
１ ２ ３

No.１ ２番 恒賀　愼太郎 議員

議第　１号
令和元年度中津市一般会計補正予算（第６
号）

101-
102

学校建設費（小学校施設大規模改造事業費
の工事請負費のトイレ改修件数、改修内
容、沖代小学校以外の残りの件数は）

教育総務課長

103-
104

学校建設費（中学校施設大規模改造事業費
の工事請負費の豊陽・城北中学校のトイレ
改修件数、改修内容、その他中学校の残
は、トイレの広さは）

教育総務課長

議第１１号 令和２年度中津市一般会計予算

196-
197

農業振興費（新農業人材確保・経営継承対
策事業費の負担金補助及び交付金の内容、
件数、チェック体制は）

農政振興課長

210-
211

林業振興費（林業振興事業費の負担金補助
及び交付金の中津市産材利用住宅促進事業
補助金の補助内容、件数、乾燥材限定か）

林業水産課長

230-
231

企業誘致費（企業立地促進事業費の負担金
補助及び交付金の新規増設の件数、投資
額、雇用見込み）

企業誘致・港湾課長

282-
283

教育振興費（教育振興事業費の使用料及び
賃借料の機械器具使用料のパソコンの導入
台数は、全ての児童に１台ずつか、利用の
管理は、視力低下に対する対策は）

学校教育課長

288-
289

教育振興費（教育振興事業費の使用料及び
賃借料の機械器具使用料のパソコンの導入
台数は、全ての生徒に１台ずつか、利用の
管理は、視力低下に対する対策は）

学校教育課長

294-
295

幼稚園費（幼稚園運営事業費の中津こども
園事業について予算として何人受入れ可能
か、子育てを考えれば預かり時間を18時半
までにしては）

学校教育課長

No.２ 19番 吉村　尚久 議員

議第１１号 令和２年度中津市一般会計予算

116-
117

社会福祉総務費（社会福祉総務事業費（社
会福祉課）の委託料の生活困窮者自立相談
支援事業の委託内容とこれまでの取り組み
の成果、ひきこもりサポート事業の内容
（相談対応は誰がどこで行うのか）、ひき
こもりの状態にある方の人数や把握のしか
たは、ひきこもりの方への情報発信の方
法）

社会福祉課長

令和２年第１回定例会　議案質疑答弁順番表

議案番号 ページ 件名 答弁者
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122-
123

老人福祉費（老人福祉一般事業費の委託料
の市民後見人養成事業の趣旨や内容、現在
の市民後見人の人数、成年後見制度の利用
人数（市民、法人、専門職）、成年後見人
制度の周知方法、市民後見人と利用者との
トラブルなど課題はないか、任意後見制度
の利用者はいるか）

介護長寿課長

142-
143

児童福祉総務費（児童福祉総務事業費の委
託料の子育てアプリ運用システム保守委託
の内容、要望に応じバージョンアップする
のか、市民課窓口での紹介）

子育て支援課長

166-
167

保健衛生総務費（保健衛生総務事業費（地
域医療対策課）の委託料のアンケート集計
分析委託料の内容、調査方法及び対象者、
食生活改善推進員の役割と人数、学校給食
における地産地消の割合と目標値及び手立
て、朝ご飯を食べる割合と目標値及び手立
て、食の安全性のための具体的な取り組
み、共食のための具体的な取り組み、アン
ケート結果をどう生かすのか）

地域医療対策課長

172-
173

予防費（予防事業費の委託料の予防接種委
託料の任意の予防接種の費用の助成内容と
予算額、令和元年度において任意の予防接
種を受けたそれぞれの人数と割合、効果や
副反応について）

地域医療対策課長

248-
249

都市計画総務費（都市計画総務事業費（総
合政策課）の委託料の立地適正化計画策定
支援委託料の委託内容、都市計画マスター
プランとの目的の違い、計画策定時期、期
待する効果、コンパクトシティ推進の考え
方）

総合政策課まちづくり
推進室長

266-
267

災害対策費（防災事業費の需用費の消耗品
費の内容と配置先、パーテーションの個
数、素材、大きさ、色、何人用か、組み立
て方、収容人数が減るデメリットについて
の方策）

