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中津市議会

議会改革の取り組みについて

令和５年１月１８日
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中津市について

※市域の約８０％は山林原野

※平成１７年３月１日に中津市と下毛郡の４町村

（三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町）が合併

面積 491.44㎢

人口および世帯数
（R4.12.31現在）

83,101人

41,142世帯

議員定数 24人

★トピックス★

◆不滅の福澤プロジェクト始動！

◆三津同盟の締結

（岡山県津山市、島根県津和野町、中津市）
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中津城

1984（昭和59）年から40年にわたり“壱万円
札”の肖像となった福澤諭吉先生は、幼少期か
ら青年期までを中津で過ごしました。
2024（令和6）年の肖像交代に向け、中津にゆ

かりのある人や団体等と幅広いネットワークを
組み、福澤諭吉先生の偉業を末永く後世に伝え
ていく様々な取り組みを実施します。

福澤諭吉先生福澤諭吉旧居（中津市留守居町）
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・議会改革の取組について

・自由討議について

本日の視察事項
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議会改革の取組について
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◆意見交換会の実施内容について ※令和元年度以降

委員会 相手方 実施日

厚生環境委員会 放課後児童クラブ R1.9.5

総務企画消防委員会 中津市政経クラブ（記者クラブ） R1.9.24

広報広聴委員会 市民（市民とのつどい） R1.10.26～27

総務企画消防委員会
教育産業建設委員会

大分県ＬＰガス協会・中津地区ＬＰガス協議会 R1.11.22

教育産業建設委員会 中津市PTA連合会 R1.11.27

総務企画消防委員会 中津市飲食業組合 R2.7.15

厚生環境委員会 中津市清掃事業協同組合 R2.10.14

教育産業建設委員会 中津南高等学校耶馬溪校（生徒） R2.12.1

教育産業建設委員会
＋各会派会長

中津商店街連合会・中津市飲食業組合 R3.2.17

総務企画消防委員会 中津市ＤＸ推進監 R3.6.30

厚生環境委員会 中津市医師会 R3.9.21

教育産業建設委員会 中津市飲食業組合 R3.9.29

広報広聴委員会
市内高等学校５校（中津北、中津南、中津被害、東
九州龍谷、中津南耶馬溪校）

R3.10.23

総務企画消防委員会 中津市ＤＸ推進監 R4.6.30
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◆意見交換会の成果等について

◆中津市飲食業組合
「食事券の発行、賃料補助など

コロナ禍における各種支援を」

➡R3.3月議会で緊急事態宣言地域内外の
支援格差の是正等に関する決議案を決議

◆中津南高等学校耶馬溪校
「虫が入るため教室の窓に

網戸を付けてほしい」

➡県会議員を通じて県教育委員会へ

要望し、取り付け

◆中津市政経クラブ
「議会運営委員会を許可制から
原則公開にしてほしい」

➡議運で原則公開とすることを決定

・・・その他各議員が一般質問等で取り上げ
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平成17年 3月 市町村合併（中津市、三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町）

平成19年 6月 「議会・行財政改革調査特別委員会」を設置（平成21年6月まで）
• 行財政改革の一環として、議会費の削減に取り組む。

平成23年 9月 「中津市議会改革マニフェスト」を策定
（全議員一丸となって取り組むための行動指針）
• 議会基本条例ではなく、実効性を重視した「マニフェスト」を作成。

中津市議会 議会改革の取組み①

中津市議会改革マニフェスト

議会本来の役割を果たすために
二元代表制の確立

開かれた信頼

のある議会
行動する議会 創る議会
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自由討議の
実施を決定



10

平成23年12月 本会議における「自由討議」の運用開始

平成24年 4月 「議員定数調査研究プロジェクト」を設置
• 議員定数について調査研究を行う。

➡次期改選時から「議員定数２８名→２６名（２名減）」

平成25年 9月 「議会改革推進プロジェクト」を設置
• マニフェストの実績評価及び推進を行う。

平成27年 6月 「中津市議会基本条例策定特別委員会」を設置
• 議会基本条例の策定、議員研修の実施。

平成28年 3月 「中津市議会基本条例」の制定

平成29年 3月 「議員定数等調査特別委員会」を設置
• 11回にわたる会議や有識者を招いての議員研修会、各種団体代表者との意見

交換会を開催。

➡次期改選時から「議員定数２６名→２４名（２名減）」

平成27年10月 ペーパーレス議会政策研究会の発足（市議有志による政策研究会）

平成29年12月 「情報通信技術推進（ICT）特別委員会」を設置
• 情報通信技術の推進に向けた調査・検討を行う。

中津市議会 議会改革の取組み②
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平成30年 3月 「中津市議会基本条例」の検証と推進項目のまとめ
• ２年間の議会活動の検証と推進項目をまとめ、推進にあたっては、進捗状況

