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“今年も初志貫徹を貫きます”  

昨年の世相を漢字一文字で表す師走恒例の「今年の漢字」は「密」に決まりました。感

染防止策として、「3密回避」という言葉が発信され、多くの人が常に「密」を意識しな

がら行動した 1年でした。 

日本でも１月に最初の新型コロナウイルス感染者が発表されて以降、コロナウイルス感

染症の拡大は収まることなく年を越してしまいました。 

今、政府に求められているのは、コロナ感染拡大の抑制とひっ迫する医療現場の負担軽

減等により、国民の生命と暮らしを守ることです。 

私も、一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と皆様方の「くらし・いのち・みら

い」を守るため、初志貫徹を貫き取り組んで参りますので、変わらぬご指導ご鞭撻を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

■令和２年第４回（12 月）定例市議会で決まったこと。【抜粋】 

令和 2 年第４回定例市議会（12 月議会）は、12 月 1 日から 24 日の 24 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 5 件、条例議案 5 件、人事議案 4 件、その

他議案 7 件、報告 3 件、請願 1 件の計 25 件が上程され、請願 1 件を継続審査とし、その

他の議案は原案どおり可決しました。継続審査となっていた令和元年度決算議案は原案ど

おり可決されました。 

 

１．令和２年度一般会計補正予算（第 6 号）；補正額 1 億 2,928 万円 

（補正後予算額 536 億 2,525 万円 ） 

 

□ごみ処理一般管理事業；216 万円 

・容器包装プラスチックの分別回収に係るパンフレ

ットの作成等 

□公園整備事業；2,300 万円 

・米山公園の大型遊具・健康器具、防犯カメラ、 

放送施設等の設置、Ｒ3 年 7 月完成予定 
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□生活保護扶助事業；4,541 万円 

・生活保護受給者の実績見込みに伴う増額 

□医療施設支援補助金事業；1,170 万円 

・コロナウイルス感染症に携わる医療従事者に対する支援 

・休業補償保険料（上限 1,000 円/人）の助成 

・ＰＣＲ検査等の診療及び看護等に携わる医療従事者の処遇

改善（上限 2,000 円/人・日） 

□防災設備管理事業；2,321 万円 

・指定避難所における公衆無線ＬＡＮ（Wi-Fi）環境の構築 

・まなびん館、ダイハツ九州アリーナ、中津東体育館、禅海スポーツセンター 

□小学校整備事業；1,523 万円 

・コロナ感染対策のための多目的室及び図書室のカーペットの

張り替え工事 

・大幡、北部、和田、真坂、山口、秣、深水、上津、 

城井小学校 

□中学校整備事業；255 万円 

・コロナ感染対策のための手洗い場の増設 

・城北、東中津中学校（蛇口 5～6 個付シンク各 2 か所） 

□体育総務事業；7,318 万円 

・3 密回避のため避難所となる体育施設の環境整備 

・中津東体育館、やまくにスポーツパーク体育館（ガス

バルク方式の空調設置） 

・禅海スポーツセンター（ガスバルク方式の空調設置・

LED 照明・トイレ洋式化工事） 

□常備消防運営事業；783 万円 

・コロナ感染症対応のための自動心肺蘇生機（2 台）、気

管挿管用喉頭鏡等の購入 

■債務負担行為（令和 3 年度一般廃棄物収集運搬委託料）2 億 8,853 万円 

【新規】容器包装プラスチックの分別収集

の開始、令和３年７月より 

【変更】「びん・缶」、「ペットボトル」の収

集回数の増加、令和３年４月より 

 

 

２．条例の一部改正（抜粋） 

 □中津市営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の一部改正 

・受益者（個人）から徴収する費用負担割合（分担金率）を引

き下げて事業の促進を図る。 

・令和 2 年度事業分から個人の費用負担割合を総事業費の 

10％ ⇒ 5％に引き下げ 

 
急傾斜地崩壊対策事業 

 

やまくにスポーツパーク体育館 

 

