
１ ２ ３

No.１ 20番 大塚　正俊 議員

議第９号
令和２年度中津市下水道事業会計補正予算
（第１号）

10
（資本的収入及び支出のポンプ場建設改良
費の増額となった理由、事業の内容、企業
債の利息と償還期間）

排水対策課長

議第１０号 令和３年度中津市一般会計予算

14-15

衛生使用料（清掃使用料のごみ処理施設使
用料の積算の根拠、改定時期、持ち込みご
みの料金改定による個人、事業者の影響
額、審議会の実施時期の答申との整合性）

清掃課長

18-19
衛生手数料（清掃手数料のごみ処理手数料
（指定ごみ袋）の積算の根拠、実施時期）

清掃課長

53

57

雑入（廃ペットボトル売払収入の令和２年
当初３，１６８千円に対して激減している
理由は、回収量、販売単価の見込み額、
ペットボトル回収にかかる経費は、不法投
棄対策は。
生ごみキエーロ売払収入の製造原価、販売
単価、数量は、家庭やごみ総量から見たと
きのゴミ減量効果は）

清掃課長

150-
151

152-
153

児童措置費（児童福祉運営事業費の負担金
補助及び交付金の保育士等奨学金返還支援
事業費補助金の内容、奨学金補助金の実績
と見込み。
保育士就職応援金の目的と内容、期待され
る効果、積算の根拠、１０万円の額設定の
根拠。
保育対策総合支援事業費の負担金補助及び
交付金の保育補助者雇上強化事業費補助金
の目的と内容、期待される効果、積算の根
拠、保育士の確保の現状、４月、１０月、
２月時点の待機児童、あきまち児童の状
況、２月の待機児童を解消するために必要
な保育士数、待機児童解消に向けて、年間
を通して保育士を確保する方策の検討は）

保育施設運営室長

178-
179

ごみ処理費（ごみ処理一般管理事業費の委
託料の一般廃棄物収集運搬業務委託料の積
算根拠、プラスチックごみの収集運搬費
は。
指定ごみ袋製作等委託料の内容、積算根
拠、発注時期、発注先、店舗への配送はだ
れか、無料配布枚数は、その内訳。
容器包装プラスチック処理委託料の内容、
委託先、処理方法、マニフェストの提出
は）

清掃課長

令和３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
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１ ２ ３

令和３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

182-
183

リサイクル推進費（リサイクル推進事業費
の委託料の生ごみキエーロ製作委託料の内
容、委託先、販売価格、希望者が多い場合
の対応。
負担金補助及び交付金の生ごみコンポスト
化容器購入費補助金の対象容器、件数、補
助の内容、電気式やミミズコンポストは補
助対象か、家庭やごみ総量から見たときの
ゴミ減量効果は）

清掃課長

246-
247

街路事業費（街路事業費の宮永角木線の市
及び県工事分の進捗率、完成予定年度、道
路の高質化計画、一番橋の景観形成は）

建設技術監

296-
297

公民館費（公民館事業費の委託料の測量設
計委託料、実施設計委託料の耶馬渓公民館
の整備方針、総事業費、財源は、建設年次
計画、用地の範囲、支所、サイクリング
ターミナルとの複合的な整備の検討は）

社会教育課長

議第２１号 令和３年度中津市下水道事業会計予算

37

（管渠建設改良費の雨水管きょ関係の事業
内容、各事業の完成予定年度。
ポンプ場建設改良費の内容、角木雨水ポン
プ場の完成予定年度、総事業費、財源内
訳）

排水対策課長

議第４２号
中津市廃棄物の処理及び再利用に関する条
例等の一部改正について

（第２２条の２の「指定ごみ袋に収納させ
ることが適当でないもの」とは、指定ごみ
袋の交付場所は、第２７条後段の「当該減
免を受けた者に指定ごみ袋を交付すること
ができる」の減免を受けたものとは、生活
保護世帯のみか、生活困窮者、住民税非課
税世帯まで拡大の検討は、附則１の施行期
日はいつか、審議会の実施時期の答申との
整合性、住民合意の方法は、コロナ禍が終
息し市民生活や経済活動か平常時にもどる
まで施行しないと断言できるのか、附則２
の説明会等の準備行為の開始時期は）

