
１ ２ ３

No.１ 19番 吉村　尚久 議員

議第１０号 令和４年度中津市一般会計予算

78-79

財産管理費（庁舎整備事業費の庁舎改修委
託料、実施設計委託料、施設借上料、解体
工事、施設改修委託料、施設整備工事の内
容、庁舎分室の跡地利用、教育委員会の移
転の理由および時期、通常業務や市民への
サービスに支障は出ないか、教育委員会と
関係課の連携は大丈夫か、相談室の増設
は、現教育委員会フロアの利用は）

財政課長

84-85

企画費（地域振興対策事業費の結婚生活支
援補助金の内容、令和３年１月からの市内
居住者の婚姻数、これまでの実績や効果、
周知方法、旧市内を対象に含めることを検
討したか、補助金額を上げることを検討し
たか）

地域振興・広聴課長

160-
161

保育所施設費（職員給与費の処遇改善のた
めの３％の賃上げ分は含まれているか、含
まれていないとすればなぜか、検討はした
のか）

総務課長

178-
179

母子衛生費（母子保健事業費の妊産婦健診
委託料のうちの産婦健診の目的、対象者、
健診の内容、費用、啓発や健診の周知の方
法、産婦健診後の具体的な支援内容、市外
への里帰り出産は対象となるのか、中津市
への里帰り出産は対象となるのか）

地域医療対策課長

236-
237

観光費（観光事業費（不滅の福澤プロジェ
クト）の事業内容と期待する効果、「不滅
の福澤プロジェクト」の観光の視点は何
か、市外からの旅行者だけでなく市民も楽
しめる工夫はあるか）

観光推進課長

296-
297

幼稚園費（職員給与費の処遇改善のための
３％の賃上げ分は含まれているか、含まれ
ていないとすればなぜか、検討はしたの
か）

総務課長

議第１１号
令和４年度中津市国民健康保険事業特別会
計予算

48-49

特定健康診査等事業費（特定健康診査委託
料の委託先、委託内容、受診の目標値と受
診率、受診後の保健指導の対象となった割
合と保健指導の目標値と実際に保健指導を
受けた割合、保健指導の費用、保健指導を
受けて改善した割合、特定健康診査は生活
習慣病の減少や医療費削減につながってい
るか、特定健康診査の受診率や保健指導実
施率向上の取組み）

地域医療対策課長
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１ ２ ３

令和４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 20番 大塚　正俊 議員

議第１号
令和３年度中津市一般会計補正予算（第１
３号）

106-
107

街路事業費（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、街路樹の配置計
画）

建設政策課長
建設土木課長

議第９号
令和３年度中津市下水道事業会計補正予算
（第１号）

11

（下水道事業会計予算明細書の管渠建設改
良費の上宮永雨水幹線整備事業の内容と完
成予定年度、中央町の浸水が解消されるの
か）

排水対策課長

議第１０号 令和４年度中津市一般会計予算

122-
123

社会福祉総務費（社会福祉総務事業費（福
祉政策課）の避難行動要支援者個別避難計
画策定の手順は、報償費の福祉専門職等と
は、策定をする対象者、人数、報奨金の
額、自主防災組織、民生委員等との連携と
報奨金の支給は）

福祉政策課長

188-
189

ごみ処理費（ごみ処理施設事業費（クリー
ンプラザ）のごみ処理施設整備基本構想策
定委託料の業務内容、現施設の延命化の期
間、新施設整備の時期、広域処理、ごみ発
電、容器包装プラ・製品プラの手選別ライ
ン、生ごみの機械分別処理の導入の検討
は）

清掃施設課長

226-
227

商業振興費（商業振興事業費の商店街等共
同設備補助金の内容、公共性の高い共同施
設とは、商店街等、商店街団体の定義、事
業要望があるのか、補助率１／２の設定根
拠）

商工・雇用政策課長

238-
239

企業誘致費（企業誘致事業費の道路改良工
事、電柱移転補償費の目的と内容、永添公
共用地整備事業の内容、全体事業費、完成
時期、工業団地の区角割の考え方、すべて
を誘致企業用とするのか、大型特殊車両の
通行を考慮した道路幅員構成・構造か）

企業誘致・港湾課長

246-
247

道路橋りょう新設改良費（社会資本整備事
業費の万田沖代線道路整備事業の進捗率、
完成予定年度、令和４年度事業の内容、街
路樹の配置計画は）

建設政策課長
建設土木課長

256-
257

都市計画総務費（都市計画総務事業費（建
設政策課）の県工事負担金の外馬場錆矢堂
線の工事の進捗率、完成予定年度、令和４
年度事業の内容、合馬交差点までの拡幅計
画は）

