
１ ２ ３

No.１ 19番 吉村　尚久 議員

議第４９号
令和２年度中津市一般会計補正予算（第２
号）

23-24

住宅管理費（住宅整備事業費の需用費の修
繕料の内容、委託料の施設改修委託料の内
容、入居可能な空室数、募集時期、入居時
期、周知方法、入居できる期間、入居でき
る条件（申し込み資格）、家賃、保証人の
有無）

建設政策課長

29-30

＜小学校費＞教育振興費（教育振興事業費
の需用費の消耗品費、委託料の教育システ
ム導入委託料・教育システム運用支援委託
料・教育システム整備委託料、使用料及び
賃借料の機械器具使用料の内容、
備品購入費のタブレット端末の台数、納入
時期、充電保管キャビネットの整備、
すべての教室でネット環境が整備されてい
るのか、すべての教室で同時に使用するこ
とができるのか、オンライン授業も視野に
入れてのタブレット端末の導入か、ネット
環境のない家庭への支援をどうするのか、
通信料の補助などは考えているのか、教職
員の研修はどうするのか、学習動画のＤＶ
Ｄの配布状況と今後について、ｅライブラ
リの活用状況）

学校教育課長

31-32

＜中学校費＞教育振興費（教育振興事業費
の需用費の消耗品費、委託料の教育システ
ム導入委託料・教育システム運用支援委託
料・教育システム整備委託料、使用料及び
賃借料の機械器具使用料の内容、
備品購入費のタブレット端末の台数、納入
時期、充電保管キャビネットの整備、
すべての教室でネット環境が整備されてい
るのか、すべての教室で同時に使用するこ
とができるのか、オンライン授業も視野に
入れてのタブレット端末の導入か、ネット
環境のない家庭への支援をどうするのか、
通信料の補助などは考えているのか、教職
員の研修はどうするのか、学習動画のＤＶ
Ｄの配布状況と今後について、ｅライブラ
リの活用状況）

学校教育課長
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１ ２ ３

令和２年第２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４９号
令和２年度中津市一般会計補正予算（第２
号）

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事業継続支援金
の事業内容と目的、期待される効果、補助
対象者、中小企業等とは、市内居住要件、
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、一律１０万円の設定根拠、売上げ
の減少が長期化した場合の追加支援は、申
請受付開始日は、受理から何日後に振り込
みか、大分県中小企業・小規模事業者応援
金の補助金との調整は、国の持続化給付金
や家賃支援給付金とこの継続支援金の補助
対象者の違いは、店舗の家賃が４１，２５
０円未満の場合、市の中小企業等賃料補助
金が１０万円を下回るがこの継続支援金を
選択できないか、予算額を上回った場合の
対応は。

飲食店等感染防止対策補助金の事業内容と
目的、期待される効果、補助対象者、市内
居住要件、１店舗当たりか１事業者当たり
か、補助対象者数の見込みとその根拠、補
助対象の経費、申請手続きの方法と受付開
始日は、申請に必要な書類と支払いの方法
は、申請書受理から何日後に振り込みか、
臨時受付窓口の設置は、飲食店の定義は、
飲食を伴う宿泊業は対象か、予算額を上
回った場合の対応は。
プレミアム付商品券事業補助金の事業内容
と目的、期待される効果、これまでの商品
券事業の検証結果は、発行額１２億円と１
世帯１０万円の設定根拠、商品券の購入場
所、事業者等の換金手数料、随時換金可能
か、換金に係る日数、各世帯５千円の商品
券配布や先払い商品券は検討されたのか、
商品券が余った場合の対処。
委託料の商品券販売事務委託料の積算根
拠、委託料は精算払いか）

商工・雇用政策課長21-22
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１ ２ ３

令和２年第２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５９号
中津市立中津市民病院及び小児救急セン
ター使用料及び手数料条例の一部改正につ
いて

（選定療養費（紹介状なしの受診）の現行
の金額、選定療養費の徴収を始めた時期、
現行の徴収の根拠条例、条例・規則で規定
していない病院で徴収している使用料及び
手数料は他にはないのか、今回の選定療養
費の徴収額の設定根拠、選定療養費は法的
に必ず徴収しなければならないのか、
緩和ケアセンター面談料の設定根拠、県下
公立病院の料金は、徴収の必要があるの
か）