清掃課長
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１ ２ ３

令和３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.２ 19番 吉村　尚久 議員

議第１号
令和２年度中津市一般会計補正予算（第７
号）

36-37

企画費（バス運行事業費の負担金補助及び
交付金の地方バス路線維持費補助金の内
容、過去３年の地方バス維持費補助金の
額、過去３年の地方バス路線維持補助金が
充てられている年間利用者人数、補助金の
効果をどう考えているか、地域住民の移動
手段を守るための今後の地方公共交通につ
いての考え）

地域振興・広聴課長

112-
113

教育振興費（教育振興事業費の報酬のス
クールサポートスタッフと学習指導員の配
置の目的と仕事内容、それぞれの報酬減額
の理由（配置される予定人数と実際に配置
された人数と採用ができなかった理由）、
予定通り配置するための方策）

学校教育課長

議第１０号 令和３年度中津市一般会計予算

82-83

企画費（地域振興対策事業費の負担金補助
及び交付金の結婚新生活支援補助金の目的
と事業内容、３０万円の根拠、年齢制限や
所得制限、旧中津を対象エリアとせずに旧
下毛だけを対象エリアにした理由、支援を
受けられる新婚世帯の定義、どのように広
報するのか、事業開始時期、過去３年間の
中津市に居住した新婚の数とうち旧下毛地
域に居住した新婚の数）

地域振興・広聴課長

222-
223

観光費（観光事業費の委託料の観光ＰＲ事
業委託料の内容とＰＲの対象（ターゲット
とする層）と期待する効果、修学旅行や社
会見学など児童、生徒の誘客を考えている
か）

観光推進課長

246-
247

都市計画総務費（都市計画総務事業費（建
設政策課）の負担金補助及び交付金の県工
事負担金の外馬場錆矢堂線の工事の状況、
完成予定年度、令和３年度分事業の内容）

建設政策課長

268-
273

教育振興費（教育振興事業費の報酬の教育
補助員報酬と学習補助員報酬の増額の理由
と採用人数、令和２年度予算化された人数
と実際に配置された人数、報酬は適正か、
日本語指導員の採用数と報酬額と配置され
る学校と日本語指導を受ける子どもの母語
と人数、日本語指導の内容と一人あたり何
時間程度指導を受けるか、日本語指導を受
ける期間と効果、中学校卒業後の進路状
況。
英語指導助手招致事業費の国際推進員の人
数、任用形態、具体的な活動内容、期待す
る効果）

学校教育課長
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１ ２ ３

令和３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

294-
295

社会教育総務費（ほめまち推進事業費の令
和２年度の事業内容と成果、令和３年度の
事業内容、この事業を地域にどう広げよう
としているか）

生涯学習推進室長

304-
305

文化財保護費（中津市歴史博物館管理事業
費の令和２年度の企画展など主な事業内容
と入館者数（うち児童生徒数）と収益と学
校への出前授業の状況、入館者の声（評価
の高い声と課題としての声）、令和３年度
の企画展など主な事業内容、館長としての
役割）

歴史博物館長

議第３２号
中津市条例の廃止に関する条例の一部改正
について

（雇用促進住宅廃止に伴い新たな入居先の
確保をどうしたか、雇用促進住宅廃止後の
跡地利用をどのように考えているのか、売
却の検討をしているのか）

建設政策課長

議第３６号 中津市体育施設条例の一部改正について

（中津東体育館と中津市総合体育館使用料
の値上げ額の根拠、中津市総合体育館メイ
ンアリーナについて全面の使用料しかない
のはなぜか）

体育・給食課長
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１ ２ ３

令和３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.３ 22番 須賀　要子 議員

議第１号
令和２年度中津市一般会計補正予算（第７
号）

82-83

農業振興費（地域振興施設（道の駅なか
つ）事業費の委託料の道の駅なかつ指定管
理委託料の内容、積算根拠、期待される効
果。
担い手確保・経営強化支援事業費の負担金
補助及び交付金の担い手確保・経営強化支
援事業補助金の増額の理由、内容、期待さ
れる効果）