建設政策課長
建設土木課長

256-
257

街路事業費（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、街路樹の配置計
画は）

建設政策課長
建設土木課長
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１ ２ ３

令和４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

286-
287

学校管理費（小学校管理事業費の大幡小学
校及び幼稚園隣接地の用地取得の面積と土
地利用計画、幼稚園の改築時期）

教育総務課長

288-
289

学校建設費（北部小学校校舎増築事業費の
全体計画の概要、総事業費、完成予定年
度、校舎の増設場所、校舎・体育館・プー
ル等の再配置の検討結果は）

教育総務課長

議第２１号 令和４年度中津市下水道事業会計予算

4-5

（第１０条の他会計からの補助金として、
一般会計からの補助金額８億３，８６６万
円の算出根拠、下水道事業に対する一般会
計の繰出し基準は、法定外繰出し額は）

上下水道部総務経営課
長

32-33
（下水道事業会計予算明細書の侵入水対策
調査及びストックマネジメント実施方針策
定委託等の内容、降雨時の不明水の量は）

上下水道部施設技術課
長

39-40

（下水道事業会計予算明細書の管渠建設改
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次、総
事業費、財源内訳、完成予定年次が１年遅
れた理由）

排水対策課長

41-42

（予定賃借対照表等の企業債１２０億１３
４万円のうち他会計が負担すると見込まれ
る額１０５億６，６１１万円の積算根拠と
他会計が負担する法的根拠、原則的には使
用料等で返済すべきものでは）

上下水道部総務経営課
長

-3-



１ ２ ３

令和４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 21番 千木良　孝之 議員

議第１０号 令和４年度中津市一般会計予算

80-81
財産管理費（ファシリティマネジメント推
進事業費の公共不動産情報発信システム使
用料の目的、事業内容、委託先）

行政経営経営改革・デ
ジタル推進課長

83-87

企画費（バス運行事業費のコミュニティバ
スについての全体・路線ごとの利用者数、
事業拡充の内容、拡充の開始日、路線ごと
の現状と実施後の予想効果、コミュニティ
バス購入の目的、デマンド方式は検討した
か。
　地域振興対策事業の複合文化施設コアや
まくに外４施設指定管理委託料の目的、委
託先、期待する効果。
　ＵＩＪターン推進事業費の移住・定住支
援業務委託料と移住体験ツアー委託料の事
業内容と委託先、昨年度とこれまでの成
果、空き家改修等事業補助金、Ｕターン住
宅改修事業補助金、移住支援金、空き家バ
ンク登録促進補助金の事業内容、３年間の
実績と効果、旧中津地区の空き家バンクも
検討したか。
　公共交通施設管理事業のＪＲ駅舎整備事
業に係る土地借上料の内容と工事請負費の
対象駅、駐輪台数、照明の数、位置レイア
ウト等の内容、今津駅も検討したのか。）

地域振興・広聴課長
山国支所地域振興課長
地域振興・広聴課長
地域振興・広聴課長

280-
281

教育振興費（教育振興事業費の学習指導員
報酬の学習指導員の業務内容、何名か、期
待する効果）

学校教育課長

328-
329

体育施設費（体育施設事業費の耶馬渓体育
施設整備事業の事業内容、施設概要（食
事、風呂等の対応）、耶馬溪サイクリング
ターミナル宿泊施設との調整、宿泊料金の
設定方針、農家民泊等の民業との調整）

耶馬溪支所地域振興課
長
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１ ２ ３

令和４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 22番 須賀　要子 議員

議第１号
令和３年度中津市一般会計補正予算（第１
３号）

36-37
一般管理費（職員給与費の退職者の人数、
退職理由、その後の採用数、業務への影響
は。）

総務課長

40-41

企画費（大学相互協力事業費の事業費減額
の理由、事業内容、効果、今後の取組み、
旧下毛地域の活性化に対しての活動の検討
は）

総合政策課長

84-85

農業振興費（農業振興事業費の水稲栽培農
家経営継続支援事業費補助金・農業経営収
入保険事業費補助金の内容、補助金の支給
要件、対象者数と申請者数、平均支援額。
 新農業人材確保・経営継承対策事業費の
事業費減額の理由、対策は）