市民病院事務部　医事
課長

報告第１０号
経営状況の報告について（令和元年度中津
市土地開発公社事業報告書）

（米山公園用地取得造成事業の土地利用計
画の見直しの検討状況、都市計画法の用途
地域は、用地取得年月日とこれまでに要し
た諸経費、支払利息の総額、販売する場合
の坪単価は、
永添公共用地取得事業の市が行う利活用の
検討結果は、都市計画法の用途地域は、用
地取得年月日とこれまでに要した諸経費、
支払利息の総額、用地を購入する際の地権
者、地元等からの土地利用の制限は、
決算監査における業務執行状況に関する監
事からの指摘事項は、いつまでに土地利用
を決定するのか）

総合政策課まちづくり
推進室長

No.３ 11番 木ノ下　素信 議員

議第４９号
令和２年度中津市一般会計補正予算（第２
号）

13-14

社会福祉総務費（社会福祉総務事業費（社
会福祉課）の扶助費の住居確保給付金の給
付対象者の条件、手続きの期間・方法、給
付額、支給開始予定日、事業の周知方法。
社会福祉総務事業費（生活環境課）の負担
金補助及び交付金の特殊詐欺等被害防止対
策推進事業費補助金の補助対象者の条件、
手続きの期間・方法、補助額、対象機器の
詳細）

福祉政策課長
市民安全課長

17-18

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施設支援補助金
の医療従事者の処遇改善の具体的内容（対
象者・金額・期間）、一般財源の減額理
由）

地域医療対策課長

19-20

水産業振興費（水産振興事業費の負担金補
助及び交付金の水産物流通改善支援補助金
の燃料費補助の具体的内容（補助率、上限
額、対象者）

林業水産課長

21-22
商業振興費（商業振興事業費の報酬の事務
職員報酬の事務職員の具体的業務、期間、
人数）

商工・雇用政策課長
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１ ２ ３

令和２年第２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

23-24

住宅管理費（住宅整備事業費の需用費の修
繕料の対象施設の名称、戸数、修繕後の利
用対象者・期間・使用料。
委託料の施設改修委託料の対象施設の名
称、戸数、修繕後の利用対象者・期間・使
用料）

建設政策課長

29-30

＜小学校費＞教育振興費（教育振興事業費
の需用費の消耗品費の品名、数量、使途、
当初予算計上分との関連はあるのか。
委託料の教育システム導入委託料の委託
先、委託内容、納期。教育システム運用支
援委託料の委託先、委託内容、納期、当初
予算計上分との関連はあるのか。教育シス
テム整備委託料の委託先、委託内容、納
期。
使用料及び賃借料の機械器具使用料の品
名、数量、リース期間、配置場所・時期。
備品購入費のタブレット端末の台数、仕様
内容、配置場所・時期）

学校教育課長

31-32

＜中学校費＞教育振興費（教育振興事業費
の需用費の消耗品費の品名、数量、使途、
当初予算計上分との関連はあるのか。
委託料の教育システム導入委託料の委託
先、委託内容、納期。教育システム運用支
援委託料の委託先、委託内容、納期、当初
予算計上分との関連はあるのか。教育シス
テム整備委託料の委託先、委託内容、納
期。
使用料及び賃借料の機械器具使用料の品
名、数量、リース期間、配置場所・時期。
備品購入費のタブレット端末の台数、仕様
内容、配置場所・時期）

学校教育課長

議第５９号
中津市立中津市民病院及び小児救急セン
ター使用料及び手数料条例の一部改正につ
いて
（現状の「選定療養費」対象の場合の対応
は、その根拠は）

市民病院事務部　医事
課長

-4-



１ ２ ３

令和２年第２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４９号
令和２年度中津市一般会計補正予算（第２
号）

5-6
総務費国庫補助金（新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨時交付金の使途は、二
次補正でどれだけ金額が追加されるか）

総合政策課長

19-20
水産業振興費（水産振興事業費の負担金補
助及び交付金の内水面漁業振興イベント補
助金の交付先、実施内容・時期の予定は）

林業水産課長

21-22

商業振興費（商業振興事業費のプレミアム
付商品券事業補助金の見込世帯数、購入で
きなかった方への処置は、委託料は出来高
払いなのか、市民全員を対象とした中津市
応援商品券の検討は。
中小企業者等事業継続支援金の対象事業者
数、家賃補助と併せて申請できるのか。
飲食店等感染防止対策補助金の対象事業者
数、飲食店等という事業名にした理由、売
上減収した市内の飲食店以外の店舗にも実
施する予定はないか、売上減収のない飲食
店にも申請すれば交付するのか、市内の飲
食店以外の事業者の要望調査を実施したの
か）