北部小学校の図書室 
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３．請願 

 ・家庭ゴミ無料収集の継続を求める請願書（継続審査） 

 

４．人事（抜粋） 

・中津市教育委員会委員の任命  本田 貴予さん（55 歳）  

『のまさ小児科院長・なかつ病児保育室セカンドマム開設』 

 

12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．家庭ごみ減量・資源化基本方針（素案）の問題点  

①今、なぜごみの有料化か 

②ごみ袋有料化と容器包装プラスチックの分別回収の実施時期 

③有料化による手数料収入の使途 

④指定袋の全市民への無料配布と不法投棄対策 

⑤容器包装プラスチックの資源化 

⑥生ごみの資源化の推進 

⑦可燃ごみの資源化による焼却施設への影響 

⑧事業系一般廃棄物の分別 

２．野良猫対策  

①野良猫に関する苦情と苦情処理の現状 

②野良猫対策の情報提供と支援 

③野良猫を減らす取り組み 

④環境美化条例に措置命令、罰則規定の追加を 

３．雑草の繁茂した空き地の解消に向けて  

①雑草の生えた空き地に関する苦情と苦情処理の現状 

②遊休農地の課税強化の取り組みの現状と課題 

③環境美化条例に措置命令、行政代執行規定の追加を 

 

１．家庭ごみ減量・資源化基本方針（素案）の問題点（抜粋） 

（１）ごみ袋有料化と容器包装プラスチックの分別回収の実施時期 

≪質問≫今回のごみ減量・資源化の新たな施策の実

施については、コロナ感染症の予防措置の確立や

経済状況の回復、生活苦の解消の見通しが立つま

で、有料化実施の決定をすべきではないと考えま

すが如何ですか。 

 

【答弁】ごみ減量・資源化を推進する新たな施策の実施

時期については、社会経済情勢等を十分に考慮しな

がら決定する考えです。しかし、循環型社会の形成を

促進する観点からも、ごみ減量・資源化を推進するた

めの具体的な施策について、その内容や実施の是非

などの検討を進めることは必要だと考えています。 
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≪質問≫それぞれの施策の効果を把握するため、プラスチックごみの分別を先行させ、効果

を見極めた後に、有料化の是非を検討すべきと考えますが如何ですか。 

 

【答弁】ごみ減量・資源化を推進していくためには、一つの取組みだけではなく、様々な施策を一体的

に取り組んでいく必要があると考えています。容器包装プラスチックは、令和３年７月からの実施を

検討していますが、それ以外の施策についても、廃棄物減量等推進審議会の答申を踏まえ、ごみ

減量・資源化推進に向けた施策の一体的な実施を検討していきます。 

 

（２）指定袋の全市民への無料配布と不法投棄対策 

≪質問≫分別せずにごみを多量に出す市民に負担を

していただく考え方は理解できますが、分別をがん

ばっても一般家庭では年間 3600円（30Ｌ×120袋）

程度の負担となります。そこで、市の目指す一定量

のごみ袋を全世帯に無料で配布し、それを超える分

を 1Ｌ当たり 2～3 円で販売するシステムの再検討

をすべきと考えますが如何ですか。 

 

【答弁】一定枚数のごみ袋を無料で配布して、その配布枚数を超えた分を購入していただく「一定量

無料型」では、一定枚数を使い切るまでの減量や分別の効果が働きにくいことや、制度の運用費

用がより多くかかるなどのデメリットがあります。そのため、ごみ袋を 1 枚目から購入していただくこと

で、減量と分別の効果が見込め、また、他の制度に比べて制度運用費用が抑えられるなど、メリッ

トが多い「単純従量制」での運用を考えています。 

 

（３）循環型社会の形成に向けた事業系一般廃棄物の分別 

≪質問≫今回の基本方針の見直しは、循環型社会形成の推進や施設の延命化、温室ガスの削

減、財政負担の削減等を目的としています。しかし、中津市のごみの排出量の約 30％を

占める事業系一般廃棄物に対するごみの減量・資源化の方策が盛り込まれていません。一

般家庭だけに負担を強いるのではなく、事業者にも応分の負担や分別を要請する必要があ

ると考えますが如何ですか。 

 

