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““コロナ禍のストレス対策を””  

新型コロナウイルス感染症が世界中に広がって 1年が過ぎました。いまだに収束の兆し

がみえないどころかウイルスが変異を繰り返し、さらに広がり続けています。 

緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、独自の感染対策など、次々と政府や自治体が対

策はするものの、基本的に私たちのすることは何も変わっていません。 

人のいるところではマスクを着用する。飲食はできるだけ自宅

で。外食の場合は無言で短時間に済ませる。外での飲酒は控える。

不要・不急の外出はしない。 

多くの人がこれらを実行していますが、なかなか感染が収束し

ません。一方、うつ症状を訴える人が増えていると聞きます。 

感染防止対策は大切です。しかし、感染に気を付けるあまり精

神の健康を害しては元も子もありません。自然の中で体を動かし、

オンラインでコミュニケーションも取る。 

感染防止に配慮しながら、コロナストレスに対処していきましょう。 

 

■令和３年第２回（6 月）定例議会で決まったこと。【抜粋】 

令和 3 年第 2 回定例議会（6 月議会）は、6 月 3 日から 30 日の 28 日間開催されました。 

令和 3 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 12 件、報告

21 件、その他議案 2 件、意見書 4 件の計 51 件が上程され、原案通り可決しました。 

 

１．令和３年度一般会計補正予算（第 1・2・3 号）；補正額 7 億 5,948 万円 

（補正後予算額 423 億 6,274 万円 ） 

□新型コロナウイルスワクチン接種事業；3 億 9,299 万円 

・ワクチン接種体制の確保及びワクチン接種に係る経費を増

額補正（医療機関でのワクチン接種委託料、集団接種にお

ける医師・看護師の謝礼、会場運営・コールセンター運営

委託料など） 

・ワクチン接種は、国から十分なワクチンの提供があれば、

希望者は 11 月末までに終了予定。 

□子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）；8,741 万円 

・Ｒ3 年 4 月分の児童扶養手当受給者等 給付額；児童 1 人当たり 5 万円 
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□子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（その他世帯分）；8,292 万円 

・Ｒ3 年 4 月分の児童扶養手当受給者、児童（Ｒ3 年 3 月 31 日時点で 18 歳未満の子、

Ｒ4 年 2 月末までに生まれる新生児を含む）の養育者等（Ｒ3 年度分住民税均等割が非

課税の子育て世帯など）給付額；児童 1 人当たり 5 万円） 

【相談窓口】；子育て支援課 

□新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業；3,633 万円 

・総合支援資金等の特別貸付を利用することができない生活困窮世帯に対し、自立支援

金を支給する。 

・所得要件；Ｒ3 年度分住民税均等割非課税世帯など 

・支給額；単身世帯 6 万円、2 人世帯 8 万円、3 人世帯 10 万円 

【相談窓口】；福祉政策課 

□コミュニケーション支援事業；34 万円 

・聴覚障害者に対する支援として、遠隔で手話通訳等を行える

よう窓口体制を整備する。 

・タブレット端末の購入（5 台） 

□防犯カメラ設置補助金事業；100 万円 

・自主防犯組織や自治会等が大分県警の補助金を活用して設置

する防犯カメラ設置費用の一部を補助する。 

・補助率 1/2（補助上限；50 万円） 

【相談窓口】；市民安全課 

□教育振興事業；3,096 万円 

・小、中学校にスクールサポートスタッフ 25 人（合計 29 人）、

学習指導員 3 人（合計 10 人）を追加配置する。 

 

２．条例の制定、一部改正（抜粋） 

 □中津市民病院事業基金条例の制定 

・市民病院事業の健全な運営及び人材の育成・確保を図るため

の財源となる基金を設置（今議会で病院事業会計補正予算と

して 25 億円の基金を計上） 

・Ｒ2 年度末内部留保資金約 37 億円、流動比率 600％以上（目安 200％以上） 

・基金の運用益で、薬剤師確保に向けた奨学金制度を創設する予定。 

□中津市公民館条例の一部改正 

・建設中の三光コミュニティーセンター（9/22 竣工予定）に図書館・福祉保健センター

機能を複合化するための条例改正 

 