防災危機管理課長

議第２３号
行政組織の変更に伴う関係条例の整理に関
する条例の制定について

（中津市福祉に関する事務所設置条例の一
部改正においての社会福祉課を福祉支援課
にする目的、係の変更は、担当課職員の増
減、窓口対応など場所の確保は）

総務部総務課長

No.３ 22番 須賀　要子 議員

議第　１号
令和元年度中津市一般会計補正予算（第６
号）

25-26
ふるさとなかつ応援基金繰入金（減額と
なった理由、他市に比べて中津市のふるさ
と納税が増えない理由）

総合政策課長
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37-38

企画費（地域おこし協力隊活動事業費の募
集定員と採用人数、欠員となった理由、勤
務条件や報酬等の他市との比較は、見直し
の検討は。地域おこし協力隊活動事業費
（１次産業）の募集定員と採用人数、欠員
となった理由、勤務条件や報酬等の他市と
の比較は、見直しの検討は）

地域振興・広聴課長
農政振興課長
林業水産課長

議第１１号 令和２年度中津市一般会計予算

40-41

ふるさとなかつ応援寄附金（前年度よりも
減額となった理由、県下の寄附金の状況、
一般財源を増やすという気概はどこに、寄
附金の多い市の取組調査は）

総合政策課長

84-87

企画費（ふるさとなかつ応援寄附金推進事
業費の寄附額のうち一般財源として活用で
きる額、寄附のネット等の窓口ごとの受入
実績（令和２年２月現在）、手数料の内容
と率は、寄附金を増やすための新たなサー
ビス、企画は。地域おこし協力隊活動事業
費の募集人員と配置状況（令和２年２月現
在）、延べ定住者数と定着率、４月以降の
募集人数、仕事内容、移住につながる仕事
や使命の検討は。地域おこし協力隊活動事
業費（１次産業）の募集人員と配置状況
（令和２年２月現在）、４月以降の募集人
数、仕事内容）

総合政策課長
地域振興・広聴課長
農政振興課長
林業水産課長

226-
227

観光費（観光施設管理事業費の委託料の洞
門キャンプ場指定管理委託料の積算の根
拠、利用者数、公募の検討は）

本耶馬渓支所地域振興
課長

272-
273

教育振興費（教育振興事業費の報酬のス
クールカウンセラー報酬の内訳、相談者数
の年次推移）

学校教育課長

No.４ 21番 千木良　孝之 議員

議第　１号
令和元年度中津市一般会計補正予算（第６
号）

67-68

環境衛生費（水洗化率向上促進事業費の負
担金補助及び交付金の下水道水洗化支援補
助金の減額となった理由、減額件数、補助
対象件数、水洗化促進の取り組み実績。浄
化槽推進事業費の報酬の事務嘱託員報酬の
減額理由、仕事内容は。負担金補助及び交
付金の合併処理浄化槽設置整備事業補助金
の減額の理由、当初計画した件数と減額と
なる件数、水洗化促進の取り組み実績）

上下水道部総務課長

91-92

港湾管理費（港湾改修事業費の負担金補助
及び交付金の国直轄事業負担金、県営事業
負担金の減額の理由、市の負担率、事業を
しなかった分の今後の取り扱い）

企業誘致・港湾課長
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109-
110

文化財保護費（長者屋敷官衙遺跡整備事業
費の減額となった理由、今年度の事業内
容、今後の整備計画）

社会教育課文化財室長

議第１１号 令和２年度中津市一般会計予算

82-85

企画費（ＵＩＪターン推進事業費の過去３
年間の移住者の実績と令和２年度の目標、
空き家バンク登録件数と空き家の確保策
は、旧下毛の人口減少に歯止めをかけるた
めに必要な移住者の世帯数または人数。友
好都市交流事業費のここ数年の友好都市交
流内容、今後の両市での取り組み、子ども
同士の交流）

地域振興・広聴課長
総合政策課長

210-
211

林業振興費（林業振興事業費の負担金補助
及び交付金の中津市産材利用住宅促進事業
補助金の過去の利用額、人数、ＰＲ、今後
の取り組み）

林業水産課長

274-
277

教育振興費（奨学金事業費の過去の推移と
准看護師養成所等卒業後の進路は。英語指
導助手招致事業費の報酬に係る人数、委託
先、委託料に係る人数、業務の違い、効
果、一人当たりの年収、自治体国際化協会
負担金の支払先）

