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“2050 年カーボンニュートラルの取り組みは待ったなし” 

9月19日明け方、大分県内に最接近した超大型台風 14号は大きな被害をもたらしました。 

県内の農林水産関連の被害状況（9/29 速報値）は、

12億 6542万円（2948件）、生産物は 5億 6000万円

余りで、強風による稲の倒伏が目立ったと公表されま

した。生産施設の被害も３億 6000万円を超え、水田

や畑、水路といった農地農業用施設の集計は続いてい

て、総額はさらに増える可能性があるとしています。 

年々上昇する夏の気温、たびたび発生する局地的な

豪雨、頻発・強大化する台風など、こうした気象の変

化、異常気象の原因として、CO2（二酸化炭素）排出

などによる地球温暖化であることは「疑う余地はな

い」といわれています。 

温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラル」の取り組

みは待ったなしの状況です。 

 

■令和 4 年第 3 回（9 月）定例市議会で決まったこと。【抜粋】 

令和 4 年第 3 回定例市議会（9 月議会）は、8 月 31 日から 9 月 28 日の 29 日間開催され

ました。令和 4 年度一般会計等の補正予算 8 件、令和 3 年度一般会計等の決算認定議案

12 件、条例議案 3 件、報告 5 件、その他議案 1 件、意見書 2 件の計 31 件が上程されまし

た。令和 3 年度一般会計等の決算認定議案 12 件は継続審査とし、意見書 2 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 3 号）；補正額 8 億 6,814 万円 

（補正後予算額 447 億 9,471 万円 ） 

□物価高騰対策緊急支援事業；1,784 万円 

・原油など燃料価格高騰により電気代等が高騰しているため、その高騰分を県と共同で

支援する。 

・高齢者福祉施設；290 施設、保育施設；76 施設、障害者施設（サービス事業所）：99

施設 
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稲が倒伏した田んぼ（耶馬渓町） 

56 

mailto:masatoshi@m-ohtsuka.com
http://www.m-ohtsuka.com/


2022年 10 月 《小さな夢から大きな飛躍 仲間と一緒に中津維新  “意思あるところ 必ず道あり”》    第 47号 
 

 2 

 