を管理するとともに、検討することとしたことについては、次期改選（平成
31年4月）までに方針を示すこととする。

平成31年 3月 「議会基本条例推進のまとめ」を議長に答申
• 推進項目について、会長会、議会運営委員会、各常任委員会等にて協議を行

い、今後の取り組み方針を議会運営委員会で取りまとめ、議長へ答申。
• 改選後の再検討項目としたものについては、次期改選後の速やかな検討を行

うこととする。

令和元年 5月 初議会にて「議長選挙及び副議長選挙に係る所信表明会」の運用開始

令和元年12月 議会運営委員会及び全員協議会の傍聴について原則公開と決定

令和2年 8月 タブレット端末の導入 ……「ICT活用について」の項で詳細説明

• 令和２年９月議会より紙・タブレット併用
• 令和３年３月議会よりタブレットのみを活用

令和3年 3月 議会基本条例の推進項目の検証（令和2年度）
• 改選後の2年目となる令和2年度において前回の基本条例の検証の検討結果で

実施または改選後再検討としたものについて推進項目の検証を行った。

令和4年12月 議会基本条例検証結果のまとめ

中津市議会 議会改革の取組み③
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◆本会議のインターネット配信について

・平成２３年第２回定例会（６月）より、本会

議の映像をインターネットにて配信開始。

・ライブ配信（生中継）と録画配信で、録画配

信には、見たい映像を日付や議員名等から検

索できる機能をつけている。

・ライブ配信（生中継）については、１定例会

あたり、約３，０００件のアクセスがある。

・録画配信は、生中継のおおよそ３日後

(土日祝日を除く。)までに、編集（委託）し、

配信する。

開かれた信頼のある議会



13

◆政策研究会について①

政策研究会 設置日 研究テーマ

しもげ政策研究会
H24.1.11

(H27.5月改選により
解散)

旧下毛地域の活性化・少子高齢化対策等の検討・提言、その他
必要な活動について

６次産業推進研究会
H24.1.19

(H27.5月改選により
解散)

生産者の所得向上・雇用の促進・農山漁村地域の活性化を図る
目的で制定された６次産業化法に沿って、１次産業の農林水産
物の生産や２次産業の加工、３次産業の流通販売等を総合的に
取り組む６次産業化の方策の検討や提言を行い、市産農林水産
物の付加価値を高め地域の活性化につなげる。

中心市街地活性化研究会
H24.1.19

(H27.5月改選により
解散)

歴史的資源や祭りとの連携による観光客の誘客や商店街の再生、
城下町の風情をもったまちづくりにより、中心市街地の活性化
を図るため、具現化に向けた方策の検討や提言を行う。

企業誘致及び地域活性化
調査研究会

H24.1.19
(H27.5月改選により

解散)

近年の経済不況を鑑み、企業誘致による雇用の創出を図ると共
に、若者の定住化による過疎対策、民間企業の活性化による正
規雇用の促進等についての調査研究を行う。

学びの里づくり研究会
H24.1.19

(H27.5月改選により
解散)

より豊かな福祉社会の実現のため、人と人とがつながり支え合
うことが求められている。そのためにも、学校教育をはじめ、
生涯学習の場において、学び、学び続け、学びあうことが大切
である。「教育は未来の先行投資」の理念を大切にし、明るい
希望ある中津を拓くために、「学びの里づくり」の具現化に向
けた方策の検討や提言を行う。

平成２４年１月に議会改革の一環として、市議有志により以下の５つの政策研究会を発足。
⇒平成２７年５月の改選までの間、それぞれの研究テーマについて意見交換や調査を実施。
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◆政策研究会について②
政策研究会 設置(変更)日 研究テーマ

友好都市交流推進研究会 H26.4.10
(H27.5月改選により解散)

大宰府市との友好都市再締結に向けた相互理解の推進及び
締結後の都市間交流について調査研究を行い、実りある友
好関係を目指すとともに、韓国晋州市との友好都市締結に
向けた対応について調査研究を行う。

コミュニティバス研究会 H26.4.10
(H27.5月改選により解散)

