
（平成29年第4回定例会）

発言
順位

議席
番号

氏　　名
（会　派）

質　疑　質　問　の　内　容

1 43
佐　藤　和　彦
（公明党）
＜分割＞

１．非常用電源の確保について
 （１）非常用自家発電設備の高架化に係る調査状況について
 （２）各施設における非常用電源の設置の有無について
２．情報セキュリティについて
 （１）ユーザーＩＤとパスワードの取り扱いについて
 （２）教育・研修の対象範囲について
 （３）教育・研修の頻度とタイミングについて
 （４）教育・研修の主な内容について
 （５）教育・研修の課題と今後の取り組みについて

2 38
高　橋　弘　巳
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．台風18号の教訓について
 （１）避難場所について
 （２）雨水排水施設の稼働について
 （３）河川の氾濫について
 （４）ドローンを活用した被害調査について

3 42
泥　谷　　　郁
（公明党）
＜分割＞

１．福祉行政
 （１）大分市子どもの学習支援事業について
 （２）大分市子どもの健全育成支援事業について
 （３）大分市自立生活支援センターの相談者への支援状況及びアウト
　　　 リーチの状況について
２．マイナンバー制度について
 （１）マイナポータルの取り組み状況と今後の展開について
 （２）マイナンバーカードの普及に向けた取り組みについて

4 6
二　宮     博
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．中心市街地祝祭広場について
 （１）大分パルコ跡地の入札参加の経過について
 （２）大分パルコ跡地の取得価格について
 （３）祝祭広場整備による経済的波及効果について
 （４）祝祭広場の整備について
 （５）ラグビーワールドカップ2019等のイベント終了後の祝祭広場の
　　　 活用策について

5 41
国　宗　　　浩
（公明党）
＜分割＞

１．生活保護行政
 （１）就労支援について
 （２）医療扶助について
 （３）金銭管理支援について
 （４）事務負担の軽減について
 （５）生活困窮者自立支援制度について
２．てんかん医療について
 （１）状況や相談について
 （２）普及・啓発について
 （３）地域診療体制整備事業について
 （４）学校教育現場について
３．災害ボランティアについて
 （１）ボランティアセンターの設置について
 （２）育成について
 （３）事前登録について
 （４）ネットワーク構築について
 （５）職員のスキルアップについて
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6 30
安　東　房　吉
（社会民主クラブ）

＜分割＞

１．福祉行政
 （１）障害者医療費助成について
２．防災行政
 （１）災害対策本部について
３．里道について
 （１）里道の管理について
４．幼児教育について
 （１）公立幼稚園の休園に係る暫定措置について
 （２）幼児教育振興計画について

7 40
川　邉　浩　子
（公明党）
＜分割＞

１．障がい者の就労支援について
 （１）本市の就労率について
 （２）在宅就労について
 （３）就労支援相談窓口設置について
２．無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」の活用について
 （１）ご当地キャラクタースタンプの作成について
３．インフルエンザの罹患について
 （１）罹患者の事故発生状況と注意喚起について
４．母子健康手帳について
 （１）電子化について
 （２）低出生体重児専用の母子健康手帳の作成について
５．保育行政
 （１）待機児童の現状と解消に向けた課題について
 （２）保育士の処遇改善について
 （３）子育て支援員の活用について

8 44
今　山　裕　之
（公明党）
＜分割＞

１．減災対策
 （１）台風18号被害について
 （２）気象災害のリスクについて
 （３）減災に向けた考え方について
２．上下水道事業について
 （１）富士見が丘団地の水道引き取りについて
 （２）水道料金改定の成果について
 （３）組織統合後の危機管理体制について
 （４）上下水道施設の災害対策
 （５）下水道の整備方針について
 （６）上下水道の一体的整備について

9 22
岩　崎　貴　博
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．労働行政
 （１）賃金について
２．防災対策
 （１）台風・豪雨対策
３．教育行政
 （１）教職員の労働環境について
４．子供の医療費について
 （１）子供の医療費について
５．都市計画行政
 （１）土地取得について

10 27
松　下　清　高

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．都市計画行政
 （１）本市のまちづくりについて
 （２）景観計画について
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11 2
小　野　仁　志
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．周辺地域への基盤整備等の投資について
 （１）中心市街地と周辺地域の投資額の対比について
 （２）周辺地域の商工業等への支援について
 （３）周辺地域の都市計画について
２．鳥獣被害対策
 （１）狩猟免許取得の支援について
 （２）捕獲した野生動物について
 （３）捕獲報償金について

12 34
衛　藤　延　洋
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．ＪＲ日豊線・豊肥線の駅無人化問題
 （１）住民説明会での反対意見多数への対応について
 （２）交通政策基本法と大分都市圏総合都市交通計画及び大分市地域
　　　 公共交通網形成計画に基づいた公共交通事業者の使命について
 （３）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が民間事業者
　　　 へ課す指針について
 （４）バリアフリー新法が目指す目的について
 （５）ＪＲ九州へ再考を促す姿勢について

13 32
スカルリーパー・エイジ
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．公用車へのドライブレコーダー導入について
 （１）公用車へのドライブレコーダー導入について

