
１ ２ ３

No.１ 23番 古江　信一 議員

議第４７号
令和２年度中津市一般会計補正予算(第１
号）

7-8

社会福祉総務費（特別定額給付金給付事業
費の負担金補助及び交付金の時期、事務を
迅速に行うための準備体制、給付金事業に
便乗した詐欺への対策は）

福祉政策課長

11-12

地域医療対策費（地域医療対策事業費の負
担金補助及び交付金の事業内容、開設時
期、期間、場所、受診費用、対象者の判断
はどこが行うか、受診後の手順）

地域医療対策課長

13-14

商業振興費（商業振興事業費の負担金補助
及び交付金の３０％以上減の基準と確認、
想定数、月ごとの補助か、家主と店子のど
ちらが対象か、国の制度が決まった場合の
対応は）

商工・雇用政策課長

15-16

災害対策費（防災事業費の備蓄品の品目
は、マスクや消毒液等、医療現場や子育て
関係施設、介護施設等の実状は、備蓄品の
確保の現状は）

防災危機管理課長

17-18

教育振興費（教育振興事業費の委託料の事
業内容、学校現場の現状は、特に新一年生
への対応は、タブレットの貸し出し、ケー
ブルテレビの活用は）

学校教育課長

No.２ 22番 須賀　要子 議員

議第４７号
令和２年度中津市一般会計補正予算(第１
号）

7-8

社会福祉総務費（特別定額給付金給付事業
費の負担金補助及び交付金の給付金の目
的、支給対象者、給付までの流れ、申請書
の送付予定日、受理から何日後に振り込み
か、返信封筒を同封するのか、免許証等の
コピーサービスは、臨時受付窓口の設置
は、周知の方法、住民基本台帳をもとに世
帯主に給付としているが、事情により同居
していない（ＤＶ被害者、別居中、児童養
護施設入居児童、老人ホーム、介護施設な
ど）人への給付の仕方は）

福祉政策課長

9-10

児童養育助成費（子育て世帯臨時特別給付
金給付事業費の負担金補助及び交付金の給
付の目的、対象者（基準日）、人数・世帯
数、申請手続きは必要か、支給日は）

子育て支援課長

令和２年第１回臨時会　議案質疑答弁順番表
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11-12

地域医療対策費（地域医療対策事業費の電
話相談窓口の設置場所、実施主体、実施体
制、何か月分の予算か、発熱外来の設置場
所、開設日時、１日の対応可能人数は、受
診の方法・手続きは、医療関係者の体制、
プライバシー保護対策、何か月分の予算
か、検体採取までの流れ、採取後の受診者
対応は、発熱外来設置後はＰＣＲ検査の検
体採取は一般病院等では実施しないのか、
発熱からＰＣＲ検査までの期間は短縮され
るのか）

地域医療対策課長

11-12

母子衛生費（母子保健事業費の消耗品の内
容、予定している納入業者、サージカルマ
スクの購入枚数、納期、配布先、布マスク
郵送の対象者と件数、時期）

地域医療対策課長

No.３ 19番 吉村　尚久 議員

議第４７号
令和２年度中津市一般会計補正予算(第１
号）

17-18

教育振興費（教育振興事業費の需用費の消
耗品の内容、消毒液などの納期、感染症対
策として保育園などに設置した空気洗浄機
は検討したか。役務費の通信運搬費の内
容、臨時休校中の自宅学習対策の内容（課
題プリント、ｅライブラリなど）、小学校
１年生から３年生までの預かりでの過ごし
方、学習動画作成委託の内容（動画の内
容、作成方法、作成時期、活用方法、動画
の配信方法、いつまでの動画を作成するの
か）、ネット環境のない子どもへの対応
は、旧下毛地域のケーブルテレビの活用に
ついては検討したか、今後のＩＣＴの整備
やオンライン授業なども視野に入れての取
り組みか）