商工・雇用政策課長

23-24
住宅管理費（住宅整備事業費の住宅整備の
具体的な内容、委託料の施設改修委託料の
内容と委託先）

建設政策課長

25-26
災害対策費（防災事業費の委託料の通信シ
ステム改修委託料の具体的な内容と委託
先）

防災危機管理課長

29-30

＜小学校費＞教育振興費（教育振興事業費
の委託料の委託内容と委託先。
備品購入費のタブレット端末の台数、購入
先、全学年が一斉に利用した際のネット環
境の整備について、視力によりタブレット
の使用が難しい子どもに対しての対応は、
リモート授業の本格的な実施の計画は）

学校教育課長

31-32

＜中学校費＞教育振興費（教育振興事業費
の委託料の委託内容と委託先。
備品購入費のタブレット端末の台数、購入
先、全学年が一斉に利用した際のネット環
境の整備について、視力によりタブレット
の使用が難しい子どもに対しての対応は、
リモート授業の本格的な実施の計画は）

学校教育課長

報告第１６号
令和２年度公益社団法人農業公社やまくに
事業計画並びに収入支出予算の報告につい
て
（農業用ドローンでの農薬散布等を実施す
る時期や農薬の安全性について地域住民へ
の周知については、中山間地域のみの農作
業受委託なのか、農作業受委託の範囲拡大
の計画は）

山国支所農林建設課長
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１ ２ ３

令和２年第２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 ９番 本田　哲也 議員

議第４９号
令和２年度中津市一般会計補正予算（第２
号）

9-10

文書法制管理費（文書法制管理事業費の報
酬の顧問弁護士報酬の既顧問依頼先と増員
先は、どの部分で体制強化が必要になった
のか、増員理由は、弁護士間の業務の棲み
分けは）

総務部総務課長

13-14

社会福祉総務費（社会福祉総務事業費（社
会福祉課）の扶助費の住居確保給付金の予
算措置の根拠、給付要件、相談・申請状
況、制度の周知、ハローワーク等との連携
は。
社会福祉総務事業費（生活環境課）の負担
金補助及び交付金の特殊詐欺等被害防止対
策推進事業費補助金の給付要件、相談・申
請状況、制度の周知、詐欺被害状況は）

福祉政策課長
市民安全課長

議第６０号 財産の取得について

（取得物件（救助工作車Ⅱ型）導入理由
は、得意とする出動条件は、同車種の過去
３年間の出動状況は、出動範囲）

消防本部総務課長

議第６１号 財産の取得について

（取得物件（水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ
型）導入理由は、得意とする出動条件は、
同車種の過去３年間の出動状況は、出動範
囲）

消防本部総務課長

No.６ ４番 荒木　ひろ子 議員

議第４９号
令和２年度中津市一般会計補正予算（第２
号）

13-14
社会福祉総務費（社会福祉総務事業費（社
会福祉課）の扶助費の住居確保給付金の申
請状況、コロナ禍での申請の具体的状況）

福祉政策課長

17-18

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施設支援補助金
の対象、これまでの状況、今後の病床確保
の方針）

地域医療対策課長

19-20
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改善支援補助
金の対象、支給要件、期待する効果）

林業水産課長

21-22
商業振興費（商業振興事業費の委託料の商
品券販売事務委託料の積算根拠）

商工・雇用政策課長

23-24
住宅管理費（住宅整備事業費の修繕料と施
設改修委託料の違い、入居者への周知）

建設政策課長

議第５７号
中津市国民健康保険条例の一部改正につい
て

（傷病手当金支給、申請に必要な条件、議
第５０号で県補助金となっている理由、１
０条の２の事業主負担について）

保険年金課長
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１ ２ ３

令和２年第２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５９号
中津市立中津市民病院及び小児救急セン
ター使用料及び手数料条例の一部改正につ
いて
（選定療養費の値上げと再診の設定の理由
と目的、緩和ケア面談内容）

市民病院事務部　医事
課長

No.７ ５番 川内　八千代 議員

議第４９号
令和２年度中津市一般会計補正予算（第２
号）

5-6
総務費国庫補助金（新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨時交付金の配分の根
拠、第２次分の配分金額）

