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“3 年ぶりに中津祇園が開催される” 

コロナ禍による社会的な影響を受けてから３年目の夏がやってきました。 

この間に、新たな変異株が出現し、緊急事態宣言による社会活動の制限を受けるなど、

それまでの私たちの生活とは一変することとなりました。 

一方、4回目のワクチン接種も開始され、感染者数は増減していますが感染しても重症化

にならないケースが増え、徐々に感染予防対策を講じた上でお祭り、学校行事、イベント

や集会も再開されてきました。 

今年は、感染対策を施し規模を縮小して中津祇園

が 3年ぶりに開催されます。 

地域コミュニテーの維持やまちの活性化のため

には、お祭り等の行事は欠かせません。 

今後は、いろいろと試行錯誤しながらの「ウイズ

コロナ」のイベント開催となることと思いますが、

万全な感染予防対策を講じた上で、お祭り等がだん

だんと再開されていくことを期待しています。 

 

■令和４年第 2 回（6 月）定例市議会で決まったこと。【抜粋】 

令和 4 年第 2 回定例市議会（6 月議会）は、6 月 6 日から 30 日の 25 日間開催されまし

た。令和 4 年度一般会計補正予算、条例議案 9 件、報告 24 件、人事案件 3 件、その他議

案 1 件、請願 1 件、決議 2 件、意見書 4 件の計 45 件が上程され、決議 1 件を除く議案を

原案どおり可決しました。 

 

１．令和 4 年度一般会計補正予算（第 2 号）；補正額 8 億 560 万円 

（補正後予算額 439 億 2657 万円 ） 

 

□学校給食提供支援補助金；1833 万円 

・コロナ禍における物価高騰を受け、学校給食会計の運

営に影響が生じているため、値上げを回避するため物

価高騰によるパン・牛乳・副食に係る影響額を支援し、

質と量ともに安定した学校給食の提供を確保する。 

 

中津市議会議員 大塚 正俊 
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□ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業；1103 万円 

・令和 4 年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象とならなかった「ひと

り親世帯」に対し生活支援特別給付金を支給する。 

・対象者は令和 4 年 5 月分から令和 5 年 3 月分までの児童扶養手当などの新規受給者 

□幼児教育・保育施設等物価高騰緊急支援事業；1346 万円 

・コロナ禍における物価高騰により、保護者の負担増が懸念されるため、給食を提供す

る保育所等へ支援を行う。（7 月から 3 月の 9 ヶ月分） 

 〇保育所等；対象人数：2,818 人、500 円/月×9 ヶ月分 

〇児童発達支援事業所等；対象人数：80 人、50 円/回 

 〇病児・病後児保育施設；延べ 116 人/月、50 円/回 

□地域振興施設（道の駅なかつ）事業；931 万円 

・原油価格高騰、脱炭素社会の構築への取り組みから電気自動

車の普及が見込まれるため、電気自動車用のＥＶ高速充電器

を道の駅なかつに 3 台整備する。（1 台更新、2 台増設） 

□水産物流通改善支援補助金；1400 万円 

・コロナ禍や原油価格高騰の影響を受けている水産業関連事業

者に対して燃料費を支援する。（補助率 1/2） 

・期間：令和 4 年 4 月～令和 5 年 3 月 

□プレミアム商品券発行事業；5 億 8880 万円 

・コロナ禍や物価高騰を受けている市内事業者を支援するとと 

もに、地域経済の再活性化を目的としてプレミアム商品券を発行する。 

【プレミアム商品券第 4 弾】 

・利用期間；令和 4 年 9 月～12 月 

  ・発行総額；15 億 6000 万円、プレミアム率：30％ 

【プレミアム商品券第 5 弾】 

・利用期間；令和 5 年 1 月～3 月 

  ・発行総額；7 億 8,000 万円、プレミアム率：30％ 

□予防事業（新型コロナウイルス対策関連）；8856 万円 

・新型コロナウイルスワクチン接種に係る増額補正。 

【4 回目接種】 対象者：60 歳以上の市民（約 28,000 人） 

         18 歳から 59 歳までの基礎疾患等がある市民（約 1,500 人） 

【3 回目接種】 対象者：12 歳から 17 歳までの市民（約 3,500 人） 

□脱炭素戦略策定事業；2000 万円 

・2050 年脱炭素社会実現に向けた中

津市版ロードマップを作成すると

ともに、公共施設における再生可

能エネルギー設備の導入の可能性

について調査する。 

□大分県ＤＣ（デスティネーション

キャンペーン）事業；156 万円 

・令和 6 年春に開催が決まった福岡・大分ＤＣに係る令和 4 年度の負担金。 

道の駅耶馬トピアの充電設備 

 