農政振興課長

議第１０号 令和３年度中津市一般会計予算

72-73
会計管理費（会計管理事業費の役務費の手
数料の内容）

会計管理者

82-83

企画費（ふるさとなかつ応援寄付金推進事
業の委託料のふるさとなかつ応援寄付金特
産品発送委託料のふるさと納税の受付から
返礼品発送に関する業務委託先、ふるさと
納税ポータルサイトからの受付、各種決済
に対応する委託先、前年度の実績、積算根
拠、効果）

総合政策課長

90-93

情報管理費（情報管理事業費の委託料の住
民情報システム構築委託料の内容、積算根
拠、委託先、市外データセンターの場所、
セキュリティ対策、ランニングコストは。
デジタルトランスフォーメーション推進事
業費のＤＸ推進監の任用条件、財源、委託
料の内容と委託先、デジタル化の推進目標
は）

情報統計課長
行政経営改革室長

194-
195

農業振興費（なかつ６次産業創生事業費の
負担金補助及び交付金のなかつ６次産業創
生推進協議会運営補助金の内容、積算根
拠、期待する効果、市内事業者にも参加の
機会は）

農政振興課長

212-
213

水産振興費（水産振興事業費の魚市場子ど
も競り体験イベント事業で他団体との連携
は、環境保全団体水辺に遊ぶ会や山国川を
拠点に環境保全に関わる団体との連携は）

林業水産課長

216-
217

商業振興費（商業振興事業費の負担金補助
及び交付金の商工会議所青年部大会運営補
助金の積算根拠、同団体へ他の補助金の実
績は、他団体が同様の大会を開催する場合
に同額の補助があるのか、補助の基準は、
他団体への補助の実績と成果は）

商工・雇用政策課長

232-
233

建築指導費（建築基準法事業の負担金補助
及び交付金の危険ブロック塀等除却事業補
助金の対象箇所、積算根拠）

建築指導課長

246-
247

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
支援委託料の内容、積算根拠、委託先、期
待すべき効果）

まちづくり推進室長
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１ ２ ３

令和３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

262-
265

災害対策費（防災事業費の委託料の排水ポ
ンプ設置管理委託料の内容、積算根拠、委
託先、期待すべき効果、負担金補助及び交
付金の自主防災組織活動事業補助金の内
訳、避難訓練の校区別状況と実施計画）

防災危機管理課長

272-
273

教育振興費（英語指導助手招致事業費の外
国語指導助手、派遣総人数、委託料の外国
語指導助手派遣委託料の内容、積算根拠、
他市との比較、財政が厳しくなる中での継
続性は）

学校教育課長

288-
289

社会教育総務費（社会教育総務事業費の委
託料の成人式委託料の新型コロナウイルス
対策としての受付用ビッグテントの設置場
所は、今後密にならない会場の見直し検討
は）

生涯学習推進室長

306-
307

文化財保護費（新中津市学校管理事業費の
講座、調査研究の内容は、利活用促進の手
立ては）

社会教育課長
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１ ２ ３

令和３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.４ 11番 木ノ下　素信 議員

議第７号
令和２年度中津市病院事業会計補正予算
(第２号）

9
（病院事業収益の県補助金の補助金に対す
る事業ごとの使途）

市民病院総務課長

12
（資本的収入の県補助金の補助金に対する
事業ごとの使途）

市民病院総務課長

議第９号
令和２年度中津市下水道事業会計補正予算
（第１号）

10
（資本的支出のポンプ場建設改良費の全体
の事業概要及び年度別計画）

排水対策課長

議第１０号 令和３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
の委託料の地域力強化推進事業委託料の事
業内容、委託先、庁内の連携、効果）

