令和２年第３回定例会
議案番号
No.１
議第１００号

議案質疑答弁順番表

件名

ページ

20番 大塚

答弁者

正俊

議員

令和２年度中津市一般会計補正予算（第５
号）
企業誘致費（企業誘致事業費の委託料の建
設整備委託料の事業の概要、大分県土地開
35-36 発公社に委託する理由、県の公社が造成し 企業誘致・港湾課長
ている区域面積、造成・引き渡しの時期
は）
農地及び農業用施設災害復旧費（農地及び
農業用施設災害復旧事業費（令和２年梅雨
前線豪雨関連）の工事請負費の災害復旧工
事の支所ごとの件数、予算上の補助率と査
定後の補助率の見込み、分担金負担率は、
工事個所の合算の考え方、圃場整備や過去
59-60 に災害復旧工事を実施した農地等の有無、 耕地課長
負担金補助及び交付金の農地等災害復旧工
事補助金の支所ごとの件数、補助率、県下
における分担金の負担率や補助率の状況
は、一般財源が減額となった理由と予備費
等の充当・流用額と内容、地方債発行額
は）
道路災害復旧費（道路災害復旧事業費（令
和２年梅雨前線豪雨関連）の一般財源が減
61-62
額となった理由と予備費等の充用・流用額
と内容は）
河川堤防災害復旧費（河川堤防災害復旧事
業費（令和２年梅雨前線豪雨関連）の一般
61-62
財源が減額となった理由と予備費等の充
用・流用額と内容は）

建設政策課長
財政課長
排水対策課長
財政課長

体育施設災害復旧費（財源更生の一般財源
が減額となった理由と予備費等の充用・流
用額と内容、補正前の額と補正額が０円な 体育・給食課長
65-66
のに財源内訳の市債に２１０万円が計上さ 財政課長
れるのはなぜ、財源更生だけではなく予備
費等の充用・流用額を説明欄に記載は）
議第１０９号

中津市新型コロナウイルス感染症対策基金
条例の制定について
（基金として積み立てる額、第６条の基金
の処分についての第２号の利子補給事業に
要する経費の他の事業とは、国の臨時交付 商工・雇用政策課長
金の対象事業として利子補給以外の基金積
み立てが可能な事業は）

-1-

質問回数

１２３

令和２年第３回定例会
議案番号
議第１１４号

ページ

議案質疑答弁順番表

件名

答弁者

中津市企業立地促進条例の一部改正につい
て
（改正内容、改正に至った経過、企業立地
促進優遇制度の活用実績と費用対効果、今
後５年間の企業誘致の目標と企業誘致戦
略、女性の定義、９条第２項の新規雇用者
企業誘致・港湾課長
の加算は女性かつ過疎地域在住者には２０
万円に対して３０万円を加算するのか、過
疎地域在住者の加算は企業が通勤手当等の
加算をした実績に応じて交付するのか）

議第１２２号

公有水面の埋立てについて
（事業の目的と埋立て範囲の設定の根拠、
土地利用区分ごとの面積、環境アセスメン
トにおける埋立てが環境に及ぼす影響、漁
港の縮小面積と係留可能な漁船数、利害関
係人の意見と調整結果（漁業権者に対する
損失補償と漁業権の放棄）、中津市文化財
に指定されている御船寄の指定区域とその 林業水産課長
調整、未来に残したい漁業漁村の歴史文化
財産百選との調整、樋門の移設場所と工事
中の代替施設は、建設残土の搬入ルート、
埋立て後の工事スケジュール、市の文化財
指定を解除するのか、玉石積みの突堤の保
存・補修工事の実施は）
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質問回数

１２３

令和２年第３回定例会
議案番号
No.２

件名

ページ

22番 須賀

議第８８号
114115

362365

議案質疑答弁順番表
答弁者

要子

令和元年度中津市一般会計決算の認定につ
いて
企画費（テレワーク等推進事業費の委託料
の委託先、具体的内容と成果、今後の取組 地域振興・広聴課長
みとして）
教育振興費（教育振興事業費の委託料の子
どもまちづくりラボ業務委託料の委託先、
内容、事業成果。
英語指導助手招致事業費の外国語指導助手
派遣委託事業の継続年数と総費用、感覚的
成果の達成だけではなく学力向上がどれだ 学校教育課長
け成果として得られたのか、大学連携事業
としてＡＰＵの語学にたけている学生の就
業支援としても今後実施できる可能性はな
いのか。外国人でなければならなかった理
由）

400- 図書館費（赤ちゃん絵本の読み聞かせ事業
小幡記念図書館長
401 費の需用費の具体的な内容と効果）
文化財保護費（新中津市学校管理事業費の
412- 慶応義塾との連携した講座や学習スペース
社会教育課長
413 の提供とあるが具体的に慶應義塾から来て
いる職員の職務の内容と成果）
別冊5

