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質問者及び質問項目
 

質　疑　質　問　発　言　順　位　表
６月１３日（金） （平成２０年第２回定例会）
発言
順位

議席
番号

氏　　名 
（会　派） 質　疑　質　問　の　内　容

1

34 衛　藤　良　憲 
(おおいた市政クラブ)

１．後期高齢者医療制度の大幅な見直しについて 
２．福祉保健行政 
 （１）地域生活支援事業におけるグループホーム、通勤ホーム、 
　　　ケアホームに対する市独自の支援策の充実について 
３．コンビニ収納について 
 （１）市税及び市営住宅家賃等について 
４．教育行政 
 （１）児童生徒の読書意欲の向上について

2

42 藤　沢　達　夫 
(新市民クラブ)

１．財務部関係 
 （１）ふるさと納税制度の対応について 
２．大学コンソーシアムおおいたの活用と連携について 
３．猪野団地入口交差点の交通安全対策 
４．ホテル施設について 
 （１）大阪市の条例改正の見解について 
 （２）平成18年９月以降の取り組み経過について 
 （３）本市の条例改正の考え方について 
 （４）大分市景観条例との関係について 
５．教育行政 
 （１）科学に興味を持たせる教育について 
 （２）スポーツ施設整備とスポーツ少年団への支援について

3
9

髙 野　博 幸 
(社会民主クラブ)

１．後期高齢者医療制度について

4

35 小　嶋　秀　行 
(おおいた市政クラブ)

１．公的施設の利用における高齢者の優遇措置について 
２．後期高齢者医療制度について 
３．環境行政 
 （１）大分市地球温暖化対策行動指針について 
４．財政問題 
 （１）自治体財政健全化法について 
 （２）未収金対策等について

5

19 藤　田　敬　治 
(自由民主党)

１．地籍調査について 
 （１）取り組み状況について 
 （２）今後の計画について 
 （３）市道敷未登記問題との関連について 
２．大分市農業振興基本計画について 
 （１）新規就農者の確保並びに育成について 
 （２）遊休農地の現状と活用について
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6

44 吉　岡　美智子 
(公　明　党)

１．少子化対策 
 （１）里帰り出産における妊婦健診の公費負担について 
 （２）里帰り出産の公費負担手続きに関する周知と対応について 
 （３）助産所での妊婦健診の公費負担について 
 （４）キッズコーナーの利用状況と一時預かりの拡充について 
２．福祉保健行政 
 （１）高齢者の肺炎予防対策 
 （２）肺炎球菌ワクチンの公費助成について 
３．地域の安全・安心の取り組みについて 
 （１）防犯ボランティア団体への財政支援について 
 （２）大分市生活安全条例について 
 （３）防犯担当窓口の設置について 
４．教育行政におけるアレルギー対策 
 （１）アレルギー疾患の有病率とアナフィラキシーについて 
 （２）全小中学校への除去食や代替食導入について 
 （３）学校職員、養護教諭のエピペン使用について 
 （４）アトピー性皮膚炎を持つ児童生徒への対応について 
 （５）学校の温水シャワー設置と利用状況について 
 （６）プールの水質管理について

7

6 大久保　八　太 
(日本共産党)

１．地球温暖化対策 
 （１）中期目標について 
 （２）政府と産業界との公的協定について 
 （３）市民への徹底について 
 （４）産業界の削減対策  
２．教育行政 
 （１）保護者負担に対する教育長の基本的な考え方について 
 （２）保護者負担の軽減について 
 （３）消耗品費、営繕費の増額について 
３．児童育成クラブについて 
 （１）児童育成クラブ室の改善について 
 （２）補助金の増額について 
 （３）指導員の待遇改善について 
４．農林水産業について 
 （１）風倒木の流木対策

8

43 今　山　裕　之 
(公　明　党)

１．環境行政 
 （１）地球温暖化防止対策 
 （２）携帯電話のリサイクルについて 
２．福祉行政 
 （１）はり、きゅう、マッサージ等の補助制度について 
３．道路関連 
 （１）国道10号旦の原－判田間の拡幅について 
４．商工部関連 
 （１）これからの観光について 
５．交通安全対策 
 （１）改正道路交通法について 
６．財政関連 
 （１）市施設に設置する自動販売機の取り扱いについて

６月１６日（月）

発言
順位

議席
番号

氏　　名 
（会　派） 質　疑　質　問　の　内　容

http://www.city.oita.oita.jp/cgi-bin/odb-get.exe?...emplate=AC020000&WIT_oid=icityv2::Contents::13790 (2/6)2008/06/11 20:45:40



質問者及び質問項目

9

48 後　藤　一　裕 
(公　明　党)

１．後期高齢者医療制度について 
 （１）制度の廃止でどのような影響があるのか 
２．住民税、国保税の年金天引きについて 
 （１）実施の内容について 
 （２）対象者数は 
 （３）市民への周知方法について 
３．消費生活力の向上について 
 （１）消費生活相談件数と内容について 
 （２）市民の消費生活力向上対策 
 （３）消費生活能力検定の講座を 
４．個人情報保護法の改正について 
 （１）過剰反応への適切な対応と周知について 
５．ウイルス性難病（HAM）への対応について 
 （１）啓発活動を推進せよ 
 （２）相談窓口の開設を 
 （３）妊婦健診で希望者に無料の血液検査を

10

1 二　宮　純　一 
(無　所　属)

