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中津市議会議員 大塚正俊



令和4年3月議会は、2月22日から3月24日の31日間開催されました。
令和4年度一般会計予算等の予算議案21件、条例議案10件、報告4件、
人事案件2件、その他議案3件、決議1件、意見書4件の計45件が上程さ
れ、意見書1件を除く議案を原案どおり可決しました。
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１．コロナに打ち勝つ行財政運営に向けて

①中津市の財政状況と今後の見通し

②次期行政サービス高度化プランの策定に向けて

２．コロナ禍における専決処分のあり方について

①専決処分の根拠と要件

②臨時議会を招集しなかった理由

令和４年３月議会一般質問の概要

■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．令和３年度一般会計補正予算（第13号）
補正額6億2207万円（補正後予算額474億2537万円 ）
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令和４年３月定例議会で決まったこと。【抜粋】

□基金管理事業；2億12万円
・今後の公共施設の整備に備えて公共施設等整備基金へ積立を行う。

□観光宣伝活動事業；5040万円
・アフターコロナ対策として、飲食店やお店で使えるクーポン（1泊

2000円）を市内宿泊者へ配布する経費など



5

□水稲栽培農家経営継続支援事業；3501万円
・コロナ禍を要因とする米価下落による水稲栽培農家の減収に対し、
栽培面積に応じて水稲栽培に係る生産費の一部を支援する。
・0.1ha～1.0ha未満の耕作者10a当り1660円、1.0ha以上の耕作者10a当
り3321円

※水稲栽培面積から自家消費分（10ａ）を
控除した面積に対して支援
・中津市内の水稲（主食米）作付面積
1,515.9ｈａ 内 支援対象面積 1,293ｈａ
・中津市内水稲（主食米）作付農家数
2,267 戸内支援対象農家数 2,127戸
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□地籍調査事業；5742万円
・地籍調査（本耶馬渓東谷地区、耶馬溪山移地区）

□街路事業；1億700万円
・宮永角木線の家屋調査委託、用地取得、建物等補償、道路改良
工事
・令和８年度完成予定

宮永角木線の整備イメージ
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□小学校トイレ改修事業；5470万円
・深水小学校、三郷小学校のトイレ洋式化改修工事

□中学校トイレ改修事業；6940万円
・耶馬溪中学校のトイレ洋式化改修工事

□小学校照明改修事業；2785万円
・大幡小学校校舎の照明設備LED化改修工事

改修イメージ（樋田小学校トイレ）



２．令和３年度下水道事業会計補正予算（第1号）
資本的支出；補正額1000万円（補正後予算額26億673万円 ）
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□上宮永雨水幹線整備事業；1000万円

・中央町エリアの浸水解消に向けた現地測量及び地質調査等の委
託料

中央町エリアの浸水解消



３．令和４年度一般会計予算；428億7609万円
（前年度対比増額12億7282万円、伸率3.1％ ）
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・立地適正化計画の策定に向け
た都市の現況把握やまちづく
り方針の検討など、各種調査
の支援業務、都市計画道路の
見直しの委託料

（１）ソフト事業の新規・拡充事業（抜粋）

□空き家バンク登録促進事業；300万円
・旧下毛地域の空き家所有者が空き家バンクに登録する際、家財
などを処分する場合に補助金を支給（補助上限額10万円/件）

□立地適正化計画策定事業；2507万円
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□八面山振興対策事業；227万円
・八面山四季の丘公園マップ、四季の丘
公園を舞台にした絵本、八面山マップ
の製作や八面山イベントキャンプなど
の経費

□観光施設管理事業（本耶馬渓）；4310万円
・西谷農村公園指定管理委託料、ペットと泊まれる施設整備（トレー
ラーハウス設置）、管理棟改修などの経費

トレーラーハウスのイメージ
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□不滅の福澤プロジェクト事業；8603万円

・福澤記念館の展示ケースのリニューアル、照明設備のＬＥＤ化などの
展示環境の改善や福澤記念館駐車場の整備

・児童向け福澤諭吉読本の発売、ポスター製作やホームページの改修、
各種メディアを活用したPR活動
・まちあるきマップ製作、中津駅おもてなし事業

・先生のゆかりの地や飲食店を巡るス
タンプラリーなどのキャンペーンや
福澤諭吉先生をテーマにしたイベン
トの開催

・福澤門下生の和田豊治などをテーマ
にした「名勝耶馬渓（仮）」展や親
子で参加を楽しめる市民講座の開催、
小幡記念図書館に福澤諭吉先生の特
設コーナーの設置など



12

□放課後児童クラブ運営事業；152万円
・大幡小学校区の待機児童対策として、大幡コミュニティーセンターで主
に高学年児童を対象とした放課後の居場所づくりを行う経費