高齢者や障がい者など地域住民のより充実した生活の足と
なる今後のコミュニティバスのあり方を調査・研究する。

友好都市交流推進研究会 H27.6.9
(R元.5月改選により解散)

大宰府市との友好都市締結後の都市間交流や韓国晋州市と
の友好都市締結に向けた対応について調査研究を行う。

企業誘致及び地域活性化
調査研究会

H27.6.30 
(R元.5月改選により解散)

近年の経済不況を鑑み、企業誘致による雇用の創出を図る
と共に、若者の定住化による過疎対策、民間企業の活性化
による正規雇用の促進等についての調査研究を行う。

しもげ政策研究会
H27.10.1

(H28.12月 地域振興政策
研究会へ変更)

・旧下毛地域における少子高齢化や過疎化等の問題解決
・その他旧下毛地域の諸問題の共有

ペーパーレス議会政策
研究会

H27.10.1
(H29.12.20解散)

・議会資料を一元化し業務全般の効率化
・労務費など含めトータルコストの削減
・市民への情報発信

地域振興政策研究会
(旧 しもげ政策研究会)

H28.12.22
(R元.5月改選により解散)

・周辺地域における少子高齢化や過疎化などの問題解決
・その他周辺地域の諸問題の共有

政策研究会チームしもげ R元.12.1 旧下毛の地域振興について
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◆｢第五次中津市総合計画に盛り込むべき施策(提言書)｣
の提出までの経過について

年月 内 容

平成27年7月12日(日)
～15日(水)

鶴居・小楠コミュニティセンター及び本耶馬渓公民館において、各常任委員会と
各種団体・協議会等による「ふるさと創生」に向けたワークショップを開催
⇒「ふるさと中津の創生に向けた提言」を市長へ提出

平成27年8月10日(月)

『5年後、10年後、「活力あるふるさと中津」を創るために』～中津の人口を増
やすために何が必要か～をテーマに、高校生とのワークショップを開催
⇒「ふるさと中津の創生に向けた次代を担う高校生の提言」を市長へ提出

平成28年12月

上記２つの提言書について、第五次総合計画に優先的に盛り込むべき施策を
４つの常任委員会でそれぞれ取りまとめ、「第五次中津市総合計画に盛り込むべ
き施策について（提言）」を市長へ提出

各種団体とのワークショップ 高校生とのワークショップ
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◆｢検討・調査｣等と答弁した事項に対する報告

・上記(例)の様式により、取組み状況の報告を受けている。(毎年第２回定例会時)
【実施の経過】
平成１６年第２回定例会の一般質問において議員より、執行部より｢検討します｣
との答弁があった案件について、その後の検討状況が分からない為、定期的に報
告ができないかとの質問があった。
⇒執行部との協議の結果、毎年第２回定例会時に検討状況の一覧表の配布により
報告を受けることとなった。
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年月 内 容

平成27年10月 ペーパーレス議会政策研究会 発足 ※市議有志による政策研究会
（ICT特別委員会設置時に解散。～平成29年12月20日）

平成29年 8月 議員研修会 ○講師：東京インタープレイ（株）
『タブレットから始まるＩＣＴ化と開かれた議会について』

平成29年11月 議会運営委員会の先進地視察
○視察先：長崎県壱岐市、福岡県嘉麻市

平成29年12月 「ＩＣＴ特別委員会」の設置 ※次ページにて詳細
○会議システム、端末の仕様等を決定

平成30年 6月 全員協議会にてICT特別委員会の調査報告
執行部への調査報告及び意見交換

令和 2年 2月 議会事務局の先進地視察 ○視察先：大分県杵築市、宇佐市

令和 2年 8月 タブレット端末導入（議会のみ）

令和 2年 8月 タブレット（全般）研修会 ○説明：NTTドコモ、議会事務局

令和 2年11月 タブレット（SideBooks）研修会 ○説明：大分交通（株）

◆タブレット端末の導入について（経過）
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回 年月日 内 容

第1回 H29.12.21
・情報通信技術推進（ICT)特別委員会（委員数:７名）の立上げ
・正副委員長の互選

第2回 H30.1.10 ・委員会設置の目的、検討内容、スケジュールについて

第3回 H30.2.21

・ペーパーレス会議システム業者によるプレゼンテーションを実施
①「SmartSession」（株式会社日立システムズ）
②「moreNOTE」（富士ソフト株式会社）※QTNetより説明
③「SideBooks」（東京インタープレイ株式会社） ← 決定