３．財産の取得 

 □高規格救急自動車；1 台 取得価格；2,283 万円（消防本部配備） 

 ・救急車に積載する資機材は別途契約済み（1,471 万円） 

 □消防団消防ポンプ自動車；2 台 

・第 1 方面団第 6 分団；大幡校区、第 13 分団；今津校区植野） 

 ・取得価格；3,872 万円（2 台） 

防犯カメラの設置イメージ 

 

健全運営を続ける市民病院 

 

タブレットによる手話通訳 

 

高規格救急自動車 
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４．人 事 

□監査委員の選任について    岡 雅一 さん  （満 65 歳、中殿在住） 新任 

□教育委員会委員の任命について 本田 貴予 さん （満 55 歳、中央町在住） 再任 

 

５．意見書【採択】※以下の 4 件は私たちの会派で提出しました。 

・2021 年度大分県最低賃金の改正等に関する意見書  

・地方財政の充実、強化に関する意見書 

・教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書 

・選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書 

 

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．真の地方創生を実現するために  

①第 1 次まち・ひと・しごと総合戦略の検証 

②地方創生を実現するために 

２．学校のルールづくりに児童、生徒の参画を 

①校則（学校の決まり）の見直し 

②学校のルールづくりに子ども達の参画を 

３．学校施設の充実に向けて  

①北部小学校の体育館はなぜ狭い 

②ランチルームや多目的室の設置目的と教育的効果 

③小学校の 35 人以下学級化で不足する教室の数及び対応方針 

④学校間格差の解消 

 

１．真の地方創生を実現するために（抜粋） 

〔情勢〕中津市の人口推移と人口推計のグラフを

作成しました。私の推計によれば、中津市全体

の人口は、合併以降緩やかな減少傾向にありま

したが、今後は減少傾向が加速化してきます。 

この要因は、0～19 歳の転出超過、特に 20

～24 歳の女性の転出超過、出生数の減少です。 

（１）地方創生を実現するために 

≪質問≫今後は、将来の人口増加にもつながる

20～29 歳女性を増やすための施策や出生数を

増やす施策を重点的に取り組む必要があると

考えます。 

そこで、コールセンター、化粧品・医薬品・

食品会社、バイオ植物工場、各種研究所等、比

較的女性が多く働く業種の企業誘致を進める

べきと考えますが如何ですか。 
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【答弁】市として、近年の中津市の人口動態を踏まえて、女性の雇用促進が図られる企業の誘致が

必要との観点から、「女性活躍支援設備に対する助成」など新たなメニューを追加し、誘致に努め

ているところです。 

今後も、県と連携し、様々なネットワークを活用しながら、新規企業への訪問活動など誘致セー

ルスを進め、多くの女性が活躍できる企業の誘致に取り組みます。 

 

≪質問≫また、転出先として多い北九州や博多は、中津から

通勤可能なエリアです。そこで、電車通勤者への月極め駐

車料金の助成やＪＲ通勤定期券の補助等の支援をすべきと

考えますが如何ですか。 

【答弁】市外通勤者の通勤費用等に対する助成による移住・定住の

効果については、主な勤務地や通勤に要する時間などと併せて、

慎重な見極めが必要であると考えます。 

 

≪質問≫次に、田園回帰 1％戦略の取り組

みです。旧下毛地域の人口減少は合併以

降加速化しています。 

  人口の 1％のＵＩターンを受け入れる

ことで、人口や子どもの数の減少が一定

程度低減するというものです。 

  支所単位に、人口の１％の移住等の受

入の目標設定を行うとともに、受入地域

（自治会）への移住受入協力金等の支給

を検討すべきと考えますが、如何ですか。 

【答弁】支所ごとに目標数を設定するなどの支

所間競争に結び付く目標設定ではなく、旧下

毛地域全体としての目標設定を行っており、

移住を希望する方の立場に立った支援を行

うことで、一人でも多くの方に旧下毛地域へ来ていただけるよう取り組みを進めています。 

また、各支所では、移住を推進している「移住支援なかつ」による移住者支援サポート活動など、

ソフト的な支援を行っており、移住受入協力金の支給は現時点では予定しておりません。 

 