14 18
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．投票率向上に向けた取り組みについて
 （１）投票率について
 （２）これまでの取り組みについて
 （３）投票済証明書について
 （４）今後の対応について
２．水素エネルギーの利活用について
 （１）水素利活用計画について
 （２）本市の具体的取り組みについて
 （３）水素ステーションについて
 （４）燃料電池バスの運行について

15 25
甲　斐　高　之

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．駅の無人化について
 （１）公共交通としての役割について
 （２）住民説明会について
 （３）今後の対応について
 （４）駅の安全性の向上について
２．新環境センターの整備について
 （１）新環境センターの整備に向けて
 （２）佐野清掃センターの跡地利用について
３．避難所の生活環境整備について
 （１）避難所の生活環境整備の実態について
 （２）避難所の生活環境の向上について

１２月７日（木）



16 20
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．商工労働観光行政
 （１）創業支援事業について
２．防災危機管理について
 （１）機能別消防団の創設について
 （２）台風18号関連被害の検証について
 （３）建築物の防災危機管理情報について
 （４）海水浴場の防災危機管理について
 （５）指定避難所の危機管理について
 （６）避難所の運営主体について
 （７）防災士協議会について
 （８）葬斎場業務のＢＣＰについて
３．教育行政
 （１）臨時休業などの決定権者について
 （２）臨時休業などの情報の伝達について

17 26
帆　秋　誠　悟
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．たくみの里について
 （１）たくみの里について
２．災害時のごみ処理について
 （１）市内における業務態勢について
 （２）他市町村への応援について
 （３）今後の基本的な考えについて

18 21
福　間　健　治
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．農業問題
 （１）米価対策
 （２）種子対策
２．福祉保健行政
 （１）障がい者対策
 （２）生活保護について
３．貸付制度について
 （１）貸付制度について
４．大工場火災について
 （１）火災事故について
５．大分パルコ跡地について
 （１）大分パルコ跡地について
６．本市の非正規雇用職員について
 （１）本市の非正規雇用職員について

19 1
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．自転車活用の推進について
 （１）大分市自転車走行空間ネットワーク整備計画について
 （２）自転車の走行空間の整備について
 （３）自転車保険について
 （４）大分市レンタサイクルについて
２．観光における地域連携の推進について
 （１）地域連携ＤＭＯの推進について
 （２）圏域の自治体との連携について
 （３）ＳＮＳの活用について

20 39
橋　本　敬　広
（公明党）
＜分割＞

１．いじめ・自殺対策
 （１）相談件数及び取り組みについて
 （２）ＬＩＮＥを活用した相談の導入について
 （３）匿名通報システム「ＳＴＯＰｉｔ」などのアプリ導入について
２．ジビエ販路拡大支援事業について
 （１）実施内容及び進捗状況について
 （２）問題点及び課題について
 （３）ジビエカーの導入について
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21 33
三　浦　由　紀
（新政クラブ）
＜一括＞

１．専門職の人事異動について
 （１）専門職の人事異動について

22 4
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．商工労働観光行政
 （１）インバウンド対策
２．地域まちづくりビジョンについて
 （１）地域ビジョン会議について
３．拉致問題
 （１）拉致問題への取り組みについて

23 24
馬見塚   　剛

（社会民主クラブ）
＜分割＞

１．安定型産業廃棄物最終処分場について
 （１）代執行に係る費用請求について
 （２）水処理施設管理状況と今後について
 （３）地元への対応について
２．大分市公設地方卸売市場について
 （１）市民感謝デーの入場者数について
 （２）調理実習室の活用について

24 35
大　石　祥　一
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．保育行政
 （１）私立保育園等の定員拡大数について
 （２）保育士の確保について
 （３）保育士確保プランの取り組みについて

25 3
松　木  大　輔
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．妊婦健診について
 （１）妊婦一般健康診査受診票について
２．子供の貧困について
 （１）大分市子どもの学習支援事業について

26 31
日小田　良　二
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．上下水道の統合について
 （１）上下水道事業の統合に伴う組織及び課題について
 （２）下水道事業の法適用と水道事業との統合について
 （３）下水道事業会計について
 （４）下水道業務の移管について
 （５）統合による諸課題について
２．地域内分権の推進について
 （１）地域自治の現状について
 （２）地域自治組織と地域づくり交付金制度について
 （３）自治委員制度及び自治会組織の見直しと自治会組織との関わり
　　　 方について
 （４）自治委員の負担軽減策について

27 17
高　松　大　樹
（無所属）
＜一問一答＞

１．健康増進の取り組みについて
 （１）職員のスニーカー着用について
 （２）全市的な取り組みについて
２．夢先生について
 （１）夢先生について

１２月８日（金）



28 23
斉　藤　由美子
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．性的マイノリティについて
 （１）性的マイノリティについて
２．性暴力・性被害について
 （１）支援について
３．社会福祉施設職員等の退職手当共済制度について
 （１）社会福祉施設職員等の退職手当共済制度について
４．障害者医療費助成について
 （１）障害者医療費助成について
５．選挙について
 （１）選挙権を保障する取り組みについて
６．公共交通について
 （１）ＪＲ駅について
７．教育行政
 （１）児童生徒が抱える問題

29 19
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
＜分割＞

１．市民協働について
 （１）自治委員について
 （２）自治会について
２．地域防災について
 （１）防災士協議会について
 （２）防災訓練について