視察 H30.3.8 ・大分県杵築市議会の取組み状況を視察

第4回 H30.3.15
・ペーパーレス会議システムの選定
・OS、機種の選定、導入台数等の検討

第5回 H30.4.27 ・通信会社と機種調達方法について

第6回 H30.5.11
・導入の効果と課題、費用対効果等について
・中津市議会文書共有システム及びタブレット型端末機使用基準について

第7回 H30.6.1
・全員協議会における中間報告（案）について
・中津市議会文書共有システム及びタブレット型端末機使用基準について

第8回 H30.6.29 ・執行部への報告及び意見交換

第9回 H30.10.29 ・タブレット導入の検討状況について

第10回 H30.11.26 ・タブレット導入に伴う予算要求について

ＩＣＴ特別委員会の取組み
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端 末 ス ペ ッ ク
iPad PRO 12.9ｲﾝﾁ （Wi-Fi＋Cellularﾓﾃﾞﾙ） 128GB
付属品：本体カバー、保護フィルム、Appleペンシル

台 数 30台（議員24名分＋事務局6名分）

会 議 シ ス テ ム 「ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ」（株）東京インタープレイ

情報共有ツール 「ＷｏｗＴａｌｋ」（株）ワウテック

通 信 サ ー ビ ス
月毎の通信使用量に応じた従量課金制
※～1GB…1,980円、～3GB…2,980円など

議員の費用負担
1カ月の通信使用量が1GBまでは公費負担。
1GBを超過した分は議員負担。

端 末 契 約 36か月分割払いで購入（端末は議員へ貸与）

通 信 環 境 庁舎内、議場ともにWi-Fi環境あり

発 注 方 法 制限付き一般競争入札

端 末 契 約 者 （株）ＮＴＴドコモ

端末スペック、導入システム等について
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資料・労務コストの削減効果

資料コスト
（用紙代＋トナー代等＋
予算書等の印刷製本委託料）

2,004,522 円
用紙代（143,760枚） 81,943円
自前印刷代 211,680円
委託印刷代 1,710,899円

労務コスト
（資料の印刷、製本、編纂、
ホチキス止め、配付など）

1,260,600 円
対象労務時間 109時間30分
延べ作業人数 114人

年間コスト削減効果 3,265,122円

平成30年度『ICT特別委員会調査中間報告書』にて、

１年間の議会運営（定例会４回、臨時会１回）にかかるコストを試算。
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タブレット端末のランニングコスト

費目名
一人あたり

月額
一人あたり

年額
30人分

年額 備考

タブレット
端末本体分割金

2,890 円 34,680 円 1,040,400 円
36回分割払
終了後は0円

タブレット
補償サービス料

1,000 円 12,000 円 360,000 円

データ通信料
（～１GBの場合)

1,980 円 23,760 円 712,800 円
１GBを超過した分
は
議員の自己負担

WowTalk利用料 - 円 3,000 円 90,000 円
ビジネスプランは
年額一括払

SideBooks利用料 75,000 円 900,000 円 900,000 円
0～50人までは
定額

合計 80,870 円 973,440 円 3,103,200 円
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◼ 資料が即時に受け取れるようになり、情報の共有がスムーズになった。委員会

や会派などグループ毎への情報提供も容易に。

◼ 資料の保管が楽になり、会議資料や研修資料などを確認するために自宅や事

務局に立寄る必要もなくなり、いつでも確認可能に。

◼ 従来は執行部が議案書を自宅まで持参していたが、タブレット端末にアップロ

ードするだけでよくなった。

◼ 資料の訂正も印刷、送付の手間がなくなり、即時に連絡ができる。

◼ 行事の出欠確認についてタブレットで回答が可能。出欠状況の集約が便利に。

◼ 委員会の審査ではページ通知機能を使うため、該当ページを開くまでの時間が

短縮され、審査の効率性が向上。

副次的効果（事務効率等）の向上

➡コスト削減効果だけでなく、情報共有の迅速化や

資料の保管・検索、連絡事務の向上など目に見えない

副次的な効果も非常に大きい！
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自由討議（議員間討議）
の取組について
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◆テーマは一般質問、代表質問、常任委員会所管事務など、何でもＯＫ。