小祝漁協 

 

第 3 弾のプレミアム商品券 

※利用期限は 7 月末です。 
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□青の洞門周辺整備事業；900 万円 

・耶馬渓観光の入口として、青の洞門周辺に駐車場等を

整備し、観光振興を図る。令和 4 年度は用地測量を実施。 

・事業年度：令和 4 年度～7 年度  

・総事業費：1 億 8000 万円（予定額） 

 

２．条例の改正（抜粋） 

 □中津市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正 

・公職選挙法施行令の一部改正に伴い、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自

動車の使用、ビラ及びポスターの作成に要する経費の公費負担の限度額を引き上げる。 

 

□中津市立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 

・選定療養に関する費用の基準を定める厚生労働省告示の一部改正に伴い、選定療養費（紹

介状なしに 市民病院を受診した場合に負担していただく費用）を初診の場合「5,500 円」

を「7,700 円」に改定。 

・ただし、休日、夜間等の時間外診療を緊急受診した方等を除く。 

 

３．工事請負契約の締結；三光総合運動公園多目的広場災害復旧  

工事 

 ・契約の金額；176,569,503 円 

・工事の概要；園路広場整備工、グラウンド・コート舗装工等 

・契約の相手方；東亜道路工業・佐々木工業特定建設工事共同   

企業体 

 

４．請 願 

 □飼料、燃油、資材高騰における畜産経営持続化への支援に係る請願 

・請願者；中津市酪農組合、耶馬溪酪農組合、下郷農業協同組合 

 

５．決 議 

□地域における移動手段の確保を求める決議【可決】 

・高齢者や障がい者などの地域における移動手段の早急な確保に向けた抜本的な対策を講

じることを強く求めるもの 

□家庭ごみ袋有料化とごみの持込み料の値上げを9月1日から実施することの延期を求め

る緊急決議【否決】 

【執行部から有料化の実施に向けての追加提案】 

・ごみ袋有料化制度開始の啓発と「指定ごみ袋」のサイズ

や使用感などを確認してもらうことを目的に、「指定ごみ

袋」の無料配布を行う。  

・配布枚数：燃やすごみ用「指定ごみ袋」を 1 袋（10 枚

入り）/世帯 

・実施時期：7 月末までに『引換券』を配布予定（8/1 以降取扱店で引換可能） 

三光陸上競技場の浮上ったラバー 
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６．意見書 

①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 

②地方財政の充実・強化に関する意見書 

③2022 年度大分県最低賃金の改正等に関する意見書 

④国民の祝日「海の日」の 7 月 20 日への固定化を求め

る意見書 

 

 

６月議会の常任委員会（総務企画消防委員会）概要 

■中津市議会では、「副議長は一般質問、議案質疑はできない」との申し合わせがあり、6

月議会以降は一般質問等ができません。そこで、所属する常任委員会での私の質疑の内容

を報告します。 

 

【議題 38 号 令和 4 年度一般会計補正予算（第 2 号）】 

１．青の洞門周辺整備事業；900 万円 

≪大塚≫この事業は、現在の旧レストハウス洞門の

駐車場部分を除く、本体建物及び河川沿いの用地

（約 7,300㎡）を購入し、観光客の駐車場、視点

場等を整備するとのことですが、この事業費 1億

8000万円の内訳について伺います。 

（執行部）全体の事業費 1 億 8000 万円の内訳と

して、今回の測量費 900 万円、用地取得費約

7000 万円、倉庫の移転補償費約 1000 万円、駐

車場の設計委託料約 700 万円、駐車場の整備工

事費約 4800 万円、禅海橋のスロープ工事費約 

2300 万円、視点場として活用するためのカラー

舗装費約 1500 万円を見込んでいます。 

 