学校教育課長

19-20

学校給食運営費（学校給食運営事業費の事
業の各事業の予算額の内訳、食材の違約金
の支払いの契約内容、食材発注の時期、必
要なくなった食材の処分はどうしたか、
フードバンクなどへの寄附を検討したか、
自動手洗消毒機等とは何か、自動手洗消毒
機は何台分か、加工食材納入業者とは、４
月の幼稚園、小学校、中学校のそれぞれの
給食費の保護者負担額は、感染が心配で出
席させなかった（出席停止となった）子ど
もの給食費の支払いはどうなるのか、学校
給食費の補てんについては子どものみが対
象か）

体育・給食課長

No.４ 20番 大塚　正俊 議員

議第４７号
令和２年度中津市一般会計補正予算(第１
号）

-2-



１ ２ ３

令和２年第１回臨時会　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

商業振興費（商業振興事業費の事業の内
容、補助対象者、中小企業等とは、市内居
住要件、休業中の事業者の数と補助対象者
数の見込みとその根拠、１店舗当たりか１
事業者当たりか、申請に必要な書類は、売
上げ３０％以上減少の対象期間とそれを証
明する書類や様式は、前年比などが比較で
きない開業間もない事業者への対応は、８
割・上限５万円の設定根拠、市内店舗等の
平均家賃、緊急事態宣言が長期化した場合
の３か月分の延長は、申請受付開始日は、
受理から何日後に振り込みか、臨時受付窓
口の設置は、自家所有物件の店舗に対する
支援策は、別途営業自粛している店舗等へ
の支援は考えているのか）

商工・雇用政策課長

13-14

金融対策費（金融対策事業費の事業の内容
及び利子補給の適用条件、申請方法や具体
的な手続き、想定の個人事業主数及び中小
企業数、利子の補給時期は（融資時に一括
払いか、毎月の返済時か、１年毎か返還終
了後（３年後）か））

商工・雇用政策課長

15-16
災害対策費（防災事業費の購入する備蓄品
の内容と現在の在庫数、納期は）

防災危機管理課長

No.５ 11番 木ノ下　素信 議員

議第４７号
令和２年度中津市一般会計補正予算(第１
号）

7-8

社会福祉総務費（特別定額給付金給付事業
費の報酬の新たに採用する職員の人数と期
間は。負担金補助及び交付金の対象者は、
申請書の送付、受付、交付の時期の予定
は、作業の進捗状況は、希望しない方への
対応は）

福祉政策課長

9-10

児童養育助成費（子育て世帯臨時特別給付
金給付事業費の報酬の新たに採用する職員
の人数と期間は。負担金補助及び交付金の
対象の子どもとは、対象の子どもの人数・
世帯数は、公務員の子どもの人数・世帯数
は、申請から支給までの予定スケジュール
は、作業の進捗状況は）

子育て支援課長

11-12

地域医療対策費（地域医療対策事業費の報
償費の医師・保健師・看護師の予定してい
る人数と期間、対応体制は、それぞれの謝
金の積算根拠。負担金補助及び交付金の設
置場所、開始時期及び具体的な設置内容
は、対象の受診者は、受診者の個人負担
は、受診後の対応は）

地域医療対策課長

11-12
母子衛生費（母子保健事業費の需要費につ
いてサージカルマスクの使途は、購入予定
枚数は。役務費の対象妊婦の人数は）

地域医療対策課長
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13-14

商業振興費（商業振興事業費の負担金補助
及び交付金の中小企業者等の家賃相場はど
のくらいとみているのか、申請見込み件数
は、業種、規模等の制約はあるのか、複数
店舗の場合に対応は、家主への固定資産税
減免等を行い、家主からの支援は検討しな
いのか、上限を５万円、期間を最大３か月
とした根拠は。また、長期化した場合に上
限の見直し、期間の延長をする考えはある
か、賃料の補助ということは、持ち家で休
業、減収の中小企業者への支援は考えてい
ないのか）