福祉政策課長

124-
125

老人ホーム施設費（老人ホーム施設整備事
業費の委託料の測量及び設計委託料の事業
内容）

介護長寿課長

128-
129

障害者福祉費（障害福祉サービス事業費の
扶助費の障害福祉サービス等給付費の給付
内容ごとの人数、金額）

福祉支援課長

148-
149

児童福祉総務費（支援対象児童等見守り強
化事業費の負担金補助及び交付金の支援対
象児童等見守り強化事業補助金の事業内
容、事業対象者、補助内容、補助先。
里親リクルート地域連携事業費の事業内
容、現状、効果）

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（水
道事業）の投資及び出資金の水道事業会計
出資金の出資根拠）

上下水道部総務課長

214-
215

漁港費（漁港事業費の委託料の船舶処理委
託料の事業内容、今後の計画）

林業水産課長

議第１３号
令和３年度中津市介護保険事業特別会計予
算

46-47
一般介護予防事業費（地域介護予防活動支
援事業費の委託料の週一体操立ち上げ・継
続支援委託料の継続支援の内容）

介護長寿課長

48-49
総合相談事業費（総合相談事業費の委託料
の総合相談事業委託料の委託先、委託内容
及び相談体制、相談受理後の対応）

介護長寿課長

48-49

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
費（包括的・継続的ケアマネジメント支援
事業費の委託料の包括的・継続的ケアマネ
ジメント支援事業委託料の委託先、委託内
容）