学校教育課長

No.５ 20番 大塚　正俊 議員

議第　１号
令和元年度中津市一般会計補正予算（第６
号）

59-60

児童措置費（児童福祉運営事業費の扶助費
の私立保育所運営費と認定こども園等給付
費の増額となった理由、公定価格の改正、
処遇改善等加算率の改定の内容、金額、改
定の適用時期、処遇改善の実績の把握方
法）

保育施設運営室長

議第１１号 令和２年度中津市一般会計予算

142-
143

児童福祉総務費（児童福祉総務事業費の負
担金補助及び交付金の子育てと仕事の両立
支援助成金の内容、目的、助成額、日数の
上限、対象者（正規、非正規職員）、すで
に就業規則で規定されている場合は対象外
となるのか（無給の場合）、市外就業者に
不利益では、市の単独事業だが県の事業
は）

子育て支援課長

174-
175

母子衛生費（母子保健事業費の委託料の産
後ケア事業委託料の内容、対象者、委託
先、予算措置件数、訪問型産後ケアの検討
は、利用手続きの方法、市民病院における
産後ケアの検討は）

地域医療対策課長
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令和２年第１回定例会　議案質疑答弁順番表
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178-
179

環境衛生費（浄化槽推進事業費の合併処理
浄化槽設置整備事業補助金の令和元年度の
実績見込みと予算措置件数、浄化槽水質保
全対策補助金の内容、予算措置件数、申請
手続きの方法、浄化槽法11条検査と維持管
理の実施率、立ち入り調査件数、合併処理
浄化槽の普及促進に向けた取り組み）

上下水道部総務課長

182-
183

ごみ処理費（ごみ処理施設事業費（クリー
ンプラザ）の工事請負費の焼却施設の延命
化工事の総事業費、工事の内容、延命可能
期間、起債の種類、交付税措置率、償還期
間、事業費積算の方法、工事中の焼却方
法、入札方法、入札者が１社しかない場合
の対応）

環境施設課長

208-
209

林業振興費（林業振興事業費の負担金補助
及び交付金の林業・木材産業構造改革事業
費補助金の内容、対象者、補助金支出の根
拠、補助率、市内林業者の持ち込みは可能
か、林材の受け入れ単価、市内の林業に与
える効果）

林業水産課長

214-
215

水産業振興費（水産業振興事業費の負担金
補助及び交付金の水産物流通特別対策事業
補助金の内容、補助金支出の根拠、地産地
消の取り組み）

林業水産課長

218-
219

商業振興費（商業振興事業費の負担金補助
及び交付金の映画館施設整備補助金の内
容、補助金支出の根拠、映画館入館促進に
向けた市の取り組み）

商工振興課長

248-
249

都市計画総務費（都市計画総務事業費（都
市整備課）の負担金補助及び交付金の県工
事負担金（外馬場・錆矢堂線）の事業内
容、負担金の積算根拠、事業内容、移転補
償と工事の箇所、全体事業の完成予定、早
期完成に向けた国・県への要請）

都市整備課長

248-
251

街路事業費（街路事業費の宮永・角木線の
事業内容、移転補償、工事の箇所、全体事
業の完成予定、県施工分の進捗状況、早期
完成に向けた国・県への要請）

都市整備課長

282-
283

教育振興費（教育振興事業費の負担金補助
及び交付金の遠距離通学児童通学費補助金
の内容、旧町村ごとの格差解消の検討は）

学校教育課長

288-
289

教育振興費（教育振興事業費の負担金補助
及び交付金の遠距離通学生徒通学費補助金
の内容、旧町村ごとの格差解消の検討は）

学校教育課長

議第２２号 令和２年度中津市下水道事業会計予算

35

補助金（下水道水洗化支援補助金の内容、
補助金額、件数、これまでの実績、合併処
理浄化槽廃止の場合の補助金のかさ上げ措
置は）

上下水道部総務課長
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38

建設改良費（ポンプ場建設改良費の角木雨
水ポンプ場整備事業等、終末処理場水処理
施設等更新事業の内容、雨水ポンプ場の整
備スケジュールは、市内の浸水箇所の雨水
幹線の整備は）