商工・雇用政策課長

議第４８号
令和２年度中津市介護保険事業特別会計補
正予算(第１号）

8-9

総合相談事業費（総合相談事業費の委託料
の調査委託の方法は、対象は団体、個人
か、調査項目は、調査時に健康を保つ方法
などを個別に周知する考えは、調査結果を
施策にどのように活かすのか）

介護長寿課長

No.６ 10番 相良　卓紀 議員

議第４７号
令和２年度中津市一般会計補正予算(第１
号）

5-6

財政調整基金繰入金（今回は財政調整基金
繰入金のみだが地域振興基金をコロナ対策
として活用することは可能か、可能なら残
高はいくらで今後取り崩す考えはあるか）

総合政策課長

13-14

金融対策費（金融対策事業費の負担金補助
及び交付金の大分県の特別融資による借入
に対する利子補給に市の単費４６，８００
千円を使うことになるが、これは大分県か
らの要請によるものか。また他市の状況は
どうなっているか、融資の対象とならない
売上高の減少や業種はないのか）

商工・雇用政策課長

15-16

災害対策費（防災事業費の今回消費した備
蓄品の品名・数量・支援先は、その備蓄品
の在庫量及び保管場所は、今回の入手の見
通し及び活用予定は）

防災危機管理課長

17-18

教育振興費（教育振興事業費の需用費の購
入予定の品名・数量及び配置場所は。委託
料の委託先、作成する科目及び内容、作成
本数、動画の配信方法、ケーブルテレビ活
用の有無、動画を視聴できる環境にない児
童生徒への対応は、活用できる時期の見通
しは）

学校教育課長

19-20

学校給食運営費（学校給食運営事業費の負
担金補助及び交付金について学校給食費返
還等事業の助成する期間は、違約金の内容
は、衛生管理事業の対象事業者数・内容
は、学校給食費補てん事業の対象の児童生
徒見込み数は）

体育・給食課長
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21-22

予備費（国や県の施策に迅速に対応するこ
ととあるが、現時点で今回の補正予算を見
ても市単独の支援策は十分と言えるもので
はないと思う。すでに長期化は予想されて
いる中、市民の要望はまだまだ多くあるこ
とを我々議会でも把握しているが、今後第
２弾、第３弾の思い切った予算措置をする
考えはあるか、充当するにあたり、議会へ
の事前の説明は行うか）

財政課長

No.７ ５番 川内　八千代 議員

議第４７号
令和２年度中津市一般会計補正予算(第１
号）

7-8

社会福祉総務費（特定給付金給付事業費に
ついて申請から受給までの方法はそれぞれ
の事情を考慮して対応を（高齢者、障がい
者、ＤＶ被害者、未成年、生保利用者など
への対応）、確実に一人ひとりの個人に給
付できるような配慮と工夫は・早く届くよ
うに工夫を、周知方法）

福祉政策課長

11-12
地域医療対策費（地域医療対策事業費の市
民は希望すればＰＣＲ検査を受けられるよ
うになるのか、周知方法）

地域医療対策課長

13-14

商業振興費（商業振興事業費の負担金補助
及び交付金の早く受けられるように配慮し
ているのか、金額は業者団体と相談したの
か、早く出せるようにするために条件につ
いて証明書を添付ではなく自己申告で受付
を、２次、３次の事業は考えているのか、
周知方法）

商工・雇用政策課長

19-20

学校給食運営費（学校給食運営事業費の負
担金補助及び交付金の学校給食費返還等事
業にかかる費用はいくらか、積算根拠は、
市内の生産者・加工業者・納入業者の被害
を補てんできるのか）