主要なる施策の成果（農業振興事業のやか 本耶馬渓支所農林建設
た田舎の学校改修工事の具体的な内容）
課長

主要なる施策の成果（学びに向かう中津っ
子支援事業のジュニアグローバルリーダー
別冊
研修参加の人数と事業継続年数、リーダー 学校教育課長
36
として中津市にどのようなグローバルな影
響をもたらしているのか具体的な成果）
令和２年度中津市一般会計補正予算（第５
号）

議第１００号
45-46
55-56
議第１１４号

災害対策費（防災事業費の委託料の設備改
防災危機管理課長
修委託料の目的と具体的な内容と委託先）
社会教育総務費（社会教育総務事業費の委
生涯学習推進室長
託料の事業内容と減額理由は）
中津市企業立地促進条例の一部改正につい
て
（この制度の周知は、出産支援奨励金やえ
るぼし認定取得企業への支援制度などは検 企業誘致・港湾課長
討したか）
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質問回数

１２３

令和２年第３回定例会
議案番号
No.３
議第８８号

議案質疑答弁順番表

件名

ページ

５番 川内

答弁者

八千代

令和元年度中津市一般会計決算の認定につ
いて
一般管理費（総務一般管理事業費の委託料
の訴訟業務委託料の委託先、委託料、内
88-89
総務部総務課長
容、累計額、目的と効果、成果、今後の見
込み額、期間）
雑入（生活保護費返還金の根拠要因別の内
68-69 容、１件当たりの最大、最少、件数、主旨 福祉支援課長
から見たらどうなのか）
主要なる施策の成果（生活困窮者自立相談
支援事業の内容と経費の内訳、相談から自
別冊
立に至った件数、生活困窮者就労準備支援 福祉政策課長
30
事業の内容と４件となっているが自立につ
ながった件数は）
主要なる施策の成果（福祉的交通弱者支援
別冊 事業（高齢者及び障がい者・児）の高齢
介護長寿課長
30-31 者、障がい者へのタクシー券配布事業は、 福祉支援課長
課税世帯を対象にできないのか）

議第８９号

議第１１１号

財産に関する調書（都市計画税の使途に関
621 する調書の地方債償還等の中身、市民の公 財政課長
平性は保たれるのか）
令和元年度中津市国民健康保険事業特別会
計決算の認定について
実質収支に関する調書（６億１，４４７万
468 ５千円の黒字の要因、今年度へ繰り入れる 保険年金課長
根拠、税引き下げの検討は）
中津市税条例の一部改正について
（制度概要と周知の方法）

議第１２１号

財産の取得について
（更新車両の内容と配置場所）

議第１２３号

税務課長

消防本部総務課長

工事請負契約の締結について（中清環第１
号 中津市クリーンプラザ基幹的設備改良
工事）
（１社入札になった経緯、競争性は作用し
ているのか、設置からこれまでにかかった
清掃課長
修理・改修経費、１．５倍の処理能力が必
要となる根拠）
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質問回数

１２３

令和２年第３回定例会
議案番号
No.４
議第８８号

議案質疑答弁順番表

件名

ページ

４番 荒木

答弁者

ひろ子

令和元年度中津市一般会計決算の認定につ
いて
社会福祉総務費（社会福祉総務事業費（社
156山国支所総務・住民課
会福祉課）の委託料の買物支援事業委託料
157
長
の支援の対象、支援内容）
人権対策費（人権対策事業費の負担金補助
178及び交付金の大分県人権教育・啓発推進協 人権・同和対策課長
179
議会負担金の構成、事業内容、効果）

子ども医療費助成事業費（子ども医療費助
232- 成事業費の扶助費の子ども医療費の通院医
地域医療対策課長
233 療費の助成の効果、当初予算から見てどう
か）
238- ごみ処理費（ごみ処理施設事業費（クリー
清掃課長
239 ンプラザ）の焼却量の変化）
農業振興費（食品企業連携産地拡大推進事
264業費の負担金補助及び交付金の産地育成対 農政振興課長
265
策事業費補助金の効果）
商業振興費（買物支援事業費の委託料の買
292耶馬溪支所地域振興課
物支援事業委託料の支援対象、内容、効
293
長
果）
392- 社会教育総務費（人権教育推進事業費の実
生涯学習推進室長
393 施内容、効果）
令和元年度中津市国民健康保険事業特別会
議第８９号
計決算の認定について
実質収支に関する調書（６億１，４４７万
468
保険年金課長
５千円の検証、今後の運営）
令和２年度中津市一般会計補正予算（第５
議第１００号
号）
債務負担行為補正（大新田７２６号線市道
5 整備委託事業の委託内容、大分県土地開発 企業誘致・港湾課長
公社へ委託する理由）
三保文化センター管理費（三保文化セン
21-22 ター事業費の工事請負費の施設改修工事の 人権・同和対策課長
改修内容、利用状況）
企業誘致費（企業誘致事業費の委託料の建
35-36
企業誘致・港湾課長
設整備委託料の委託先、内容）
令和２年度中津市国民健康保険事業特別会
議第１０１号
計補正予算（第２号）
12-13 一般会計繰出金（繰出しの理由）
議第１１４号