≪大塚≫現所有者が本体建物を解体して更地の状態で市が用地を購入するとのことですが、

倉庫移転で 1000万円の移転補償費がなぜ必要なのか伺います。 

（執行部）倉庫の移転費用については、現在も倉庫は使用中であり、移転してもらう必要が

あるため事業費として計画していますが、細かいことについては土地所有者と協議中であ

り、あくまで予定ということでの概算になります。 

 

≪大塚≫買収予定地の字図に里道・水路が残っており、用地は国道から山国川に向かって傾

斜しています。さらに名勝耶馬渓や国定公園の指定地内でもあり、民間での開発は非常に

難しい用地です。土地の鑑定評価の中でシビアに積算されると思いますが、位置は適地で

すが条件の良い土地ではないことは事実です。買収する用地の範囲や土地利用計画につい

て、再度検討することを求めます。 

駐車場、視点場等を整備する位置図 
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※他の議員からも、この事業に対する多くの意見が出され、総務企画消防委員会として 

以下の付帯決議を採択しました。 

 

議第 38号 『令和 4年度中津市一般会計補正予算（第 2号）』に対する附帯決議（抜粋） 

新型コロナウィルス感染拡大にあって、観光業の落ち込みが著しい日々が続いていたが、この

ところの収束傾向や、国のコロナ対策の緩和もあり、観光客の客足も回復しつつある。 

こうした中、今議会に『令和4年度一般会計補正予算（第2号）』の第7款 商工費、第1項 商

工費、第 5 目 観光費、013 観光施設整備事業費、13 節 委託料（測量及び設計委託料）900

万円が計上されている。この予算は、青の洞門観光客用の駐車場としてレストハウス洞門跡地の

約 11,000㎡のうち約 7,300㎡の用地買収のための測量設計費を計上したものである。 

委員会審査の中で、委員から駐車場整備だけではなく、滞在型観光を見据えた施設整備も

併せて検討すべきではないかなど、多くの意見が出された。 

以上のことから、本予算については、下記の点を十分考慮することを強く求める。 

記 

１．買収用地については、観光振興に繋がる範囲での買収を再度検討すること。 

２．名勝耶馬渓や国定公園の区域であると思われるので国や県と調整のうえ駐車場整備だけで

はなく、滞在観光を見据えた、例えばグランピング場や地域経済に波及効果のあるような施設

整備も併せて可能な限り検討すること。 

３．これらの整備においては、民間事業者との連携も含め検討すること。 

 

２．大分県ＤＣ（デスティネーションキャンペーン）事業；156 万円 

≪大塚≫デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）とは、地元自治体、

観光関係団体・事業者等とＪＲグループが協力して実施する国内最

大規模の観光キャンペーンです。令和 6年春に福岡と大分で実施す

ることが決定されています。まず、7 年前の DCの実績と成果につい

て伺います。 

（執行部）7 年前の中津市の取り組みとして、きちょくれまるごとス

タンプラリー、鱧フェアスタンプラリー、ふるさと旅行券の発行、

おもてなしトイレの整備を行いました。 

当時は大河ドラマ「軍師官兵衛」の効果が残っていた時期でもあ

り、DC としての効果分析は難しい状況ですが、市内観光施設の来館

者数や入館者数は、大河ドラマ以前の平成 24 年以前と比較しても上回っている状況にあ

り、DC による効果はあったのではないかと思っています。 

≪大塚≫観光入込み客数は天候や社会情勢等の要因で増減します。私の認識ではＤＣで観光

客が増えたという意識はありません。 

そこで、7年前の課題をしっかり総括して、今回の DCでは成果が出るような企画を練る

必要があると思います。そこで、具体的にどういう年齢層をターゲットにして、どのよう

な戦略イメージを練るのかお聞きします。 

（執行部）7 月に実行委員会が立ち上がり、今後の方針はこれから練っていきます。前回の

反省も踏まえながらいかにお客さんに来ていただけるか。不滅の福澤プロジェクトと併せ

て観光客の集客につながる事業を企画していきたいと思います。

７年前の DC ポスター 
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一般質問で議事進行 

活動日誌 主な活動の一部をご紹介します。              

 

なかはく特別展示 

 

まちなみ歴史探検三光連合 

 

◆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。 

にっぽん酒の会田植え体験 

） 

 

蛎瀬川清掃活動 

  