下水道課長
排水対策課長

報告第１号
令和２年度中津市土地開発公社事業計画及
び予算の報告について
（事業計画書の米山公園用地、永添公共用
地の土地利用計画は、塩漬けの期間とその
間に発生した管理費、利息等の経費の合計
額は、それらの経費は販売時に土地代に付
加されるのか、大新田北企業用地（３工
区）の売却先、今後の企業用地の造成計
画）

総合政策課まちづくり
推進室長

No.６ 11番 木ノ下　素信 議員

議第　１号
令和元年度中津市一般会計補正予算（第６
号）

67-68

環境衛生費（浄化槽推進事業費の負担金補
助及び交付金の合併処理浄化槽設置整備事
業補助金の当初予定件数に大きく達成しな
かった理由、取り組みの検証）

上下水道部総務課長

73-74
団体営土地改良費（中山間地域総合整備事
業費の工事請負費の遠方監視システム整備
工事の減額となった理由、今後の対応）

耕地課長

101-
102

学校建設費（大幡小学校グラウンド改修事
業費の工事請負費の駐車場の整備内容及び
利用予定者）

教育総務課長

議第１１号 令和２年度中津市一般会計予算

118-
119

社会福祉総務費（地域福祉活動推進事業費
の報酬の地域福祉支援員の配置先、業務内
容）

社会福祉課長

124-
125

老人福祉費（在宅老人支援事業費の使用料
及び賃借料の認知症タブレット借上料の機
種の仕様）

介護長寿課長

272-
273

教育振興費（教育振興事業費の報酬の部活
動指導員の配置基準、配置予定、今までの
配置）

学校教育課長

No.７ ４番 荒木　ひろ子 議員

議第　２号
令和元年度中津市国民健康保険事業特別会
計補正予算（第４号）

6-7
保険給付費等交付金（△１７，３６８千円
の減額理由、根拠

保険年金課長

8-9
国民健康保険基金繰入金（△６１，４８０
千円の減額理由、根拠）

保険年金課長

議第１１号 令和２年度中津市一般会計予算

10-11
民生費負担金（児童福祉費負担金の私立保
育所個人負担金の対象人数、全体の割合）

保育施設運営室長

12-13
民生使用料（児童福祉使用料の市立保育所
保育料の対象人数、全体の割合）

保育施設運営室長
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１ ２ ３

令和２年第１回定例会　議案質疑答弁順番表

議案番号 ページ 件名 答弁者
質問回数

50-51
雑入（雑入の横領事件にかかわる調定額
は）

教育総務課長

116-
117

社会福祉総務費（社会福祉総務事業費（社
会福祉課）の報償費の民生（児童）委員報
償金の算出根拠。負担金補助及び交付金の
民生委員協議会活動推進費等交付金の算出
根拠）

社会福祉課長

190-
193

農業委員会費（農地売買等支援事業費の事
業内容）

農業委員会事務局長

258-
259

住宅管理費（雇用促進住宅整備事業費の事
業内容）

建築課長

274-
275

教育振興費（教育振興事業費の負担金補助
及び交付金の人権教育研究協議会補助金の
協議会の構成、研究内容）

学校教育課長

280-
281

学校管理費（小学校管理事業費の需用費の
消耗品費（机、椅子の整備））

学校教育課長

286-
287

学校管理費（中学校管理事業費の需用費の
消耗品費（机、椅子の整備））

学校教育課長

296-
297

社会教育総務費（社会教育総務事業費の委
託料の地域協育振興プラン推進事業の成果
と協育による中津の子ども未来創造事業委
託料の内容）

社会教育課生涯学習推
進室長

308-
309

文化財保護費（資料館事業費の今後の運営
方針）

社会教育課文化財室長

議第１２号
令和２年度中津市国民健康保険事業特別会
計予算

9-10
一般被保険者国民健康保険税（対前年度比
△１０５，３６０千円の減額の根拠）

保険年金課長

29-30
一般被保険者療養給付費（△８６，７２２
千円の減額の根拠）

保険年金課長

29-30
退職被保険者療養給付費（△４８，１５８
千円の減額の根拠）

保険年金課長

議第２１号 令和２年度中津市水道事業会計予算

5 給水収益（消費税額は） 上下水道部総務課長

議第２９号
中津市営住宅の設置及び管理に関する条例
等の一部改正について

（保証について） 建築課長

議第３２号
中津市放課後児童健全育成事業の設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部改正
について