１．消防行政 
 （１）消防の広域化について 
 （２）広域化に参加しない正当な理由について 
 （３）広域化による県下１消防本部に対する基本的考え方について 
２．農業施策について 
 （１）農業見学ツアーのいきさつと今後の取り組みについて 
 （２）加工流通食品業者への支援策について 
 （３）畜産農家、施設園芸農家への支援策について 
３．教育行政 
 （１）学校整備について

11

10 安　東　房　吉 
(社会民主クラブ)

１．都市計画行政 
 （１）駅周辺のバスターミナル設置について 
 （２）中央通りの４車線化について 
２．土木建築行政 
 （１）美術館への進入路について 
３．児童福祉行政 
 （１）児童家庭相談センターについて 
４．教育行政 
 （１）学校選択制について

12

5 福　間　健　治 
(日本共産党)

１．後期高齢者医療制度について 
 （１）市長の政治姿勢について 
 （２）県・市町村の支援について 
 （３）高齢者施策の改善について 
２．生活保護行政 
 （１）通院移送費の打ち切り、制限強化の撤回を 
 （２）福祉事務所の対応について 
３．学校選択制について 
 （１）説明会のあり方について 
４．大友館跡整備計画について 
 （１）高架下の利用について 
５．南大分地区の雨水排水計画について 
 （１）整備の進捗状況と今後の計画について
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13

3 小手川　　　恵 
(日本共産党)

１．障がい者雇用について 
 （１）身体障がい者の正規雇用について 
 （２）知的・精神障がい者の嘱託雇用について 
２．複合文化交流施設建設計画について 
 （１）保育所について 
 （２）市民図書館について 
 （３）地域に開放する集会室について 
 （４）青少年センターの設置を 
 （５）民間部門について 
３．公共施設の計画、設計について 
４．保健医療について 
 （１）特定健診について 
 （２）肺ガンのCT検診の導入を

14

45 衞　藤　三　男 
(公　明　党)

１．後期高齢者医療広域連合について 
 （１）市としての責任について 
 （２）運営責任の明確化について 
 （３）相談窓口の市への設置について 
２．迂回路等の安全対策

15

33 福　崎　智　幸 
(おおいた市政クラブ)

１．市民サービスについて 
 （１）コールセンターについて 
２．環境について 
 （１）エコ・オフィス運動について 
３．財政運営について 
 （１）公有地の効率的活用について 
４．教育行政 
 （１）教育予算上のコスト意識について

６月１７日（火）

発言順
位

議席番
号

氏　　名 
（会　派） 質　疑　質　問　の　内　容

16

36 井手口　良　一 
(おおいた市政クラブ)

１．総務部関連事項 
 （１）人事関連ついて 
２．財務部関連事項 
 （１）財務管理の基本的な考え方について 
３．企画部関連事項 
 （１）限界集落について 
４．市民部関連事項 
 （１）限界集落対策 
 （２）地域コミュニティーの強化策について 
５．福祉保健行政 
 （１）はしか・風しんの予防接種について 
 （２）予防検診受診率向上策について 
 （３）保健所での禁煙対策 
 （４）衛生害虫の防除事業について 
 （５）保健所の人員配置体制について 
 （６）福祉施設への指導監督について 
６．土木建築行政 
 （１）技術部門の人的体制について 
 （２）下部構造の安全・耐震確認について 
７．下水道事業について 
 （１）企業会計化について 
８．教育行政 
 （１）色彩教育の重要性について 
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 （２）学校給食について 
 （３）学校図書館の整備について

17

16 矢　野　　　久 
(自由民主党)

１．学校教育のあり方について 
２．市営駐車場整備について 
３．複合文化交流施設建設について 
４．環境問題 
 （１）排気ガスの抑制について

18

7 宮　邉　和　弘 
(社会民主クラブ)

１．環境行政 
 （１）ごみの抜き取り防止条例の制定について 
２．教育行政 
 （１）給食食材について

19

47 油　布　　　忠 
(公　明　党)

１．バリアフリーのまちづくりについて 
２．複合文化交流施設について 
３．地球温暖化対策 
４．大分市観光振興計画について 
５．おおいた勤労者サービスセンターについて 
６．文化芸術振興条例の制定について 
７．市民図書館の運営について 
８．各支所の市民相談室の設置について

20

37 荻　本　正　直 
(新市民クラブ)

１．環境行政 
 （１）地球温暖化対策への取り組みについて 
２．教育行政 
 （１）青少年の健全育成について 
３．国体関係 
 （１）チャレンジ！おおいた国体について

21

4 廣　次　忠　彦 
(日本共産党)

１．教育行政 
 （１）学校給食について 
 （２）市民プールについて 
２．土木建築行政 
 （１）市営住宅の入居基準について 
 （２）市営住宅の管理について 
３．環境行政 
 （１）産業廃棄物について 
４．平和・安全について 
 （１）海外派兵法について 
５．消費税について

22

20 工　藤　哲　弘 
(自由民主党)

１．高齢者ドライバーへの交通安全について 
２．職員の車両の運行管理について 
３．まちづくりの方向性について 
 （１）おおいた夢色音楽祭、彫刻を活かしたまちづくり等について
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－お問い合わせ－ 
議会事務局 議事課 
Tel (097)537-5645 
Fax (097)537-5657 

E-Mail gikaigiji@city.oita.oita.jp

ホーム
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