル 

） 

 

災害ボランティア（日田市） 

 

編集後記（ひとりごと） 新型コロナ感染症が拡大する中、感染者やその家族等に対する誹謗・中傷

などが発生しています。コロナは誰にでも感染リスクがあります。たたかう相手は人ではなくウイルスで

す。誰かを傷つけるのではなく、お互いを思いやり、行動することに努めたいと思います。（まさとし） 

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
7月1日 （水） 6月議会自由討議、放課後児童クラブ「トトロ」完成記念イベント
7月2日 （木） 山国町市平地区法面崩落法面の現場調査
7月3日 （金） 6月議会最終日、議会運営委員会
7月6日 （月） 市議会議長・副議長・各常任委員長会議、大雨による浸水被害調査
7月7日 （火） 北部公民館運営委員会
7月8日 （水） 自治研究センター事務局会議
7月9日 （木） 会派打合せ（新型コロナウイルス感染対策）
7月12日 （日） 新大塚町自治会役員会
7月13日 （月） 市議会3常任委員会委員長会議（新型コロナウイルス感染対策）
7月14日 （火） 明蓮寺仏教壮年会役員会
7月15日 （水） 飲食業組合と総務企画消防委員会との意見交換会
7月17日 （金） 大分県自治研センター財政分析講座
7月18日 （土） 北部校区なぎさサロン
7月20日 （月） 災害ボランティア（日田市天瀬町）
7月22日 （水） 7月豪雨災害箇所現地調査（耶馬渓広域農道）
7月27日 （月） 建築士会中津支部役員会、原水爆禁止自治体要請行動
7月28日 （火） 市議会全員協議会（新型コロナウイルス感染対策）、会派打合せ
7月30日 （木） 災害ボランティア（日田市天瀬町）
7月31日 （金） 第2回臨時議会招集、議案発送、議案質疑受付開始
8月1日 （土） 中津耶馬渓食の周遊キャンペーンオープニングセレモニー
8月2日 （日） 新大塚老人憩いの家草刈り
8月7日 （金） 第2回市議会臨時議会
8月8日 （土） 新大塚町夏休みラジオ体操（8/19まで）、北部校区なぎさサロン役員会
8月9日 （日） 地元八社神社、老人憩いの清掃活動
8月12日 （水） 初盆家庭のお参り
8月17日 （月） 自治体議会課題検討会議
8月18日 （火） 9月議会代表質問通告書提出、会派打合せ（代表質問）
8月19日 （水） 市議会防災研修会、市議会タブレット講習会
8月24日 （月） 自治研究センター事務局会議、会派打合せ（代表質問）
8月25日 （火） 9月議会招集、議案発送、農家民泊「みどりさん家」稲刈り体験
8月26日 （水） 9月議会議案質疑通告書提出
8月28日 （金） 9月議会議会運営委員会
8月29日 （土） 御船寄（龍王町）の現地調査
9月1日 （火） 9月議会開会
9月8日 （火） 9月議会代表質問
9月9日 （水） 9月議会一般質問
9月10日 （木） 9月議会一般質問
9月11日 （金） 9月議会一般質問、耶馬渓町大野水路の現地調査
9月12日 （土） 新大塚町自治会4役会議、北部校区なぎさサロン役員会
9月15日 （火） 自見川左岸道路、小楠小学校正門の現地調査
9月17日 （木） 9月議会議案質疑
9月18日 （金） 9月議会常任委員会（厚生環境）
9月20日 （日） 新大塚町自治会役員会、新大塚町防犯パトロール
9月23日 （水） 9月議会常任委員会（総務企画消防）
9月24日 （木） 9月議会常任委員会（教育産業建設）
9月25日 （金） 会派タブレット端末研修会、防火水槽の現地調査（耶馬渓町大島）
9月26日 （土） 中津ART!ART!ART!フェスティバル
9月28日 （月） 9月議会自由討議、議会運営委員会、北部小学校運動会
9月30日 （水） 9月議会最終日

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