□畜産振興総合対策事業；2,960 万円 

・畜産経費の過半を占める飼料価格の高騰により

影響を受けている畜産経営農家に対し、飼料価

格の上昇分を支援する。 

・補助率：酪農 1/2、肉用牛（販促・肥育）1/3、

養豚 1/3、養鶏 1/3 

□公共施設等整備基金積立金；1 億 3,830 万円 

・公共施設の老朽化とそれに伴う整備等のため、令和 3 年度駐車場の収益、土地売払収

入、一般会計決算剰余金を原資として積立を行う。 

□防災管理事業；100 万円 

・道の駅なかつ防災備蓄品整備（災害対策用毛布 100 枚、ポータブル蓄電池 4 台 

□排水施設整備事業；2,203 万円 

・東浜地区仮設ポンプの配管及び土台更新工事を行い、

排水能力を強化する。 

・現状：8 インチ×8 台（32t/分） 

⇒10 インチ×8 台（64t/分） 

□医療的ケア児者支援事業；288 万円 

・在宅で生活する医療的ケア児者に対し、災害時や外出

時に使用する非常用電源装置等の購入費を支援する。 

・支援上限額：12 万円、対象者：24 人 

□子育て短期支援臨時特例事業；24 万円 

・多様化する子育て世帯のニーズに対応するため、レスパイトケア（一時的休息）を必

要とする親子や一時的に避難を希望する児童が利用する短期支援を追加する。 

□水田麦・大豆産地生産性向上事業；127 万円 

・国産シェアを拡大するため、麦・大豆を生産する農家のうち、ドローンによる生産の

省力化など、生産性向上に取り組んだ農家を支援する。（12.7ha×＠1 万円/10a） 

□老人福祉一般事業；2,786 万円 

・高齢者施設等の防災体制強化のため、施設改修を行う事業所に対する支援；3 事業所 

□福岡・大分 DC 関連事業；1,753 万円 

・令和 6 年春開催の福岡・大分デスティネーションキ

ャンペーン（ＤＣ）に向けた事業 

・観光案内の路面シート及び案内板の補修・整備（路

面シート 10 ヶ所、観光案内板 2 ヶ所） 

・耶馬溪アクアパーク整備（バナナボート 3 台購入） 

・八面山周辺トイレ整備（洋式化・照明ＬＥＤ化等）

5 ヶ所、四季の丘公園整備 

・青の洞門観光案内所トイレ整備（洋式化・照明ＬＥ

Ｄ化等） 

・平田宿場トイレ整備（洋式化・照明ＬＥＤ化等） 

□福澤記念館整備事業；507 万円 

・福澤記念館に来館する観光客用バスの駐車場の土地購入費（225.07 ㎡） 

現在の東浜仮設ポンプ場 
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改修される旧平田駅舎のトイレ 

56 
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□農地及び農業用施設災害復旧事業（7 月豪雨関連）；4,251 万円 

・農道，水路等修繕 9 件、土砂等撤去 14 件 

・農地災害復旧工事補助金 77 件 

□道路災害復旧事業（7 月豪雨関連）；3,800 万円 

・復旧工事 4 件、路面洗掘等による修繕 20 件、土砂

等撤去 30 件 

□河川堤防災害復旧事業（7 月豪雨関連） 

；1 億 320 万円 

・復旧工事；幸田川（耶馬溪金吉）など 4 件、護岸・

石積崩壊による修繕 16 件、土砂等撤去 10 件、特殊

車借上料 1 件 

 

 

２．条例の改正（抜粋） 

□中津市手数料条例の一部改正について 

・マイナンバーカードの普及促進のため多機能端末機（コンビニ等）による各種証明書の

交付に係る手数料の額を引き下げ、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正

に伴い新たに手数料を設ける。 

・コンビニでの戸籍の謄本、抄本、記録事項証明 450 円⇒300 円 

・コンビニでの住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課

税証明書 300 円⇒150 円 

・市役所、支所窓口での発行手数料は現行どおり。本庁

舎にも多機能端末機を設置予定。 

□耶馬渓風物館設置条例の一部改正について 

・耶馬渓風物館に日本遺産のガイダンス機能を付加し、

入館料を無料とする。（10/1 より） 

 

 

３．財産の取得 

 □高規格救急自動車 

 ・契約金額； 2,244 万円 

・契約内容；消防署東部出張所に配備する救急車の車両

本体及び無線機、位置情報システム等の搭載（人工呼

吸器等の救助資器材は別途契約） 

・契約者；大分トヨタ自動車 株式会社 中津店 

 

 

４．意見書 

①安倍晋三元首相の国葬に反対し、弔意の強制を行わないことを求める意見書【否決】 

②子どもたちに豊かな学びを保障し、地域に根ざした学校教育が守られるための環境づく

りを求める意見書【否決】 

最新の高規格救急自動車 

56 

無料となった耶馬渓風物館 

56 

被災した幸田川（耶馬渓金吉） 

56 
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９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 64 号 令和 4 年度一般会計補正予算（第 3 号）】 

１．公共施設等整備基金積立金；1 億 3,830 万円 

≪大塚≫公共施設等整備基金積立金 1億 3,830万円の財源内訳と補正後の基金積立額はい

くらになるのか伺います。 

（執行部）積立金の財源は、令和 3 年度駐車場事業の収益分が 1,542 万円、令和 3 年度

の土地売り払い収入分が 2,288 万円、令和 3 年度決算余剰金積立分が１億円。合計で

1 億 3,830 万円となっています。9 月補正後の基金の残高は、見込みで 5 億 7,748 万

円です。 

 