【答弁】廃棄物処理法では、『事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うこ

とによりその減量に努めなければならない』と規定されていることから、事業者から排出される事業

系一般廃棄物の減量と資源化を進める必要があると考えています。  

そのため、廃棄物減量等推進審議会において、家庭ごみに加えて、事業系一般廃棄物の減量・

資源化を推進するための施策について審議しています。 

 

２．野良猫対策（抜粋） 

（１）野良猫対策の情報提供と支援 

≪質問≫市のホームページでは「猫の飼養について」の記事が

掲載されていません。適正な猫の飼養や餌やりのルール、猫

よけ対策の紹介をすべきと考えますが如何ですか。 
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【答弁】相談窓口である県のホームページでは「猫の飼養について」の記事が掲載されていますが、

市のホームページには猫に関して「飼い主のマナー啓発」「おおいたさくら猫プロジェクト」の記載しか

ありません。市民の皆様の生活環境に関することでもあるため、猫の飼養について市のホームペー

ジに掲載します。 

  

≪質問≫また、野良猫よけ対策として、酢酸液等の忌避剤の無料配布や超音波式猫避け器の

貸し出し等を実施すべきと考えますが如何ですか。 

 

【答弁】市では超音波式猫避け器を３台所有しており、一定期間試験的に貸し出すことは可能です。

しかし、忌避剤、猫避け器ともに最初は効果があるものの、猫が慣れてしまうため根本的な解消と

ならないと考えています。  

今後も飼い主へのマナー啓発とおおいたさくら猫プロジェクトの推進により対応する方針です。 

 

≪質問≫動物愛護管理法で、猫には所有者表示に関する努力義務

が課せられているものの、犬のように義務化されていないため、

猫の所有者の有無を外形的に判断するのは困難です。  

そこで、飼い猫の屋内飼育の指導やさくら猫プロジェクト等

を推進するため、猫の所有者を判別する「飼い猫の登録、首輪

等の識別表示の制度」を導入すべきと考えますが如何ですか。 

 

【答弁】猫の所有者表示に関しては、法律上努力義務であり、強制する

事は難しいと考えています。今後も市報等により、飼い猫に首輪をつけるな

ど、飼い主への啓発を行っていきます。 

 

２．雑草の繁茂した空き地の解消に向けて（抜粋） 

（１）環境美化条例に措置命令、行政代執行規定の追加を 

≪質問≫現行の条例では、所有者等の協力がなければ、苦情

主が泣き寝入りをしているのが現状です。 

そこで、「所有者に対し、あき地の適正な管理を行うよ

う、市長は命令ができることとし、さらに、雑草等の除去

の措置命令を履行しない場合、行政代執行法に基づき、市

が除草等の行為を行い、除草等に要した費用をあき地の所

有者等から徴収することができる」条例を他市の条例を参

考に制定すべきと考えますが如何ですか。 

 

【答弁】土地所有者に草刈り等の指導をするため登記事項を確認し、文書により指導します。相続人

がいないなど、純然たる所有者不明土地だけでなく、解決に至らない土地の多くは所有者からの連

絡の無い土地です。  

このような土地に対して、行政代執行により除草をしても、草は３か月で伸びてしまい、代執行を

繰り返すこととなります。また、その費用の多くは回収できず、不良債権をかかえることとなる恐れが

あります。よって、条例に措置命令、行政代執行規定を追加することは考えていません。 

迷子札を付けた猫 
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なかはくクリスマスマルシェ 

） 

活動日誌 主な活動の一部をご紹介します。             

耶馬トピア新そば賞味会 

 

つや姫村案山子ワールド 

 

青の洞門ネモフィラ種まき 

 

◆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。 

八社神社に門松奉納 

） 

 