体育・給食課長

No.８ ４番 荒木　ひろ子 議員

議第４７号
令和２年度中津市一般会計補正予算(第１
号）

11-12

地域医療対策費（地域医療対策事業費の報
償費の仕事内容、負担金補助及び交付金の
開設の時期、内容、効果、北部保健所が指
示する医療機関への移動）

地域医療対策課長

13-14
商業振興費（商業振興事業費の負担金補助
及び交付金の中小企業者等賃料補助金の内
容、手続きの簡素化、持続化の目途）

商工・雇用政策課長

13-14
金融対策費（金融対策事業費の負担金補助
及び交付金の利子補給補助金の専決後の活
用状況、持続化の目途）

商工・雇用政策課長
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17-18

教育振興費（教育振興事業費の委託料の学
習動画作成委託料の活用方法、全員が対象
とできるか、需用費の消耗品費の消毒液、
手洗液の確保は市で）

学校教育課長

21-22
予備費（市の独自施策は、税や公共料金の
減免対応は）

財政課長

議第４８号
令和２年度中津市介護保険事業特別会計補
正予算(第１号）

8-9
総合相談事業費（総合相談事業費の委託料
の委託先、内容、効果）

介護長寿課長

No.９ ６番 三上　英範 議員

議第４７号
令和２年度中津市一般会計補正予算(第１
号）

5-6
財政調整基金繰入金（繰入を行う施策の基
本的な考え、今回の基金繰入額だけで中小
業者・農林水産業者の経営持続は可能か）

財政課長

7-8
社会福祉総務費（特別定額給付金給付事業
費の支給時期、財源内訳について一般財源
で先行実施すべきでは）

福祉政策課長

11-12

地域医療対策費（地域医療対策事業費の負
担金補助及び交付金の医療機関の安全は確
保できるのか、希望者はＰＣＲ検査可能
か、保健所とのかかわりは）

地域医療対策課長

13-14
商業振興費（商業振興事業費の負担金補助
及び交付金の経営持続は可能か、賃料以外
の固定費支援は）

商工・雇用政策課長

17-18
教育振興費（教育振興事業費の委託料の児
童、生徒の学習権の保証は）

学校教育課長

21-22
予備費（国・県の施策以上に市の実状に即
した使途への振り向けは）

財政課長

No.10 ９番 本田　哲也 議員

議第４７号
令和２年度中津市一般会計補正予算(第１
号）

7-8

社会福祉総務費（特別定額給付金給付事業
費の負担金補助及び交付金の本事業の手続
きから給付までの最短スケジュール（見込
み）は、国では既に始まっているＤＶ避難
者等への通知方法は、想定されている給付
金詐欺への対策方法は、本事業の周知（手
続き方法、期限等）は）

福祉政策課長

11-12

地域医療対策費（地域医療対策事業費の負
担金補助及び交付金の具体的な体制（対応
者）、開設状況の中で４月１５日から直近
までの相談件数（昼間の部・夜間の部）、
及び相談状況について、保健所等との連携
（棲み分け）と効果は）

地域医療対策課長
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令和２年第１回臨時会　議案質疑答弁順番表
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13-14

商業振興費（商業振興事業費の負担金補助
及び交付金の補助制度の発動要件の詳細は
（売上げ減少算定基準等）、補助時期、補
助方法は、対前年比の無い新規オープン店
舗への制度準用について考えは、自己所有
店舗への支援策は）

商工・雇用政策課長

13-14

金融対策費（金融対策事業費の負担金補助
及び交付金の県特別融資利用に対する直近
の相談件数は、利子補給の補給利率と補給
後の実質年利及び保証料は、本制度の周知
は）

商工・雇用政策課長

21-22

予備費（予備費において感染予防、感染時
の行動指針及び支援制度などコロナ対策に
係る取組等の周知・啓発をあらゆる機会を
通じ発信することが最重要と思うが考え
は、経済対策で営業再開後の営業指針（時
間帯・入店者数・感染予防など）の構築、
及びサポート並びに感染予防対策について
考えは、終息後の商業施設の景気対策につ
いて考えは）

財政課長
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