農政振興課長

90-91
林業振興費（林業振興事業費の事業費減額
の理由、ウッドショックの中で林業従事者
を増やすための対策は）

林業水産課長

94-95
商業振興費（商業振興事業費のがんばる中
小企業者緊急応援金の減額理由、支給実
績、周知体制）

商工・雇用政策課長

94-95

観光費（観光事業費の「市内宿泊者への
クーポン配布」の具体的な事業内容、実施
時期、市内の全宿泊施設が事業の対象か、
前回（令和２年）の課題を通じての変更
点、クーポン事業で他自治体との連携は）

観光推進課長

114-
115

事務局費（職員給与費の退職者の人数、退
職理由、その後の採用数、業務への影響
は）

総務課長

128-
129

文化会館費（文化会館・リルドリーム事業
費の減額の理由、改修内容、工事の請負先
は）

社会教育課長

議第１０号 令和４年度中津市一般会計予算

86-87

企画費（ふるさとなかつ応援寄付金推進事
業費のこの事業費に対して当市の利益とな
る金額の見込みは、当市から他市への寄付
による税収の減額分は。
　田舎困りごとサポート事業の事業内容、
期待する効果、地域おこし協力隊や大学連
携の活用は）

農政振興課長
地域振興・広聴課長

212-
213

農地費（用水路整備事業費の事業内容、宅
地化が進む地域で豪雨災害時に水路からの
道路浸水被害についての調査・対策は）

耕地課長

282-
283

教育振興費（英語指導助手招致事業費の報
酬の昨年度と比較して外国語指導助手報酬
が減額している一方で外国語指導助手派遣
委託料の変化がない理由は、国際化推進員
報酬が昨年度より倍増した理由と期待する
効果）

学校教育課長
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１ ２ ３

令和４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１０号 令和４年度中津市一般会計予算

4-5
個人（現年課税分の増収見込みの要因、影
響する人数、金額）

税務課長

78-79

財産管理費（庁舎整備事業費の機械棟の整
備の内容、市民が使い良い庁舎への改善、
教育委員会執務室の配置人数、民間施設利
用の必要性、メリット・デメリット、今後
の見通し）

財政課長

82-83

企画費（バス運行事業費のコミュニティバ
ス路線に対する要望は反映されているの
か、アンケート結果に対応しているのか、
乗り合いタクシーの充実は検討したのか）

地域振興・広聴課長

226-
227

商業振興費（商業振興事業費の映画館施設
整備補助金の創業から現在までの補助金
額、算出の根拠、今後の見通し、商店街等
設備補助金の算出の根拠、今後の見通
し））

商工・雇用政策課長

236-
237

観光費（観光事業費（不滅の福澤プロジェ
クト）の市民に伝えるべき偉業の内容は）

観光推進課長

288-
289

学校管理費（小学校保健衛生事業費の生理
用品の配備の基準、全個室への配備か、補
充の経費）

学校教育課長

292-
293

学校管理費（中学校保健衛生事業費の生理
用品の配備の基準、全個室への配備か、補
充の経費）

学校教育課長

議第２３号
中津市職員の給与に関する条例等の一部改
正について

議案書

8
（影響額は、コロナ禍で働く職員の働きに
対して減額は適正か）

総務課長

議第２４号
中津市職員の特殊勤務手当に関する条例の
一部改正について

議案書

11
（改正の経緯は、仕事の内容、情勢を反映
した手当金額か）

総務課長

議第２６号
中津市個人情報保護条例の一部改正につい
て

議案書

20

（改正後は市民の個人情報は守られるの
か、情報漏えいなどの事故に対する責任の
所在）

総務課長
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１ ２ ３

令和４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１号
令和３年度中津市一般会計補正予算（第１
３号）

12-13
個人（２０１９年度比の増減は、増額の理
由）

税務課長

26-27
財政調整基金繰入金（コロナ支援策と基金
組戻しについて）

財政課長

議第７号
令和３年度中津市病院事業会計補正予算
(第２号）

9
（収益的収入および支出の収入の国庫補助
金のコロナ感染対応における通常診療・緊
急医療と経営への影響は）

市民病院経営戦略室長

議第１０号 令和４年度中津市一般会計予算

4-5 固定資産税（増額算出の根拠は） 税務課長

4-5 種別割（算出根拠（総台数、重課台数）） 税務課長

10-11
地方交付税（算出根拠（基準財政需要額、
基準財政収入額））

財政課長

52-53
雑入（雑入の元職員に返還を求めた退職金
の表示は）

総務課長

94-95

情報管理費（情報管理事業費の住民情報シ
ステム関連委託料の委託形態と情報漏えい
対策、マイナンバーカードの現状、コンビ
ニ交付の実績）

情報統計課長
市民課長

126-
127

社会福祉総務費（重層的支援体制整備事業
費の自立相談支援事業等委託料の委託内
容、事業効果、財源内訳と本人負担）

福祉政策課長

176-
177

予防費（予防事業費の予防接種委託料の算
出根拠）

地域医療対策課長

186-
187

ごみ処理費（ごみ処理一般管理事業費の指
定ごみ袋製造等委託料・指定ごみ袋販売委
託料の費用対効果、有料化によるごみ減量
の見込みは）

清掃管理課長

議第１１号
令和４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（加入者数と
均等割減額対象者数、金額）