≪質問≫次に、新婚家庭に対する住宅家賃補助制度の充実についてです。公務員や一部の企

業では、雇用主による家賃補助が行われていますが、最近では多くの事業所で住宅家賃補

助制度がなくなってきています。 

  今年度より、過疎地域内に居住した新婚家庭には「結婚新生活支援事業補助金」が創設

されましたが、旧中津市内は対象外です。旧中津市内の婚姻数も減少しており、結婚しや

すい環境づくりに向けて、対象範囲を広げるべきと考えますが如何ですか。 

【答弁】この補助金は、少子高齢化が著しい旧下毛地域への過疎対策の一つとして、結婚に伴う生

活拠点に旧下毛地域を選択していただくために、新生活に必要となるコストの一部を支援するもの

であり、現在、旧中津市内での実施の予定はありません。 
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２．学校のルールづくりに児童、生徒の参画を（抜粋） 

〔情勢〕2017 年、大阪府立高校の生徒が、地毛の黒染めを強要されたとして提訴したのを契

機に、全国的に校則に対する問題意識が広がりました。最近では、頭髪や下着の色を規制す

るなど、プライバシーや人権にかかわる不合理な校則（ブラック校則）が問題化しています。 

現在の市内中学校の校則には、いくつかの問題点があり、ホームページにも公表できる校

則づくりが必要と考えます。 

（１）校則（学校の決まり）の見直し 

≪質問≫熊本市教育委員会では、校則のあり方として「校則は必要かつ合理的な範囲内であ

ること」「校則の制定・改廃に教職員、児童生徒、保護者が参画すること」「校則を公表す

ること」の 3点を定めています。 

市内中学校の校則の中には見直しをすべき内容があると考えますが如何ですか。 

【答弁】現行の校則は、学校の裁量の範囲内のものと捉えていますが、時代の変化や価値観の変化

によって、学校判断によって適宜見直しを行っていくものと考えます。 

受け手に与える印象に違いを持たせる言葉などについては、見

直しの必要があると考えます。 

教育委員会としても、校長会議、生徒指導担当者会議等で、

適宜見直しを図るよう積極的に呼び掛けていきたいと考えます。 

 

（２）学校のルールづくりに子ども達の参画を 

≪質問≫中学校の制服は校則の中の重要な項目の一つです。押し付けられた制服とならない

よう、制服の見直しに生徒が積極的に参画し、決定に関与する仕掛けづくりが必要と考え

ます。そこで、「標準服のあり方に関する検討会」における生徒の参画はどのように確保

されるのか伺います。 

【答弁】市内中学校における標準服の見直しについては、既に小学 6年生、中学 1・2年生及び保護

者へアンケートを実施したところです。今後、モデル服の展示、投票などで子ども達の意見を反映し、

「検討会」の中でも子ども達の意見を生かすよう議論していきたいと考えています。 

 

３．学校施設の充実に向けて（抜粋） 

〔情勢〕今年 3月に策定された学校施設長寿命化計画（Ｒ7

年度まで）には、北部小学校の増改築は計画されていませ

ん。市内小学校の中で、北部小学校の施設環境は最悪です。 

また、文部科学省は、「今後、水害への備えを充実させ

る必要がある」としており、浸水想定区域内にある北部小

学校の現状も踏まえ、早期の増改築が必要と考えます。 

（１）学校間格差の解消 

≪質問≫ 北部小学校は、南校舎を除いた校舎、体育館、プールの築年数が 51～58 年とな

っています。また、グラウンド・体育館は狭い、教室は今後も不足、ランチルームや多目

的室がない、すし詰め状態の職員室、休憩室がない等の課題を抱えています。 

  そこで、学校敷地の狭い北部小学校では、校舎等の配置のあり方を再検討したうえで、

増改築を進めるべきと考えますが如何ですか。 

【答弁】既存施設を有効活用しながら、学校の実情や施設の劣化状況に応じた整備を行います。 
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福澤先生の胸像見学会 