≪大塚≫今後どれくらいの基金を積み立てていく考えなのか伺います。 

（執行部）今後の積み立ての額については、今年度新たに 5 か年計画を策定いたしました

中津市行政サービス高度化プランに、公共施設整備基金の残高を 7 億円以上確保すると

いうことを基本目標として設定していますので、まずはその金額を目標に積み立てをおこ

なっていきたいと考えています。 

 

≪大塚≫代表質問で鉄筋コンクリート造の学校の校舎の躯体部分（梁や柱等）については、

おおむね 80 年間使用することになるとの答弁がありました。学校校舎の建替え工事を先

送りしては、30年後には建替えが集中し、公共施設管理プラン内で設定されている 7 億

円では到底足りないと考えますが如何ですか。 

（執行部）公共施設の適正管理のために中津市では公共施

設管理プランという 40 年間の長い計画を持っていま

す。これは一般会計が負担する公共建築物について将来

どれだけ更新費用がかかるかということを機械的に計

算しています。 

今後の財政負担を予測して、それに見合う金額を設定

しますが、将来どのくらいの費用がかかるかということ

は現時点では不明な点もあります。何十億という金額は

現実的ではございませんので、行革プランの令和 8 年度

までの期間内に 7 億円以上を最低限確保していきたいという目標を立てているところで

す。 

 

『公共施設整備基金とは、』 

中津市の公共施設、公用施設その他の中津市が所有する建築物その他の工作物の整備及

び補修等に要する経費に充てるものです。（平成 31 年 3 月議会で条例制定） 

私は、この基金の設置を中津市議会議員となってからずっと訴えてきました。 

建築から 50 年を超える北部小の校舎 

56 
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『公共施設の老朽化の現状は、』 

白書では、構造や修繕などの状況によって異な

りますが、建築年数が 30 年を超えるものを「老

朽化が進んでいる建物」と定義しています。 

市全体では、延床面積で約 45.4％(不明含む)と、

半数以上が老朽化している状態にあります。 

 公共施設のうち、延床面積で約 55％を「学校

と公営住宅」が占め、建築年数別延床面積では、

昭和 50 年代に建てられたものが多くなってい

ます。（中津市公共施設白書より） 

 

『建替えや改修に要する費用は、』 

中津市が令和 3 年 3 月 31 日現在で所有する公共建築物（一般会計の行政財産に限

る）をそのまま維持していくという条件設定の下で、令和 3 年度（2021 年度）から令

和 42 年度（2060 年度）までの 40 年間の建替えや改修に要する費用を試算した結果、

その総額は 776.4 億円となります。 

40 年間における一年当たりの平均は 19.4 億円となり、直近 5 ヶ年（平成 28 年度

～令和 2 年度）における改修等に要した経費の年平均 14.6 億円と比較すると、約 1.3 

倍に相当（年平均 4.8 億円不足）します。 

さらに、中津市が令和 3 年 3 月 31 日現在で所有するインフラ資産（道路・橋りょ

うに限る）の更新費用の試算結果を加算すると、その総額は 1,611.4 億円となります。 

40 年間における一年当たりの平均は 40.3 億円となり、直近 5 ヶ年（平成 28 年度～

令和 2 年度）における改修等に要した経費の年平均 27.3 億円と比較すると、約 1.5 倍

に相当（年平均 13 億円不足）します。（中津市公共施設管理プランより） 
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なかはく企画展 

活動日誌 主な活動の一部をご紹介します。              

 

新そば賞味会 

 

地方自治研究大分県集会 

 

◆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。 

レストハウス洞門跡地調査 

） 

 

稲刈り体験 

  

編集後記（ひとりごと）  市内では、台風 14 号の強風にあおられて倒れた稲穂の田んぼを散見

します。「これまで丹精込めて作った稲が倒れて心が折れてしまった。」との嘆きの声が届きました。

何とか稲を刈り、お米が収穫できることを願うばかりです。（まさとし） 

中津祇園(諸町) 