□避難行動要支援者個別避難計画策定事業；130万円
・福祉専門職等と連携し、避難行動要支援者に対する個別避難計画の策
定に係る経費
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□母子保健事業（産婦健診）；838万円
・産前産後の支援を強化し、妊娠期から子育て期に渡る切れ目のない支
援体制を整備するため、新規に産婦健診を開始

□ごみ処理施設整備基本構想策定事業；880万円
・新ごみ処理施設の整備に向けてごみ処理方式や施設の規模、広域化等
の基本構想を策定
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□商店街等共同設備補助金事業；250万円
・中心市街地における公共性の高い共同施設（街路灯、放送設備、アー
ケード、防犯カメラ、共同広場、掲示板等）を、各商店街団体が修繕、
改修する経費の一部を補助
・補助率1/2 補助上限50万円
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□生理の貧困支援事業；67万円
・市内小中学校の保健室と各階の女子個室トイレ内1か所に無料の生理
用品を配備

□学校・保護者間連絡専用アプリ導入事業；367万円
・市内小、中学校に学校・保護者間連絡専用アプリを導入

千葉市の連絡専用アプリ導入例
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□本庁舎機械棟整備事業；1500万円
・浸水対策として、本庁舎地下にある電気設備等を地上に再配
置するため機械棟を新築し、防災機能の強化を図る。
・実施設計委託料、R5年度完成予定

□本庁舎改修事業；4677万円
・教育委員会をサンリブ中津へ移転するための庁舎及び店舗の改
修経費

（１）普通建設事業の新規・拡充事業（抜粋）



17

□ＪＲ駅舎整備事業；930万円
・JR東中津駅の駐輪スペースに屋根を設置

□児童クラブ施設整備事業；563万円
・上津児童クラブとして利用するための上津小学校空き教室の改修
工事
・北部児童クラブ駐車場舗装工事

雨に濡れる東中津駅の自転車
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□猿飛千壺峡（山国町）整備事業；2718万円
・駐車場、遊歩道の整備

□用水路整備事業；3300万円
・水路整備工事（田尻、東永添、福島）、スライドゲート設置（蛎
瀬）
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□永添公共用地整備事業；3114万円
・永添地区の河川土砂置き場を工業団地として造成するための道路
改良工事、電柱移転
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□宮永角木線街路事業；1億270万円
・用地取得、家屋補償、道路側溝工事、道路改築工事
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□スケートボードエリア整備事業；1300万円
・ダイハツ九州スポーツパーク大貞にスケートボード優先エリアを
整備
・整備面積約800㎡
・野球場北側エリア

□公園施設長寿命化対策事業；4000万円
・複合遊具整備（はな公園、鍋島公園）
・日除けシェルター整備（米山公園）
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□常備消防施設整備事業；4185万円
・救急車に遠隔画像伝送システムを導入、高規格救急車及び積載資
器材の更新経費

□南部小学校施設長寿命化改良事業；1000万円
・管理棟及び教室棟の長寿命化改修のための実施設計委託料
・長寿命化改良工事は令和5年度以降に実施予定
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□北部小学校校舎増築事業；1億6025万円
・実施設計、解体工事及び整備工事（配膳室、渡り廊下外）、校舎
増築工事
・令和5年度完成予定

北部小学校校舎増築位置図
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□耶馬溪公民館整備事業；8050万円
・公民館の解体、造成工事
・総事業費；約3億円、R4年度解体・造成工事、R5・6年度建築・外
構工事、R6年度完成予定

複合施設となる耶馬渓公民館
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□耶馬溪体育施設整備事業；7050万円
・Ｂ＆Ｇ海洋センターに合宿等で安価に宿泊できる簡易宿泊施
設を整備（50名程度）
・宿泊施設整備（体育館2階）、空調、簡易調理場、ランド
リー、トイレバリアフリー化等の改修工事

耶馬溪体育館2階の武道場



４．令和４年度下水道事業会計予算（資本的支出）
23億1015万円（前年度対比増額△ 2億8658万円 ）
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□角木雨水ポンプ場建設改良事業；3億5200万円
・角木雨水ポンプ場整備に係る委託料、用地補償費
・総事業費42億円、R8年度完成予定
・排水面積；179.7ha（蛎瀬、大塚、新大塚、闇無、角木エリア）
・ポンプ能力；排水量9.0㎥／秒

□雨水幹線建設改良事業；6500万円
・牛神湯屋雨水幹線整備に係る用地補償、工事費
・令和6年度完成予定

角木雨水ポンプ場の整備イメージ
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□中津市事務分掌条例の一部改正
・企画観光部「まちづくり推進室」を建設部「まちづくり推進課」に
移管