◆自由討議の議題は任期中、会派持ち回り。
ただし、当番会派以外でも自由討議の議題を提出できる。

◆すべての議員が発言できるよう、補足説明は５分程度、
１人当たりの発言持ち時間は、１回につき概ね３分以内。

◆自由討議を通じて、決議案が提案されるケースもある。

議会改革マニフェストの積極的な議員間討議の取組みとして

本会議・委員会における議員間の 自由討議 を実施

運営方法
1. 定例会最終日の議運にて、次の定例会の

自由討議の当番会派を告知。
2. 当番会派は、次の定例会前の議運の前日の

正午までに議題を事務局へ提出。
3. 説明資料（Ａ４両面３枚程度）は、

一般質問最終日の前日まで事務局へ提出。
一般質問最終日に、全議員へ事前配付する。



自由討議テーマ提案書様式
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①次の定例会前の、議会運営委員会前日の正午まで
に、当番会派は右記の「自由討議テーマ提案書」に
内容を記入し、事務局へ提出する。

②定例会前の議会運営委員会にて、当番会派の提案
を受け、開会日散会後の議会運営委員会で議員間討
議に値する案件に該当するかどうか諮る。
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年 自由討議の議題 備考

平成２３年 学びの里づくりに向けた学校トイレの改修 決議

平成２４年 小中学校の建て替え計画の策定について 決議

耶馬溪地区小学校の統廃合問題について

店舗、飲食店、作業所などの中小企業の災害復旧に向けた支援策の拡充について 決議

ごみ袋の有料化について

平成２５年 いじめ問題及びいじめ防止対策条例について

大河ドラマ軍師官兵衛を生かした中津市の活性化について 提言

平成２６年 コミュニティバスについて

合併処理浄化槽設置時の放流同意の要否と土木員の任期と任務について

利用しやすい道の駅なかつの改善について

本年度産米価の動向と水田農家への経営持続の施策について

学力の現状と対策について

空き家対策について

平成２７年 地方創生について

防災対策について

投票率の向上対策について

こども応援“夢”実現都市宣言に向けてについて

幼児期教育の充実について

漁業振興について

待機児童解消緊急対策の実施及び公立幼稚園の教育期間延長の試行について 決議

子どもの医療費無料化、市民病院の小児救急医療体制について

自由討議テーマ一覧（平成２３年～平成２７年）
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年 自由討議の議題 備考

平成２８年 情報化の推進 決議

観光立市なかつを目指して

第五次中津市総合計画について

中津南高校耶馬溪校の存続に向けて 決議

中津市公民館条例に基づき設置された旧下毛の公民館の建て替え計画の策定を求めることについて 決議

中津市版地域包括ケアシステムのあり方

平成２９年 サイクリングロードを活用した更なる可能性

過疎地域を元気にするために

日本遺産認定を地域振興にいかす

公民館のあり方

若者や女性などの幅広い層が立候補したくなる環境整備に向けて

子ども医療費の無償化について 決議

議会だよりの改善について

平成３０年 防災対策について

人口減少地域（特に旧郡部）の振興策について

空き家の利活用に向けて

所有者不明等土地問題について

避難所の適正配置と機能の拡充について 決議

議会における育休や介護休の規定について

組織の再編について

実際の避難につながる避難訓練について

自由討議テーマ一覧（平成２８年～平成３０年）
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年 自由討議の議題 備考

平成３１年
（令和元年）

子育て満足度No.１をめざして

高齢者の活躍の場づくり

市民の政治参加意識高揚について

通学路等の安全確保について 要望

民生児童委員のなり手不足の解消に向けて

高齢者・障がい者・交通弱者への外出支援の充実で、誰でも住み続けられる地域づくり

障がいのある人もない人もすべての市民が親しめるスポーツ施設の充実に向けて

令和２年 議会としての災害に対する備え

中津市の人口対策について

公立学校再開における現状と課題

マイナンバーカードの活用について

withコロナの時代、議会として出来ることは

水産物の流通対策について

今後の議会のあり方 さらに開かれた議会を目指して

コロナパンデミックの下、国県と地方自治体の役割

自由討議テーマ一覧（平成３１年～令和２年）
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年 自由討議の議題 備考