蛎瀬神楽の湯立神楽展示会 

 

編集後記（ひとりごと） 昨年は、人と人との距離を気にして、知らず知らずのうちに疎遠となって

しまいました。今年も３密には十分に気を付けて参りますが、「心の密」を大切にし、かかわりとつなが

りを大切にしていきたいと思います。（まさとし） 

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
10月4日 （日） 新大塚町広場、道路清掃
10月5日 （月） 常任委員会決算審査（厚生環境）
10月6日 （火） 大分県市議会議長会研修会
10月7日 （水） 常任委員会決算審査（総務企画消防）
10月8日 （木） 常任委員会決算審査（教育産業建設）、9月議会の概要作成
10月10日 （土） 新大塚町秋祭り（豊前蛎瀬神楽奉納）、北部校区なぎさサロン役員会
10月11日 （日） 中津南高耶馬渓校ＣＭ上映会
10月13日 （火） ごみ減量等説明会（北部公民館）、中津支援学校自校式給食試食会
10月17日 （土） 北部校区なぎさサロン
10月18日 （日） なかつ耶馬渓活き域きネット研修視察（佐伯市、19日まで）
10月20日 （火） 市議会正副議長・正副委員長協議（新型コロナウイルス関連）
10月21日 （水） 中津商工会議所会員交流会
10月25日 （日） やまくに軽トラ市
10月26日 （月） 耶馬トピア新そば賞味会
10月28日 （水） 中津市自治研究センター議員研修会
10月30日 （金） 中津市職労青年部定期大会、道の駅おうとう桜街道等の現地調査
10月31日 （土） つや姫村広場の案山子ワールド（山国町市平地区）
11月2日 （月） 複合文化施設「さいき城山桜ホール」の現地調査
11月6日 （金） 家庭ごみ減量・資源化基本方針（素案）に対するパブリックコメント提出
11月7日 （土） さるとび紅葉まつり
11月10日 （火） 市議会議長、総務企画消防委員長と執行部の打合せ、明蓮寺仏壮役員会
11月14日 （土） 新大塚町平成会視察研修（山国町、15日まで）
11月16日 （月） 建築士会中津支部役員会、自治労大分県本部自治体議員連合総会
11月17日 （火） 12月議会一般質問通告、議会運営委員会、市議会タブレット端末研修会
11月19日 （木） なかはく・福澤記念館企画展「福澤諭吉の書」
11月20日 （金） ゲーマー向け温泉施設現地調査（九重町）、平和運動センター定期総会
11月23日 （月） 会派打合せ【ごみ有料化反対請願書】
11月26日 （木） なかはく　「蛎瀬神楽の湯立神楽道具」展示会
11月28日 （土） 青の洞門ネモフィラの種まき
11月30日 （月） 第3回臨時議会
12月1日 （火） 12月議会開会
12月5日 （土） 新大塚町平成会12月例会
12月8日 （火） 12月議会一般質問（1日目）、議会運営委員会
12月9日 （水） 12月議会一般質問（2日目）
12月10日 （木） 12月議会一般質問（3日目）
12月12日 （土） なかはくクリスマスマルシェ＆石垣ライトアップ点灯式、なぎさサロン役員会
12月13日 （日） 新大塚町自治会役員会、八社神社に門松奉納
12月15日 （火） 12月議会議案質疑
12月16日 （水） 12月議会常任委員会（教育産業建設委員会）
12月17日 （木） 12月議会常任委員会（厚生環境委員会）
12月18日 （金） 12月議会常任委員会（総務企画消防委員会）
12月20日 （日） 新大塚町自治会防犯パトロール、八社神社清掃活動、明蓮寺年末掃除
12月22日 （火） 12月議会自由討議
12月24日 （木） 12月議会最終日、議員研修会（九電のSDGｓの取り組み）
12月26日 （土） 農家民泊「みどりさん家」餅つき
12月29日 （火） 明蓮寺餅つき
12月31日 （木） 明蓮寺除夜祭

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

