
（平成26年第４回定例会）

発言
順位

議席
番号

氏　　名
（会　派）
<質問方式>

質　疑　質　問　の　内　容

1 38
高　橋　弘　巳
（新市民クラブ)

<一問一答>

１．図書館、図書室について
 （１）図書館の重要性について
 （２）本市の書籍数について
 （３）大分県立図書館について
 （４）大分市民図書館と公民館及び市民行政センター内図書室につ
　　 いて
２．美術館について
 （１）美術館の重要性について
 （２）ビジョンと入館者数について
 （３）委員会の説明員について

2 41
国　宗　　　浩

（公明党）
<分　割>

１．市民生活の課題解決について
 （１）地域課題等解決の現状及び方法について
 （２）スマートフォンアプリの導入について
２．骨髄バンクについて
 （１）ドナー登録の現状及び今後について
 （２）造血幹細胞移植推進法の自治体の取り組みについて
 （３）骨髄ドナーの給付制度について

3 23
松　下　清　高

（社会民主クラブ）
<分　割>

１．観光振興について
 （１）観光振興の考え方について
 （２）大分市観光振興計画について
 （３）デスティネーションキャンペーンについて
２．障がい者福祉について
 （１）障害福祉サービスと介護保険制度との関係について

4 26
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
<一問一答>

１．子ども・子育て支援新制度に関わる児童の放課後対策
 （１）おおいたふれあい学びの広場推進事業について
２．市営住宅について
 （１）木上団地の市営住宅について
３．教育行政
 （１）学力テスト結果について

5 19
広　次　忠　彦
（日本共産党）

<一問一答>

１．中心市街地について
 （１）大分駅北側の整備について
 （２）中央通りの整備について
２．中小企業振興策について
 （１）議第88号 大分市中小企業振興基本条例の制定について
３．土木建築行政
 （１）市営住宅の家賃について
４．平和・民主主義について
 （１）自衛隊について
 （２）オスプレイの配備・訓練について
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6 42
泥　谷　　　郁

（公明党）
<分　割>

１．マイナンバー制度について
 （１）現在の取り組みについて
 （２）広報、周知の今後の取り組みについて
 （３）制度のメリットについて
２．都市交通行政
 （１）バス路線の開設について
 （２）循環バス導入の取り組みについて

7 1
松　木  大　輔
（自由民主党）

<一問一答>

１．道路標示について
 （１）道路標示の管理について

8 22
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
<分　割>

１．福祉行政
 （１）高齢者対策
 （２）民生委員の活動の課題について
２．消防行政
 （１）消防団のあり方について
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9 8
永　松　弘　基
（自由民主党）

<一問一答>

１．中心市街地活性化について
 （１）中心市街地活性化について

10 39
橋　本　敬　広

（公明党）
<分　割>

１．大分いこいの道について
 （１）防犯について
 （２）照明について
２．歴史資料館について
 （１）老朽化対策
 （２）市内中心部への移設について

11 21
福　間　健　治
（日本共産党）

<一問一答>

１．市民アンケートについて
 （１）アンケート結果の評価について
 （２）箇所付け要求への対応について
２．福祉保健行政
 （１）介護保険について
 （２）予防接種について

12 24
宮　邉　和　弘

（社会民主クラブ）
<一問一答>

１．家庭ごみの有料化について
 （１）家庭ごみ有料化後の状況認識について
 （２）ごみ袋の開封調査について
 （３）アパート、マンション対策
 （４）周知・徹底について
 （５）関係各課の調整について
２．ごみステーションについて
 （１）設置要領について
３．ごみ収集運搬許可業者について
 （１）許可業者数について
 （２）業者指導について

13 32
三　浦　由　紀
（新政クラブ）

<一問一答>

１．ムッちゃん平和祭について
 （１）ムッちゃん平和祭について
２．市民図書館について
 （１）市民図書館について

14 25
髙　野　博　幸

（社会民主クラブ）
<分　割>

１．新電力（ＰＰＳ）について
 （１）新電力（ＰＰＳ）について
２．福祉保健行政
 （１）発達障がい児巡回専門員派遣事業等について
 （２）５歳児健診について

15 44
今　山　裕　之

（公明党）
<分　割>

１．下水道行政
 （１）人口減少の影響について
 （２）人口減少への対応について
２．教育行政
 （１）大分市次世代育成支援行動計画の位置づけについて
 （２）大分市次世代育成支援行動計画の評価指標について

12月５日（金）



16 18
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
<一問一答>

１．総務部関連事項について
 （１）人事考課について
２．企画部関連事項について
 （１）外部行政評価制度について
 （２）指定管理者制度の見直しについて
３．財務部関連事業について
 （１）公共施設マネジメントのあり方について
 （２）市の財政収支の見通しについて
 （３）公会計制度改革
４．ふるさと納税について
 （１）ふるさと納税について
５．教育行政
 （１）市立幼稚園条例の一部改正について
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17 40
川　邉　浩　子

（公明党）
<分　割>

１．保健行政
 （１）女性の健康対策
 （２）子宮頸がんの検診について
２．男女共同参画行政
 （１）男女共同参画センターについて
３．災害対策
 （１）女性防災士の養成と育成について

18 20
斉　藤　由美子
（日本共産党）

<一問一答>

１．子ども・子育て支援新制度について
 （１）新制度の財源について
 （２）放課後児童健全育成事業について
 （３）公立幼稚園について
 （４）保育環境の充実について
２．防災について
 （１）臨海部の防災について
３．教育行政
 （１）モラルハラスメントの予防啓発について
 （２）碩田中学校区の統廃合について
 （３）学校でのバリアフリーについて

19 34
仲　家　孝　治
（新市民クラブ)

<一問一答>

１．人口減少社会での支所、市民センターの役割について
 （１）支所、市民センターの役割について
 （２）支所、市民センターと地域の情報の共有化について
 （３）新たな取り組みについて
 （４）組織体制づくりについて

20 31
スカルリーパー・エイジ

（新政クラブ）
<一問一答>

１．除草作業について
 （１）ヤギ放牧除草について
２．中心市街地活性化について
 （１）にぎわい創出について
３．特定外来生物について
 （１）セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモについて
４．相撲場について
 （１）相撲場の維持管理について

21 43
佐　藤　和　彦

（公明党）
<一　括>

１．大分市地域コミュニティネットについて
 （１）本来の目的について
 （２）現在の登録団体数について
 （３）登録利用について
 （４）具体的なサポートについて
 （５）問題点と課題について
 （６）今後の展開について

22 17
福　崎　智　幸

（おおいた民主クラブ）
<一問一答>

１．管財業務について
 （１）庁内広告事業について
２．福祉保健行政
 （１）大分市高齢者福祉計画及び第６期大分市介護保険事業計画に
     ついて
３．教育行政
 （１）議第97号 大分市立幼稚園条例の一部改正について

12月８日（月）



23 2
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）

<一問一答>

１．教職員の組合活動について
 （１）県教組の海外研修について
 （２）ミニ懇談会について
 （３）教育委員会の姿勢について
２．職員の給与について
 （１）「わたり」について
 （２）手当について
３．開票事務作業について
 （１）事故防止対策