令和３年 ファイト！コロナ禍でも未来に希望の持てるまちづくりを

ＬＧＢＴなどの性的マイノリティ（少数者）の尊厳を保障するために

中津市の安全で快適な自転車の利用について

コロナ禍のUIJターン

人口減少、高齢化社会にあって地域が抱える様々な課題の解決に向けての方策について

高齢者の移動手段の確保について

抗原検査センター設置について

新しい日常における周防灘地域議会の連携について

子育てしやすい環境とは

令和４年 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

議会基本条例に基づく議員・議会の役割

コロナ禍での祭礼の継承について

移動支援の仕組みの構築を 決議

更なるごみ減量化に向けて

過疎化の中で住んで良かった下毛地域にするには

中津はコロナ禍をチャンスにできるか。チャンスにするにはどのような取り組みが必要か

森林環境について

自由討議テーマ一覧（令和３年～令和４年）
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年月 決議・提言とその後

平成23年12月 「学びの里づくりに向けた学校トイレの早期改修を求める決議」

➢令和４年度末までに校舎・体育館トイレを完全洋式化とする計画を実施中。
（令和２年度末のトイレ洋式化率：８０．７％）

平成24年 3月 「学びの里づくりに向けた学校教育施設の建て替え計画の策定を求める決議」

➢平成２７年４月、学校施設の整備を計画的に進めるための、中長期的な整備指針として「中津
市学校施設等整備基本計画」を策定。令和３年３月には個別施設計画である「中津市学校施設
長寿命化計画（個別施設計画）」を策定。

平成24年12月 「九州北部豪雨災害により被災した中小企業者に対する支援の拡充を求める決議」

➢平成２５年に店舗、工場、事務所、牛舎等の非住家を対象として義援金配分を実施。

平成25年 9月 「ご当地ナンバープレートの導入の検討についての提言」

➢検討されたが、導入には至っていない。

平成27年12月 「待機児童解消緊急対策の実施及び平成28年度実施予定の公立幼稚園（１園）の教育期間延長の
試行の見直しを求める決議」

➢関係機関にて協議した結果、幼児教育の一層の充実と待機児童の解消、そして幼児教育の機会
選択の提供を目的として、１園において２年教育を平成２８年度より取り組む。

平成28年 3月 「格差のない情報化の推進と旧市内の防災情報伝達手段の早期構築の検討についての提言」

➢高齢者世帯への緊急割込み放送用の防災ラジオの配布を行うとともに、新たに防災メール及び
ラインによる防災情報配信を実施。

自由討議により議論を尽くし、合意形成を行った結果を政策として
まとめ、機関意思として提出
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年月 決議・提言とその後

平成28年 9月 「大分県立中津南高等学校耶馬溪校の存続及び魅力と特色のある学校づくりを求める決議」

➢ 市長・議長で協議を行い、今後は執行部や議会が一体となって行動することで一致。旧下毛
地域で唯一の高校であり、地域とともに歩んできた中津南高等学校耶馬溪校について、今後
も存続させるべく、学校・地域住民・行政と協働で耶馬溪校地域連携推進協議会を立ち上げ、
魅力ある学校づくりに取り組む。他にも通学費支援を継続し、小規模校の長所を生かした取
り組みを支援する。

平成28年12月 「中津市公民館条例に基づき設置された旧下毛の公民館の建て替え等の計画の策定を求める決
議」

➢ 平成２９年３月に中津市公共施設管理プランを策定しており、同計画の基本方針に則り対応
中。

平成29年12月 「医療関係機関等の協力を得て、予防医学の拡充及び経済的支援を要する児童・生徒に対する医
療費の無償化を実施するとともに、段階的に対象の拡大を行うことを求める決議」

➢ 令和元年７月診療分から小中学生の通院医療費の助成を開始。令和元年４月からおたふくか
ぜ、１０月からインフルエンザ予防接種の費用助成の拡大を実施。

平成30年 9月 「誰もが安心安全に過ごすことができる避難所の拡充と機能の充実を求める決議」

➢ 避難所へのテレビ・Wi-Fi・エアコン等の整備を行うとともに、簡易ベッドやパーテーション
の購入並びに、アレルギー対応やハラール対応の非常食の購入を実施。

令和元年 6月 「通学路等の安全確保対策についての要望」

➢ 教職員が定期的に通学路の点検を行う他、保護者アンケートや、地区懇談会等、各種会議に
おいても報告を受け付ける。国交省、中津警察署、県中津土木事務所、小学校代表者及び市
関係部署等で構成される「通学路安全対策会議」を毎年開催し、合同点検実施を検討。点検
の結果、改良や対策が必要と判断された場合は、関係各機関が対応を行う。
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年月 決議・提言とその後

令和4年 9月 「地域における移動手段の確保を求める決議」

➢ 現在対応中。



一目八景（深耶馬溪） ※11月中旬見頃

ご清聴ありがとうございました