（基準について） 子育て支援課長

議第３４号 中津市教育長の任命について

（教育長に求めるものは） 総務部総務課長

No.８ ５番 川内　八千代 議員

議第　１号
令和元年度中津市一般会計補正予算（第６
号）
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１ ２ ３

令和２年第１回定例会　議案質疑答弁順番表

議案番号 ページ 件名 答弁者
質問回数

13-14

総務費国庫補助金（戸籍住民基本台帳費補
助金の個人番号カード交付事業費補助金の
２０１６年１月事業開始以来の補助金累積
額、現時点での発行枚数、住基カードのて
ん末）

市民課長

53-54
社会福祉総務費（プレミアム付商品券事業
費の負担金補助及び交付金の見込みに対し
ての実態の評価）

社会福祉課長

議第　２号
令和元年度中津市国民健康保険事業特別会
計補正予算（第４号）

8-9 国民健康保険基金繰入金（全額減の理由） 保険年金課長

議第１１号 令和２年度中津市一般会計予算

4-5 個人（現年課税分の増額の根拠） 税務課長

4-5 法人（大幅減額の根拠） 税務課長

4-5
種別割（現年課税分の重課対象数、金額、
制度開始からの総額、台数）

税務課長

22-23
総務費委託金（総務管理費委託金の自衛官
募集事務費委託金の委託事業の内容）

総務部総務課長

67

一般管理費（総務一般管理事業費の会計年
度任用職員採用の経過、人数、男女比、部
ごとの増減、一人当たりの報酬の平均額、
期末手当対象人数と一人当たりの金額）

総務部総務課長

80-81
企画費（バス運行事業費のバス運行のコー
ス、乗り合いタクシーのコースなどの検討
は）

地域振興・広聴課長

90-91
自治委員費（自治委員事業費の条例でなく
規則による設置での変化は（位置づけ、人
数、報償の基準、決め方）

総務部総務課長

162-
163

扶助費（生活保護扶助事業費の前年対比６
０５万円の減額の根拠、内訳、健康で文化
的な生活ができるのか）

社会福祉課長

議第１２号
令和２年度中津市国民健康保険事業特別会
計予算

29-30
一般被保険者療養給付費（前年対比減額の
根拠、税も引き下げできるのでは）

保険年金課長

29-30
退職被保険者療養給付費（前年対比減額の
根拠、税も引き下げできるのでは）

保険年金課長

議第２７号
中津市執行機関の附属機関の設置等に関す
る条例の一部改正について
（構成される学識経験者、関係団体、機関
は具体的にどんなところを想定しているの
か、この会議での協議事項は、幅広い意見
を反映できるのか、市民団体は対象となる
のか）