） 

活動日誌 主な活動の一部をご紹介します。              

キッチンカーフェス 

 

交通安全運動交通指導 

 

消化ガス発電施設現地調査 

 

◆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。 
「懐かしい城下町」中津展 

） 

 

みどりさん家田植え体験 

 

編集後記（ひとりごと） コロナ感染症対策のため、今年も中津祇園、鶴市花傘鉾祭りの中
止が決定されました。お祭りは 3 密の解消が難しいので残念ですが仕方がありません。じい
じのお祭りの晴れ姿を孫に見せたかったのですが、来年までお預けです。（まさとし） 

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
4月2日 （金） 明蓮寺仏壮役員会
4月4日 （日） 新大塚町春祭り（神事のみ）、キッチンカーフェス
4月6日 （火） 蛎瀬川土手の不法投棄看板の立て替え
4月8日 （木） 交通安全運動交通指導（15日まで）、大塚町通学路工事の現地確認
4月10日 （土） 北部校区なぎさサロン役員会、農家民泊みどりさん家種まき体験
4月15日 （木） NPO法人まちなみ会理事会
4月16日 （金） 薬師寺春彼岸・永代経法要
4月18日 （日） 新大塚町水路清掃活動、地区防犯パトロール
4月20日 （火） 中津市自治研究センター事務局会議
4月22日 （木） 明蓮寺仏壮役員会
4月23日 （金） なかはく『高山オリコの世界』展
4月26日 （月） 宮永角木線工事（御船入り）の現地調査
4月28日 （水） 明蓮寺仏教壮年会総会、会派打合せ
5月2日 （日） 地元農業用水路清掃活動
5月3日 （月） 耶馬渓町犬ヶ岳登山道の現地調査
5月4日 （火） 道の駅「耶馬トピア」休憩所の現地調査
5月11日 （火） 総務企画消防委員協議会、住宅型有料老人ホーム「稲穂の風」起工式
5月13日 （木） 自治体議員連合全国学習会（ウエブ会議）
5月15日 （土） 農家民泊みどりさん家田植え体験
5月16日 （日） 地区防犯パトロール
5月18日 （火） 北部校区自主防災会設立総会、北部公民館運営委員会
5月19日 （水） 中津市自治研究センター総会＆ミニ研、会派打合せ
5月20日 （木） 6月議会一般質問通告、明蓮寺「宗祖降誕会」
5月24日 （月） 下水処理場消化ガス発電施設の現地調査
5月25日 （火） 北部校区防災士会役員会、自治体議会課題検討会議
5月27日 （木） 6月議会招集告示、議案書発送、一般質問執行部打合せ
6月1日 （火） 県政市政対策会議、角木・新大塚仮設ポンプの現地調査
6月2日 （水） 宇佐市現地調査（うさ抗原検査センター）
6月3日 （木） 6月議会開会、会派打合せ
6月5日 （土） NPO法人なかつ耶馬渓活き域きネット総会、地元平成会例会
6月8日 （火） 北部校区防災士協議会役員会、宇佐市現地視察（地域自治組織）
6月9日 （水） 北門通り仮設ポンプの現地調査
6月10日 （木） 北部校区青少年健全育成協議会総会
6月11日 （金） 6月議会一般質問
6月12日 （土） 福澤先生の胸像見学会、北部校区なぎさサロン役員会
6月14日 （月） 6月議会一般質問
6月15日 （火） 6月議会一般質問、県立歴史博物館特集展示＆歴史文化講座
6月17日 （木） 「懐かしい城下町中津」展、NPO法人中津まちなみ会総会
6月18日 （金） 6月議会議案質疑
6月21日 （月） 6月議会厚生環境委員会
6月22日 （火） 6月議会総務企画消防委員会、やまくにスポーツパーク現地調査
6月23日 （水） 6月議会教育産業建設委員会
6月26日 （土） 男女共同参画週間記念講演会、なかはく『伝染病との戦い』展
6月27日 （日） 地元皆作祭り
6月28日 （月） 6月議会自由討議、市議会全員協議会
6月30日 （水） 6月議会最終日、総務企画消防委員会（自治体DX推進に関する勉強会）

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