  

　月　日 曜日 活　　　　動　　　　内　　　　容
7月1日 （金） 耶馬トピア「夏の新そば賞味会」、道路側溝修繕要望
7月4日 （月） 脱炭素化に向けた研修会
7月6日 （水） 広報公聴委員会、中津市自治研究センター事務局会議
7月9日 （土） 北部校区なぎさサロン役員会
7月10日 （日） 新大塚町自治会役員会
7月12日 （火） 総務企画消防委員会先進地視察（14日まで、豊田市・浜松市・小山町）
7月16日 （土） 男女共同参画週間記念講演会
7月17日 （日） 新大塚町防犯パトロール
7月21日 （木） 新大塚町夏休みラジオ体操（8/24まで）
7月23日 （土） 中津祇園（諸町、24日まで）
7月26日 （火） 市議会会派打合せ
7月28日 （木） 原水爆禁止平和行進
7月29日 （金） 中津日田高規格道路促進期成会総会
7月30日 （土） 中津南高32回生クラス幹事会
8月1日 （月） 会派先進地視察（2日まで、たつの市、高砂市、姫路市）
8月3日 （水） 中津市自治研究センター総会・ミニ研
8月4日 （木） 議会運営委員会先進地視察（5日まで、松阪市、鳥羽市）
8月6日 （土） 地元平成会例会、新大塚老人憩の家清掃活動、なぎさサロン役員会
8月9日 （火） 広報公聴委員会先進地視察（10日まで、京都市、八尾市）
8月12日 （金） 初盆家庭お参り
8月16日 （火） 北部公民館運営委員会、会派打合せ
8月17日 （水） 自治労自治体議員連合会議、高山辰雄賞ジュニア美術展（大分市）
8月18日 （木） 新型コロナウイルスワクチン4回目接種
8月19日 （金） 地方自治研究大分県集会（Web参加）、上下水道部事前協議
8月21日 （日） 新大塚町人権学習会、新大塚町防犯パトロール
8月23日 （火） 小祝地区防災講演会、県民体育大会議員リレー練習
8月24日 （水） 9月議会招集、議案発送、代表質問執行部打合せ
8月25日 （木） 農家民泊みどりさん家稲刈り体験（26日まで）
8月27日 （土） 地方自治研究大分県集会自治体自立分科会研究レポート発表
8月29日 （月） 9月議会議会運営委員会、会長会
8月30日 （火） 県政市政対策会議、県民体育大会議員リレー練習
8月31日 （水） 9月議会開会、全員協議会、議会運営委員会、市議会会派打合せ
9月2日 （金） 市議会会派打合せ
9月7日 （水） 9月議会代表質問
9月8日 （木） 9月議会一般質問
9月9日 （金） 9月議会一般質問
9月10日 （土） 北部校区なぎさサロン役員会
9月11日 （日） 新大塚町自治会役員会
9月12日 （月） 9月議会一般質問、議会運営委員会
9月13日 （火） 地域経済活性化に向けた緊急要望・意見交換
9月15日 （木） 9月議会議案質疑、会派打合せ、総合政策課事前協議
9月16日 （金） 総務企画消防委員会、コロナの影響による飲食店に関する要望・意見交換
9月20日 （火） 教育産業建設委員会傍聴、会派打合せ、環境政策課事前協議
9月21日 （水） 厚生環境委員会傍聴
9月25日 （日） なかはく企画展「土豪の城」、南部自由市場、おぐすいちざ
9月26日 （月） 9月議会自由討議、地域医療対策課事前協議、9.19を忘れまい憲法学習会
9月27日 （火） 北部校区防災士協議会役員会
9月28日 （水） 9月議会最終日、全員協議会、総務企画消防委員会現地調査
9月30日 （金） 新型コロナウイルス情報共有会議

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