防災危機管理課長

議第３４号 中津市教育長の任命について

（再任を提案した理由） 総務部総務課長
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１ ２ ３

令和２年第１回定例会　議案質疑答弁順番表

議案番号 ページ 件名 答弁者
質問回数

No.９ ６番 三上　英範 議員

議第　１号
令和元年度中津市一般会計補正予算（第６
号）

11-12 個人（増額理由は） 税務課長

11-12 法人（増額理由は） 税務課長

35-36
一般管理費（職員給与費の職員手当等の一
般職退職手当の支給対象人員数、内５５才
以上、３０歳以下の人員数）

総務部総務課長

47-48
市長選挙費（市長選挙事業費の負担金補助
及び交付金の当初金額と財源内訳、今回の
市長選公費負担の事業効果は）

選挙管理委員会事務局
長

49-50
統計調査費（２０２０年農林業センサス事
業費の事業実施概要、新年度への繰越事業
の有無、市独自の統計調査）

情報管理課長

71-72
農業振興費（活力あふれる園芸産地整備事
業費の負担金補助及び交付金の減額理由と
今後の対応は）

農政振興課長

71-72
畜産業費（畜産振興事業費の負担金補助及
び交付金の減額理由と今後の対応は）

農政振興課長

73-74
農地費（農地管理事業費の負担金補助及び
交付金の減額理由と今後の対応は）

耕地課長

73-74
団体営土地改良費（中山間地域総合整備事
業費の減額理由と今後の対応は）

耕地課長

75-76
林業振興費（林業振興事業費の中津市産材
利用住宅促進事業補助金の概要と減額理
由、今後の対応策は）

林業水産課長

79-80
漁港費（漁港事業費の負担金補助及び交付
金の事業の進捗と減額理由、今後の対応策
は）

林業水産課長

85-86

建築指導費（建築基準法事業費の負担金補
助及び交付金の要緊急安全確認大規模建築
物耐震改修補助金の事業目的、減額理由、
今後の対応）

建築指導課長

87-88
道路橋りょう新設改良費（道路橋りょう新
設改良事業費の工事請負費と公有財産購入
費の減額理由、今後の方向）

道路課長

91-92
港湾管理費（港湾改修事業費の負担金補助
及び交付金の事業概要、減額理由）

企業誘致・港湾課長

93-94
街路事業費（街路事業費の事業概要、積算
の根拠、緊急性）

都市整備課長

95-96
住宅管理費（住宅整備事業費の工事請負費
の減額理由、今後の方向）

建築課長

95-96
住宅建設費（住宅建設改良事業費の減額理
由、今後の方向）

建築課長

97-98
非常備消防費（非常備消防施設整備事業費
の工事請負費の減額理由、今後の方向）

消防本部総務課長

101-
102

教育振興費（教育振興事業費の使用料及び
賃借料の減額理由、今後の方向）

学校教育課長
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１ ２ ３

令和２年第１回定例会　議案質疑答弁順番表

議案番号 ページ 件名 答弁者
質問回数

103-
104

教育振興費（教育振興事業費の使用料及び
賃借料の減額理由、今後の方向）

学校教育課長

103-
104

学校建設費（緑ヶ丘中学校校舎増築事業費
の工事請負費の減額理由、今後の方向）

教育総務課長
教育施設課長

107-
108

公民館費（和田コミュニティーセンター
（仮称）建設事業費の工事請負費の減額理
由、今後の方向）

社会教育課長

109-
110

文化財保護費（長者屋敷官衙遺跡整備事業
費の減額理由、今後の方向）

社会教育課文化財室長

議第１１号 令和２年度中津市一般会計予算

4-5 個人（積算根拠、増額理由） 税務課長

4-5
法人（積算根拠、減額理由、税率の過去１
０年間の推移（税割）

税務課長

10-11
地方交付税（財政需要額の積算根拠、地方
交付税の性格について）

財政課長

86-87
企画費（地域おこし協力隊活動事業費（１
次産業）の中津市に住み続ける可能性は）

農政振興課長
林業水産課長

214-
215

水産業振興費（水産業振興事業費の負担金
補助及び交付金の水産物流通特別対策事業
補助金の算出根拠、事業効果、これまでの
支援は）

林業水産課長

218-
219

商業振興費（商業振興事業費の負担金補助
及び交付金の映画館施設整備補助金の補助
金額算出根拠、事業効果、財源内訳）

商工振興課長

252-
253

公園費（公園管理事業費の委託料の公園管
理委託料の管理委託する公園の基準）

都市整備課長

280-
281

学校管理費（小学校管理事業費の備品購入
費の教員の超過勤務の実態、タイムレコー
ダーの適正な運用は）

学校教育課長

286-
287

学校管理費（中学校管理事業費の備品購入
費の教員の超過勤務の実態、タイムレコー
ダーの適正な運用は）

学校教育課長

290-
291

学校建設費（緑ヶ丘中学校校舎増築事業費
の工事請負費の木質化の検討と具体化）

教育施設課

294-
295

幼稚園費（幼稚園管理事業費の備品購入費
の教員の超過勤務の実態、タイムレコー
ダーの適正な運用は）

学校教育課長

296-
297

社会教育総務費（社会教育総務事業費の委
託料の福澤諭吉記念事業委託料の福沢諭吉
の遺徳とは）

社会教育課生涯学習推
進室長

議第３４号 中津市教育長の任命について

（市教育委員会の直面する課題に対する認
識の確認は）

総務部総務課長

-10-