５．条例の制定、一部改正

□中津市国民健康保険税条例の一部
改正
・未就学児に係る国民健康保険税の被保
険者均等割額を減額（5割軽減）する等
の改正を行うもの
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「専決処分」とは、本来は議会が議決しなければならない事件（予算
等）を、時間的に議会の招集を待てない緊急な場合などに、行政運営
の遅れや滞りを防ぐため、例外的に市長が議会の議決に代わり意思決
定することです。

６．専決処分の報告

①令和3年度中津市一般会計補正予算（第10号）【1/4専決】
補正額14億5874万円

□住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業
・給付金額；１世帯当り10万円・申請及び確認受付期間；2月1日
～9月30日まで
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②令和3年度中津市一般会計補正予算（第11号【1/19専決】
補正額1399万円

□保育士等処遇改善事業
・市内の放課後児童クラブの支援員や私立保育園、認定こども園等の
保育士の処遇改善（賃金の3％程度）を行うための経費。（R4年2
月・3月分）、4月以降も継続

③令和3年度 中津市一般会計補正予算（第12号【2/3専決】
補正額2億6000万

□第3弾プレミアム商品券発行事業
・発行総額10億4000万円（販売総額8億円）
・プレミアム率 30%
・購入限度額一人 5 冊 50,000 円まで
・申込期間； 3月1日～3月31日
・引換期間；4月14日～4月20日
・使用期間；5月2日～7月31日
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７．人事 （中津市議会副議長）

“中津市議会第６８代の副議長に就任しました。”

令和4年第１回定例市議会におきまして、
第68代副議長に就任いたしました。
伝統ある中津市議会の副議長という大任を

拝し、身に余る光栄でございます。
また同時に、責任の重さをひしひしと痛感
いたしております。
今、新型コロナウイルス感染症の長期化に

より、経済活動や日常生活にこれまで経験し

たことのない影響が生じています。市民の皆様の暮らしの安定と活力ある中津の
実現に向け、二元代表制の一翼を担う議会としての役割を果たすため、中西議長
とともに市議会の総合力を発揮できますよう全力で頑張る決意でございます。
今後とも、より一層の皆様のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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①生理用品を消費税軽減税率の対象にすることを求める意
見書【可決】
②「手話言語法」の制定を求める意見書【可決】
③女性や子どもの自殺増への対策を求める意見書【可決】

④新型コロナウイルス感染に対処できる日米地位協定への
見直しを求める意見書【否決】

※私たちの会派から②③④を提出しましたが、④の意見書は否決されま
した。

９．意見書

８．決議（私たちの会派で提出）

□ロシアによるウクライナへの侵略に抗議し、撤兵を求
める緊急決議
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（１）誰一人取り残さないデジタル社会へ、一人ひとり
が幸せなまちづくり（補足説明者：山影智一議員）

１０．自由討議

【私の主張】

デジタル庁が発足し、新聞には毎日のように「デジタル・トランスフォーメーション」（
DX）の文字が躍る、まさに一億総デジタル。良いことづくめのように語られるデジタル
改革。
しかし、「デジタル改革」で何がどう変わるのか。私たちは今この改革を、よく理解で
きないまま、政府によって参画を急かされているのではないかと危惧している。
今後は、プライバシーリスクとセキュリティリスクの解決が大きな課題と考えている。

①デジタル社会について
②中津市役所のＤＸ推進について
③デジタルを活かした市民サービスの向上について

④デジタルを活用した事業（地域振興、産業、医療・福祉等）の
あり方について
⑤市民、事業者、行政の連携の取組みについて
⑥決議案について
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（２）議会基本条例に基づく議員・議会の役割
（補足説明者：三上英範議員）

【私の主張】

３月議会の私の一般質問「専決処分のあり方」において、「これまでも、専決処分は可
能な限り、限定的にすべきと認識して対応してまいりました。今後においても地方自治
法の規定に沿って、専決処分する方針です。」との答弁がありました。また、荒木議員の
質問に対して、「専決処分にあたって、今後十分に議会と調整を図りながら進めていき
たいと思います。」と答弁が変更されました。
以前は、事前に議会との調整をした上で専決処分をしてきましたが、最近は調整が行
われていないことを副市長が認め、今後対応を改めるとしました。
そこで、専決処分に係る今後の課題は、議会としてどういった場合に専決処分を認め
るのかの判断基準を持つ必要があると考えます。基本的には、専決処分は認めないと
いう方針で臨むべきと考える。

①規則、要綱等の改正について
②専決処分の範囲について
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

編集後記（ひとりごと） 3月31日、市役所の同学年の仲間が定年退職を迎え

ました。11年前に退職していなければ、どんな第2の人生をスタートしたでし

ょうか。市役所には向かないタイプだったので、家庭菜園を広げて農業を始め

ていたかもしれませんね。（まさとし）