保険年金課長

30-31
一般被保険者療養給付費（過去３年間（令
和元年～令和３年）の給付実績、給付額の
算出根拠）

保険年金課長

議第１８号 令和４年度中津市病院事業会計予算

7
（収益的収入及び支出の収入の入院収益の
算出根拠（平均在院日数、ベッド稼働
率）、余裕がないのでは）

市民病院経営戦略室長

議第２６号
中津市個人情報保護条例の一部改正につい
て

議案書

20
（現行条例と比して個人情報はより保護さ
れることになるのか、また自治体としての

総務課長

議第３１号
第五次中津市総合計画基本構想の変更につ
いて

議案書

28
（変更の目的とその効果は、市民の意見要
望の把握と計画変更後の周知は）

総合政策課長

-7-



１ ２ ３

令和４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

報告第１号
専決処分報告について（令和３年度中津市
一般会計補正予算（第１０号））

議案書

37
（市長の専決処分を実施する緊急性、必要
性、金額の基準は）

福祉政策課長

報告第２号
専決処分報告について（令和３年度中津市
一般会計補正予算（第１１号））

議案書

39
（市長の専決処分を実施する緊急性、必要
性、金額の基準は）

保育施設運営室長

-8-



１ ２ ３

令和４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 ４番 荒木　ひろ子 議員

議第１号
令和３年度中津市一般会計補正予算（第１
３号）

42-43
交通安全対策費（市民交通安全対策事業費
の活用状況、利用できる交通機関の改善
は）

市民安全課長

94-95
商業振興費（商業振興事業費のがんばる中
小企業者等緊急応援金の実績、支援効果）

商工・雇用政策課長

議第２号
令和３年度中津市国民健康保険事業特別会
計補正予算（第３号）

8-9
一般被保険者国民健康保険税（減額した理
由）

保険年金課長

20-21 一般被保険者療養費（増額の理由） 保険年金課長

議第１０号 令和４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）の内容）

清掃管理課長

22-23
民生費国庫補助金（児童福祉費補助金の保
育士等処遇改善臨時特例交付金の内容）

保育施設運営室長
子育て支援課長

24-25
民生費県負担金（社会福祉費負担金の国民
健康保険未就学児均等割保険料負担金の事
業内容、積算根拠）

保険年金課長

52-53
雑入（雑入の元職員の領収書偽造による被
害金の弁済は）

教育総務課長

158-
159

児童措置費（保育対策総合支援事業費の保
育補助者雇上強化事業費補助金の補助対
象、事業内容）

保育施設運営室長
子育て支援課長

166-
167

扶助費（生活保護扶助事業費の対前年比減
の理由、生活費の値上がり分への対応は）

福祉支援課長

186-
187

ごみ処理費（ごみ処理一般管理事業費の指
定ごみ袋製造等委託料・指定ごみ袋販売委
託料のごみ袋の総重量は、無料配布分のお
届け方法、容器包装プラスチック処理委託
料の今後の方針）

清掃管理課長

190-
191

リサイクル推進費（リサイクル推進事業費
の備品購入費の食品トレイ回収ボックスの
設置場所、今後の方針）

清掃管理課長

206-
207

農業振興費（女性就農者確保対策事業費の
女性就農者確保対策事業補助金の補助対象
者は）

農政振興課長

300-
301

社会教育総務費（社会教育総務事業費の協
育による中津の子ども未来創造事業委託料
の事業内容、効果）

生涯学習推進室長

328-
329

体育施設費（体育施設事業費の工事請負費
の事業内容、目的）

耶馬溪支所地域振興課
長
山国支所地域振興課長

議第１１号
令和４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（対前年度比
増の理由）

保険年金課長
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30-31
一般被保険者療養給付費（対前年度比減の
理由）

保険年金課長

議第２０号 令和４年度中津市水道事業会計予算

7
（収益的収入および支出の給水収益の簡易
水道分はいくらか、対前年比は、値上げ前
と比べていくら増えているか）

上下水道部総務経営課
長
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