
（平成29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 44
今　山　裕　之
（公明党）
＜分割＞

１．基金の運用について
 （１）基金の運用について
２．公会計の導入について
 （１）知識の普及、徹底について
 （２）自治体監査のあり方について
 （３）公認会計士の雇用について
３．教育行政
 （１）食物アレルギー対応について
 （２）教職員の過重労働について

2 21
福　間　健　治
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．平和と民主主義について
 （１）憲法について
 （２）教育について
２．医療問題
 （１）国民健康保険について
 （２）医療対策
３．環境行政
 （１）清掃センターについて
４．交通安全対策
 （１）交通指導員について
５．公共交通対策
 （１）鉄道駅について
６．福祉保健行政
 （１）精神障がい者対策

3 40
川　邉　浩　子
（公明党）
＜分割＞

１．肝炎の重症化予防対策
 （１）最新の受検件数、啓発の取り組みについて
 （２）陽性者の受診状況・受診勧奨について
 （３）未受診者への対応について
２．安全・安心のまちづくりについて
 （１）女性防災士会について
 （２）支援について
 （３）女性視点の防災ブックの作成について
３．農業用ため池について
 （１）農業用ため池の現状と過去の事故の状況について
 （２）事故後の対策と今後の安全対策
４．エスペランサ・コレジオについて
 （１）入学者数の推移について
 （２）より多くの入学者の確保について

4 26
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．商工労働観光について
 （１）大野川合戦まつりでの歴史交流の証調印式について
 （２）本市の物産・食・観光の魅力発信に係るトップセールスに
　　　 ついて
 （３）高齢者の活用について
 （４）（仮称）技術村の設置について
２．人事について
 （１）臨時職員の活用について
３．子供施策について
 （１）子供食堂について
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６月１６日（金）



5 3
松　木  大　輔
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．子育て支援について
 （１）児童館について

6 17
高　松　大　樹
（無所属）
＜一問一答＞

１．学校の部活動の指導について
 （１）教職員の部活動顧問の実態について
 （２）競技力向上の取り組みについて
２．ラグビーワールドカップ2019について
 （１）公認チームキャンプについて
 （２）大会後のレガシーについて
３．2020年東京オリンピック・パラリンピックについて
 （１）事前キャンプ誘致について

7 42
泥　谷　　　郁
（公明党）
＜分割＞

１．観光客誘致について
 （１）民泊について
 （２）スタンプラリー導入について
２．防火対策
 （１）密集市街地について
 （２）防火地域・準防火地域の現状について
 （３）消防面からの対策、取り組みについて

8 39
橋　本　敬　広
（公明党）
＜分割＞

１．ハザードマップについて
 （１）色覚異常の方に配慮したハザードマップ作成について
２．熱中症対策
 （１）バリアフリータイプのウオータークーラー設置について
３．学校施設の防火シャッターについて
 （１）安全点検の実施内容について
 （２）点検結果のフィードバックについて
 （３）安全装置の導入について

9 41
国　宗　　　浩
（公明党）
＜分割＞

１．マイナンバー制度について
 （１）制度の必要性について
 （２）本市の普及状況について
 （３）今後の普及計画について
２．公民館新築等補助制度について
 （１）制度及び利用状況等について
 （２）今後について
３．緩衝緑地について
 （１）役割について
 （２）維持管理について
 （３）環境整備について
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10 43
佐　藤　和　彦
（公明党）
＜分割＞

１．路面下空洞調査について
 （１）一次調査の補足調査結果について
 （２）二次調査の調査結果について
 （３）修復の優先順位と対処方法について
 （４）今後の取り組みについて
２．保険者インセンティブについて
 （１）平成28年度保険者努力支援制度について
 （２）平成29年度保険者努力支援制度について
 （３）国民健康保険加入者に対するインセンティブについて

11 27
松　下　清　高
（社会民主クラブ）

＜分割＞

１．障がい福祉行政
 （１）放課後等デイサービスについて
 （２）障がい児に対する通所支援事業における虐待について
 （３）強度行動障がい児への支援について
２．都市計画行政
 （１）交通結節機能用地の高度利用について

12 28
宮　邉　和　弘
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．給食調理業務について
 （１）民間委託後の状況について
 （２）委託業務の勤務労働条件について
 （３）教職員、栄養士、ＰＴＡとの連携について
 （４）給食指導員の業務内容について
 （５）直営職場の人員配置について
 （６）委託職場の検証方法、反映について
２．産業廃棄物の保管場所等における防火対策
 （１）産業廃棄物を保管している産業廃棄物処理業者の数について
 （２）産業廃棄物処理場の許可要件について
 （３）現地確認や指導の有無について
 （４）火災防止の対策
 （５）消防局との連携について