編集後記（ひとりごと）  6 月 7 日、4 人目の孫が誕生しました。コロナ感染防止対策のため

病院での面会はできず、退院して初めて抱っこしました。生まれてきた孫の顔を見るたびに、「夢と

希望をもてる社会を残してやりたい」と決意を新たにするジイジです。（まさとし） 

サイクリングツアーズ調査 

  

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
4月1日 （金） 農家民泊みどりさん家「ミツバチの巣箱の作り」体験
4月5日 （火） 市議会広報広聴委員会
4月7日 （木） 自治体議会特別セミナー
4月8日 （金） 大分市・豊後高田市議会議長就任、市老人クラブ連合会長就任挨拶受入れ
4月9日 （土） 北部校区なぎさサロン役員会
4月12日 （火） 明蓮寺世話人会議
4月13日 （水） 市議会全員協議会（総合計画案）、市議会会派打合せ
4月14日 （木） 中津城下町再生プロジェクト説明会
4月15日 （金） 友好都市の太宰府市議会へ副議長就任挨拶
4月16日 （土） 明蓮寺仏教壮年会総会
4月17日 （日） 新大塚町内水路清掃活動
4月20日 （水） 大分県市議会議長会定期総会（ウエブ会議）、ごみ袋有料化制度説明会
4月25日 （月） 大分県LPガス協会との打合せ（ガス冷暖房システム）
4月26日 （火） なかはく企画展「やばのみほとけ」
4月28日 （木） やばけいサイクリングツアーズ現地調査
5月1日 （日） 新大塚町内農業用水路清掃活動
5月5日 （木） やばけいサイクリングツアーズ「こどもの日お楽しみイベント」
5月8日 （日） 蛎瀬川清掃活動
5月12日 （木） 総務企画消防委員会、市職員退職者会理事会、自治研センター役員会
5月14日 （土） 農家民泊みどりさん家田植え体験
5月16日 （月） 全国自治体病院経営都市議会協議会理事会、総会（東京）
5月18日 （水） 国東市議会議長、副議長就任挨拶受入れ
5月19日 （木） 明蓮寺降誕会法要、杵築市議会議長、副議長就任挨拶受入れ
5月20日 （金） 市議会議会運営委員会、会派打合せ、NPO法人中津まちなみ会理事会
5月23日 （月） 第1回臨時議会、広報広聴委員会、中津市暴力絶滅市民会議役員総会
5月24日 （火） 北部公民館運営委員会、自治労大分自治体議員連合会議
5月25日 （水） 中津市老人クラブ連合会定期総会、体験しよう「nico＆bousai」（にこぼー）
5月27日 （金） 水辺に遊ぶ会打合せ（蛎瀬川のゴミ問題）
5月29日 （日） 「耶馬渓で減農薬、有機野菜づくり」（収穫祭）
5月31日 （火） いきいきなかつレクスポ祭
6月1日 （水） 県政市政対策会議
6月2日 （木） まちなみ歴史探検（三光連合小学校6年生）
6月3日 （金） 6月議会議会運営委員会、自治研センター事務局会議
6月4日 （土） 日韓親善協会総会、耶馬渓橋の重要文化財国指定記念式典
6月5日 （日） NPO法人なかつ耶馬渓活き域きネット総会、沖代町農産物直売所開設
6月6日 （月） 6月議会開会、総務企画消防委員会協議会、市議会会派打合せ
6月10日 （金） 議会見学会（豊田小学校6年生）
6月13日 （月） 6月議会一般質問（16日まで）
6月18日 （土） 耶馬渓日本酒をつくる会田植え体験
6月21日 （火） 6月議会議案質疑、北部校区防災士協議会総会・研修会
6月22日 （水） 常任委員会（教育産業建設委員会）
6月23日 （木） 常任委員会（厚生委員会）、中津商工会議所事業報告会・会員交流会
6月24日 （金） 常任委員会（総務企画消防委員会）、ダイハツ九州役員挨拶受入れ
6月25日 （土） 中津南高同窓会総会
6月26日 （日） 新大塚町皆作祭り
6月28日 （火） 6月議会自由討議、議会運営委員会、市議会会派打合せ
6月29日 （水） 北部校区青少年健全育成協議会役員会
6月30日 （木） 6月議会最終日、総務企画消防委員研修会「中津市のDX推進について」

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