総合政策課長

9-10
文書法制管理費（文書法制管理事業費の報
酬の顧問弁護士報酬の増員理由、業務分担
について）

総務部総務課長

13-14
社会福祉総務費（社会福祉総務事業費（社
会福祉課）の扶助費の住居確保給付金の積
算根拠、周知方法、実績、見通し）

福祉政策課長

議第５０号
令和２年度中津市国民健康保険事業特別会
計補正予算（第１号）

8-9
傷病手当金（傷病手当金の負担金補助及び
交付金の傷病手当補助金の積算根拠、周知
方法、見込み、今後の運用）

保険年金課長

議第５１号 中津市税条例等の一部改正について

（第５４条の所有者不明の固定資産への課
税の経緯、見込み、周知方法、実際の運用
は）

税務課長

議第５７号
中津市国民健康保険条例の一部改正につい
て

（事業主を外す理由、支給に必要な条件、
周知と申請方法、確認方法、支給方法、事
業主から負担金を徴収する理由と事業主へ
の支援策、今後の運用は）

保険年金課長

議第５９号
中津市立中津市民病院及び小児救急セン
ター使用料及び手数料条例の一部改正につ
いて

（選定療養費設定の理由・金額の根拠・利
用の見込み、緩和ケアセンター面談料設定
の理由・金額の根拠・見込み）

市民病院事務部　医事
課長

議第６２号 訴えの提起について

（返還される見通しはあるのか、経費はい
くらになるのか）

総務部総務課長
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議案番号 ページ 件名 答弁者
質問回数

No.８ ６番 三上　英範 議員

議第４９号
令和２年度中津市一般会計補正予算（第２
号）

15-16
災害救助費（災害救助事業費の平成２９年
度の実績は）

総務部総務課長

21-22
商業振興費（商業振興事業費のプレミアム
付商品券の事業効果の検証、財源内訳につ
いて）

商工・雇用政策課長

29-30
＜小学校費＞教育振興費（教育振興事業費
の備品購入費のタブレット端末購入の事業
効果と感染予防対策は）

学校教育課長

31-32
＜中学校費＞教育振興費（教育振興事業費
の備品購入費のタブレット端末購入の事業
効果と感染予防対策は）

学校教育課長

議第５１号 中津市税条例等の一部改正について

（所得制限の歯止めは） 税務課長

議第５４号
中津市営住宅の設置及び管理に関する条例
の一部改正について
（当該住宅の用途廃止後の市営住宅の戸数
と市民の住宅要望への対応は）

建設政策課長

議第６２号 訴えの提起について

（訴訟になった経過、不正行為・非違行
為・横領・使い込みの相違は、裁判経過の
公表は）

総務部総務課長

報告第１０号
経営状況の報告について（令和元年度中津
市土地開発公社事業報告書）
（土地開発公社の今日的な意義と役割は、
市が直接土地を所有する課題は）

総合政策課まちづくり
推進室長

報告第１１号
経営状況の報告について（令和元年度有限
会社はばたき）

（はばたきの事業とソバの栽培拡大）
本耶馬渓支所地域振興
課長

報告第１２号
令和２年度有限会社はばたき事業計画並び
に収入支出予算の報告について

（はばたきの事業とソバの栽培拡大）
本耶馬渓支所地域振興
課長

報告第１５号
経営状況の報告について（令和元年度公益
社団法人農業公社やまくに）

（不耕作地解消に果たす役割、農業就業人
材の確保と育成、農機の貸し出し事業）

山国支所農林建設課長

報告第１６号
令和２年度公益社団法人農業公社やまくに
事業計画並びに収入支出予算の報告につい
て

（不耕作地解消に果たす役割、農業就業人
材の確保と育成、農機の貸し出し事業）

山国支所農林建設課長

報告第１９号
経営状況の報告について（令和元年度株式
会社農業生産法人やまくに）

（不耕作地解消に果たす役割、農業就業人
材の確保と育成、農機の貸し出し事業）

山国支所農林建設課長
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報告第２０号
令和２年度株式会社農業生産法人やまくに
事業計画並びに収入支出予算の報告につい
て

（不耕作地解消に果たす役割、農業就業人
材の確保と育成、農機の貸し出し事業）

山国支所農林建設課長
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