介護長寿課長

50-51

任意事業費（地域自立生活支援事業費の負
担金補助及び交付金の高齢者給食サービス
事業補助金のサービス事業者及びサービス
利用者に対するコロナ禍における対応）

介護長寿課長
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１ ２ ３

令和３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

議第２０号 令和３年度中津市水道事業会計予算

43
（水道事業資本的支出の浄水場整備費の三
口浄水場耐震化・更新事業の今年度の事業
内容及び今後の計画）

上下水道部水道課長

議第２８号
新博多町交流センターの設置及び管理に関
する条例の一部改正について
（事務室４の設置目的、研修室の利用状
況、改正に至る経過）

商工・雇用政策課長

議第３２号
中津市条例の廃止に関する条例の一部改正
について
（雇用促進住宅の今後はどのように活用す
るのか）

建設政策課長

議第４３号
公の施設の指定管理者の指定について（中
津市耶馬溪農産物等加工施設）
（株式会社深耶馬みらいの概要、指定に至
る経過）

耶馬溪支所農林建設課
長
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１ ２ ３

令和３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.５ ５番 川内　八千代 議員

議第７号
令和２年度中津市病院事業会計補正予算
(第２号）

9
（病院事業収益の入院収益減を県補助金で
補填するものか、外来分野の影響は）

市民病院総務課長

議第１０号 令和３年度中津市一般会計予算

4-5
個人（減額の根拠、市民の経済状況をどう
とらえているか）

税務課長

4-5
法人（減額の根拠、市民の経済状況をどう
とらえているか）

税務課長

18-19
衛生手数料（清掃手数料のごみ処理手数料
（指定ごみ袋）の収入の根拠）

清掃課長

52-53
雑入（生活保護費返還金（過年度分）の根
拠、対象、世帯数、金額、厚労省の通知は
生かされているか）

福祉支援課長

92-93

情報管理費（デジタルトランスフォーメー
ション推進事業費の報酬、旅費、委託料、
使用料及び賃借料のツール使用料の積算根
拠、市民にとってのメリットは）

情報統計課長
行政経営改革室長

128-
129

障害者福祉費（障害福祉一般事業費の扶助
費のタクシー券給付費の対象、条件緩和
は）

福祉支援課長

158-
159

生活保護総務費（生活保護総務事業費の役
務費の通信運搬費の中で扶養照会の経費は
いくらか）

福祉支援課長

178-
179

ごみ処理費（ごみ処理一般管理事業費の委
託料の指定ごみ袋製作等委託料の根拠、委
託先の選定方法）

清掃課長

330
給与費明細書（正規、非正規職員数、割
合、各々の平均給与、男女比、対前年比、
ジェンダー平等の取組みはどうだったか）

総務部総務課長

議第１１号
令和３年度中津市国民健康保険事業特別会
計予算

12-13
一般被保険者国民健康保険税（１０％以上
減の要因は、加入世帯の経済実態をどうと
らえているか）

保険年金課長

30-31
一般被保険者療養給付費（一般被保険者療
養給付事業費の負担金補助及び交付金の増
額の根拠）

保険年金課長

議第１８号 令和３年度中津市病院事業会計予算

5
（病院事業収益の入院、外来の収益は２０
２０年度と同程度の見込みか）

市民病院総務課長

議第４２号
中津市廃棄物の処理及び再利用に関する条
例等の一部改正について
（市長は市民、事業者の意見を聞いている
のか）

清掃課長
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１ ２ ３

令和３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.６ ６番 三上　英範 議員

議第１０号 令和３年度中津市一般会計予算

4-5
個人（市民税の３億円を超える税収減に対
する対応は）

財政課長

4-5
法人（市民税の３億円を超える税収減に対
する対応は）

財政課長

60-61
臨時財政対策債（積算根拠と起債に対する
交付税措置は）

財政課長

80-81

86-87

企画費（バス運行事業費の利用増の取組み
は、負担金補助及び交付金の地方バス路線
維持費補助金の成果は。
地域おこし協力隊活動事業費（１次産業）
の現状と課題は）

地域振興・広聴課長
農政振興課長
林業水産課長

92-93
情報管理費（デジタルトランスフォーメー
ション推進事業費の事業の目的、概要、市
にとっての緊急性））

情報統計課長
行政経営改革室長

110-
111

統計調査費（統計調査総務事業費で市独自
の農林業統計調査の実施は）

情報統計課長

192-
193

農業振興費（中山間地域等直接支払事業費
の５期の申請で参加しなくなった集落数と
その集落への対応は）

農政振興課長

202-
203

農地費（用水路整備事業費の工事請負費の
事業実施の必要性と財源内訳）

耕地課長

208-
209

林業振興費（大分県有害鳥獣被害対策関係
事業費の負担金補助及び交付金で有害鳥獣
被害対策への柔軟な対応が可能か）

林業水産課長

270-
271

教育振興費（奨学金事業費の奨学金をコロ
ナ禍の下で増額を検討すべきでは）

学校教育課長
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１ ２ ３

令和３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.７ 番 荒木　ひろ子 議員

議第１０号 令和３年度中津市一般会計予算

18-19
衛生手数料（清掃手数料のごみ処理手数料
（指定ごみ袋）の積算根拠）

清掃課長

50-51 雑入（不正使用返還金額入金の見込み） 教育総務課長

120-
121

老人福祉費（老人福祉一般事業費の扶助費
のタクシー券給付費の内容）

介護長寿課長

126-
127

重度障害者福祉費（重度障害者援護事業費
の扶助費の特別障害者手当等給付費の内容
は）

福祉支援課長

128-
129

障害者福祉費（障害者福祉一般事業費の扶
助費のタクシー券給付費の内容）

福祉支援課長

178-
179

ごみ処理費（ごみ処理一般管理事業費の委
託料の指定ごみ袋製作等委託料の内容、指
定ごみ袋販売委託料の内容）

清掃課長

議第１１号
令和３年度中津市国民健康保険事業特別会
計予算

12-13
国民健康保険税（前年度から減額した内
容）

保険年金課長

議第１３号
令和３年度中津市介護保険事業特別会計予
算

12-13 介護保険料（前年度から増額した内容） 介護長寿課長

議第３８号 中津市介護保険条例の一部改正について

（保険料値上げの内容と理由） 介護長寿課長

議第４１号
中津市国民健康保険税条例の一部改正につ
いて

（改正の内容と市民への影響） 保険年金課長

議第４２号
中津市廃棄物の処理及び再利用に関する条
例等の一部改正について

（市民の理解は、実施期日、準備行為） 清掃課長

議第４４号 中津市副市長の選任について

（コロナ禍の市民に対して果たす役割につ
いてどう考えているか）

総務部総務課長

議第４８号
令和２年度中津市一般会計補正予算（第８
号）

10-11
商業振興費（商業振興事業費の支援内容、
対象は）

商工・雇用政策課長
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