13 30
安　東　房　吉
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．ごみの戸別収集について
 （１）福祉保健部の取り組みについて
 （２）環境部の取り組みについて
２．放課後等における児童の居場所について
 （１）放課後等における児童の居場所について
３．複合施設の建設について
 （１）複合施設の建設について

14 34
衛　藤　延　洋
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．東九州の玄関口の都市づくりについて
 （１）大分パルコ跡地の民有地活用について

15 25
甲　斐　高　之

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．幼児教育について
 （１）市立幼稚園の今後の方向性について
 （２）質の高い幼児教育の実践について
２．子育て支援策について
 （１）子育て支援サイトｎａａｎａについて
３．公園の整備について
 （１）公園のトイレの改修、改善について
 （２）公園愛護会について

６月１９日（月）



16 20
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．防災危機管理について
 （１）発災時の情報管理体制について
 （２）発災時の救急医療体制（広域災害救急医療情報システム
　　　 ＥＭＩＳ）について
２．福祉保健行政
 （１）障がい福祉について
 （２）長寿福祉について
 （３）指導監査体制について
３．商工労働観光について
 （１）高崎山管理公社の職員採用について
 （２）中心市街地の一体的な振興施策について
 （３）企業立地推進事業について
４．教育行政
 （１）障がい児教育について
 （２）いじめ・不登校問題対策

17 19
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
＜分割＞

１．公共施設等総合管理計画について
 （１）現在の進捗状況について
 （２）施設整備の優先度について
 （３）今後の施設整備について
２．住宅政策
 （１）改正マンション建替え円滑化法について

18 1
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．災害時の指定避難所の標識について
 （１）現状の整備状況について
 （２）今後の整備計画について
 （３）標識の種類について
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19 33
三　浦　由　紀
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．幼児教育について
 （１）幼稚園教育について
２．教育行政
 （１）空き教室の活用について
３．観光振興について
 （１）大分の名物料理について
 （２）コンベンション誘致について

20 32
スカルリーパー・エイジ
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．災害時などにおける協力企業等への対応について
 （１）災害時などにおける協力企業等への負担について
２．動物愛護について
 （１）（仮称）おおいた動物愛護センターについて
 （２）殺処分の現状について
 （３）条例制定について
 （４）ガバメントクラウドファンディングの活用について

21 22
岩　崎　貴　博
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．教育行政
 （１）市立中学校での労働教育について
２．公契約について
 （１）公契約条例について
３．介護保険について
 （１）利用料について
 （２）地域包括支援センター員の業務について
４．豊予海峡ルートについて
 （１）豊予海峡ルートについて
５．子育て支援について
 （１）子育てほっとクーポンについて
６．鳥獣被害について
 （１）捕獲体制について
７．公共交通について
 （１）バスの案内表示について

22 2
小　野　仁　志
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．北朝鮮拉致問題
 （１）北朝鮮拉致問題の教育現場での取り扱いについて
２．野津原地区の地域振興について
 （１）トレイルランニングについて
 （２）道の駅、材料山跡地整備について
 （３）ダム完成後の地域振興について

23 23
斉　藤　由美子
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．共謀罪について
 （１）法案について
２．豊予海峡ルートについて
 （１）環境影響評価について
３．マイナンバー制度について
 （１）マイナンバーの運用について
４．災害対策
 （１）災害時の対策
５．保育行政
 （１）保育士の処遇改善について
 （２）保育所入所について
 （３）保育料の負担軽減について
６．障がい児福祉について
 （１）放課後等デイサービスについて

24 4
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．ごみステーションの道路占用について
 （１）ごみステーションの道路占用について

６月２０日（火）



25 31
日小田　良　二
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．大分市まちづくり自治基本条例について
 （１）大分市まちづくり自治基本条例検討委員会による見直しに
　　　 ついて
 （２）市民意識調査について
 （３）市民意見公募手続について
 （４）市民意見の反映と市民参加について
 （５）条文の見直しについて
 （６）条例の定着に向けた取り組みについて

26 18
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．農業用ため池の安全対策
 （１）市域内の農業用ため池の現状について
 （２）事故を受けての対策
 （３）今後の対応について
２．ひとり親家庭の支援対策
 （１）ひとり親家庭の推移について
 （２）養育費不払いに起因する貧困家庭の把握について
 （３）窓口の対応について
 （４）合意書の作成と交付について