中津市企業立地促進条例の一部改正につい
て
（女性活躍支援設備の内容、雇用条件）

議第１２３号

企業誘致・港湾課長

工事請負契約の締結について（中清環第１
号 中津市クリーンプラザ基幹的設備改良
工事）
（改良工事の内容）

報告第２２号

保険年金課長

清掃課長

地方公共団体の財政の健全化に関する法律
に基づく資金不足比率の報告について
（健全化判断比率、資金不足比率審査意見 耶馬溪支所地域振興課
書を受けた今後の運営方針）
長
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質問回数

１２３

令和２年第３回定例会
議案番号
No.５

議案質疑答弁順番表

件名

ページ

６番 三上

答弁者

英範

令和元年度中津市一般会計決算の認定につ
いて

議第８８号

市民税〔個人・法人〕（対前年比では個人
市民税は増加、法人市民税は減少している
がその要因は、個人市民税の不納欠損・収 税務課長
2-3
入未済発生の主な要因は、法人市民税は１ 収納課長
４％台から逓減しているが税率と税額の推
移は、今後の方向は）
2-3

8-9
48-51
50-51
60-61

軽自動車税（軽四輪の課税台数、重課対象
台数、重課税額及びこれまでの重課による
影響累積額は、重課税がエコ推進の役割を
果たしているか）
地方交付税（地方交付税の算出根拠の基準
財政需要額と基準財政収入額は、地方交付
税の性格と今後の見通しは）
基金運用収入（基金の総額、運用した金
額、平均の運用利率）
財産売払収入（市有林売払収入の売り払い
実績の概況、予算額との対比、今後の取組
み）
雑入（収入未済額の中で教育委員会の補助
金返還金と市の損害額の債権管理の扱いに
ついて）

税務課長

財政課長
会計管理者
林業水産課長
教育総務課長

農地費（農地管理事業費の負担金補助及び
268交付金の荒瀬土地改良区補助金の概要と事 耕地課長
277
業効果、用水路整備事業費の概要）
282- 林道費（市の管理する林道の総延長、災害
林業水産課長
283 に強い林道の整備についての考えは）
学校建設費（緑ヶ丘中学校校舎増築事業費
380の委託料の実施設計委託料の「３密」対策 教育総務課長
381
の考慮は、木質化の対応は）
384- 社会教育総務費（社会教育総務事業費の報
社会教育課長
385 酬の社会教育委員の役割・任務と処遇）
体育施設費（体育施設事業費の委託料の中
422津市総合体育館外５施設指定管理委託料の 体育・給食課長
423
対前年比利用実績、今後の方向は）
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質問回数

１２３

令和２年第３回定例会
議案番号

ページ

議第９８号

議第１００号
7-8
9-10
15-16
59-60
議第１１４号

報告第２５号

議案質疑答弁順番表

件名

答弁者

令和元年度中津市水道事業会計剰余金の処
分及び決算の認定について
（収益の妥当性、耶馬溪ダム使用権の償
却、高金利対策は、監査指摘について）
令和２年度中津市一般会計補正予算（第５
号）
災害復旧費分担金（農地及び農業用施設災
害復旧費分担金の算出根拠、適用条例）
災害復旧費県補助金（農地及び農業用施設
災害復旧費補助金の交付基準は）
災害復旧債（農地及び農業用施設災害復旧
事業債の起債算出根拠は）
農地及び農業用施設災害復旧費（農地及び
農業用施設災害復旧事業費（令和２年梅雨
前線豪雨関連）の災害個所の確認と復旧の
見通し）
中津市企業立地促進条例の一部改正につい
て
（助成に際して撤退時の事前報告、労基法
遵守については、地元企業、農林業にはよ
り一層の支援の検討は）

上下水道部総務課長

耕地課長
耕地課長
財政課長
耕地課長

企業誘致・港湾課長

債権放棄の報告について
（住宅新築資金等貸付金の今年度の回収額
収納課長
は、年度末残高は、県費補助金の額は。
上下水道部総務課長
水道料金の居所不明の件数は）
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質問回数

１２３

