
（平成30年第1回定例会）

発言
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議席
番号

氏　　名
（会　派）

質　疑　質　問　の　内　容

1 40
川　邉　浩　子
（公明党）
＜分割＞

１．防災対策の充実について
 （１）防災意識の喚起について
 （２）改訂版防災マニュアルの活用について
 （３）女性視点の防災ブックについて
 （４）防災資機材の整備について
２．グリーストラップの設置について
 （１）下水道管への影響について
 （２）グリーストラップの設置及び周知について
３．障がい者医療費助成について
 （１）自動償還払いの導入のためのシステム改修費について
 （２）助成の対象者数、件数、助成金額について
 （３）自動償還払いの導入についての課題と今後の取り組みについて
４．子供の文化芸術の振興について
 （１）巡回公演事業の取り組みについて
 （２）子供たちの感想について
 （３）芸術家の派遣事業の活用について
 （４）今後の取り組みについて

2 20
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．財務部関連行政
 （１）公有財産管理について
２．商工労働観光行政
 （１）地場企業支援施策について
 （２）高崎山地域関連事項
 （３）インバウンド対策
３．大分城址公園について
 （１）大分城址公園整備・活用事業について
４．福祉保健行政
 （１）牽引型車いすの普及について
５．防災危機管理行政
 （１）災害対策基本法の考え方について
 （２）防災情報のネットワーク化について
 （３）自治公民館などの安全確認について
６．教育行政
 （１）防災教育について
 （２）主権者教育について
７．大分川ダム周辺整備事業について
 （１）上水道源の水質保全対策

3 33
三　浦　由　紀
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．独居高齢者終活対策
 （１）住居について
 （２）死亡確認について
 （３）親族への連絡について
 （４）葬儀について
 （５）埋葬について
 （６）相続について
 （７）遺品整理について
 （８）総合システムの構築について
 （９）終活窓口について
２．アルゲリッチ音楽祭について
 （１）アルゲリッチ音楽祭について
３．市の行事における職員の動員について
 （１）市の行事における職員の動員について
４．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
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4 41
国　宗　　　浩
（公明党）
＜分割＞

１．安全・安心なまちづくりについて
 （１）自助・共助・公助の連携について
 （２）ウィークポイントについて
 （３）セーフコミュニティ認証制度について
２．特殊災害対策
 （１）ＮＢＣＲ災害について
 （２）テロ対策
３．地域共生社会について
 （１）利用者負担の軽減について
 （２）自立生活援助について
 （３）今後の取り組みについて

5 26
帆　秋　誠　悟
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．福祉保健行政
 （１）生活支援体制整備事業について
２．大分城址公園について
 （１）大分城址公園の整備・活用について
 （２）大分城址公園仮想天守イルミネーションについて

6 2
小　野　仁　志
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．水素社会について
 （１）現状について
 （２）今後の取り組みについて
２．防災行政
 （１）消防団について
３．大分パルコ跡地について
 （１）大分パルコ跡地について

7 22
岩　崎　貴　博
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．教育行政
 （１）教員の多忙化解消について
２．公園の整備について
 （１）公園の整備について
３．道路の整備について
 （１）道路の整備について
４．子育て支援について
 （１）おおいた子育てほっとクーポンについて
５．小児救急医療体制について
 （１）小児救急医療体制について
６．受動喫煙対策
 （１）受動喫煙防止の取り組みについて
７．地域振興について
 （１）野津原地区の振興について
８．ラグビーワールドカップ2019について
 （１）市民参加について
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8 27
松　下　清　高
（社会民主クラブ）

＜一括＞

１．共生社会づくりについて
 （１）（仮称）共生社会づくり条例の制定について
 （２）ひきこもり対策

9 44
今　山　裕　之
（公明党）
＜分割＞

１．災害・危機管理対策
 （１）情報提供のあり方について
 （２）災害時要配慮者の避難の実効性を高める方法について
 （３）避難勧告等を発令するための体制について
 （４）大規模災害限定の消防団員について
２．アートレジオン推進事業について
 （１）アートレジオン推進事業について
３．教育行政
 （１）生きる力について
 （２）金融リテラシーの向上について

10 42
泥　谷　　　郁
（公明党）
＜分割＞

１．教育行政
 （１）学校における心肺蘇生教育の取り組みについて
 （２）中学校部活動の取り組みについて
２．消防行政
 （１）住宅用火災検知器等の維持管理方法の周知について
 （２）家庭用消火器の必要性、使用方法、維持管理方法の周知につい
 　　　て

11 43
佐　藤　和　彦
（公明党）
＜分割＞

１．大分市路面下空洞調査について
 （１）平成28年度路面下空洞調査における修復の進捗状況について
 （２）平成29年度路面下空洞調査について
 （３）今後の取り組みについて
２．下水道ストックについて
 （１）下水道ストックの維持管理状況について
 （２）マンホールふたの飛散などに起因する事故の発生状況について
 （３）マンホールふたの改築状況について

12 21
福　間　健　治
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．貧困対策
 （１）低所得・生活困窮者支援について
２．公共交通について
 （１）鉄道事業について
 （２）バス事業について
３．エネルギー政策
 （１）エネルギー供給について
４．国民健康保険について
 （１）国民健康保険制度について
 （２）国民健康保険税の賦課・徴収について

13 32
スカルリーパー・エイジ
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．竹害について
 （１）竹害について
 （２）リサイクルについて
２．国民健康保険税について
 （１）滞納者への対応について
 （２）代理人による納付について
 （３）延滞金について
３．公共施設について
 （１）指定管理者の責務について
 （２）公共施設での事故対応について
 （３）損害保険の加入について

３月１６日（金）



14 1
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．幼児教育・保育環境の整備について
 （１）認定こども園の現状について
 （２）認定こども園への移行について
 （３）市立幼稚園の活用について
２．保育士の人材確保について
 （１）人材確保の取り組みについて
 （２）保育士の処遇改善について
 （３）潜在保育士の掘り起こしについて



発言
順位

議席
番号

氏　　名
（会　派）

質　疑　質　問　の　内　容

15 25
甲　斐　高　之
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．公共交通について
 （１）地区内循環バス実証運行について
 （２）駅のバリアフリー化について
 （３）駅を中心とした交通結節機能の強化について
２．地域ビジョン会議について
 （１）地域ビジョン会議の経過について
 （２）地域まちづくりビジョン策定までについて
 （３）地域まちづくりビジョンの実現について
３．幼児教育・保育のあり方について
 （１）大分市立幼稚園及び保育所の在り方の方針（案）の将来構想に
　 　　ついて
 （２）多年制保育及び一時預かり事業の拡充について

16 17
高　松　大　樹
（無所属）
＜一問一答＞

１．パートナーチームと本市の連携について
 （１）パートナーチームと本市の連携について
２．大分川ダムの活用について
 （１）スポーツによる利活用について

17 34
衛　藤　延　洋
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．自治体経営と組織のあり方について
 （１）社会経済環境の変化に伴う地域運営について
 （２）行政運営の組織について
 （３）行財政改革から費用対効果へ
 （４）職員のメンタルヘルスについて

18 19
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
＜分割＞

１．公共交通不便地域における交通政策
 （１）現在の取り組み状況について
 （２）ライドシェアの活用について
２．民泊について
 （１）現在の状況について
 （２）今後の活用について

19 30
安　東　房　吉
（社会民主クラブ）

＜分割＞

１．高齢者の交通対策
 （１）高齢者運転免許自主返納促進事業について
 （２）公共交通網の形成について
２．ヒートポンプ給湯器の低周波による健康被害について
 （１）ヒートポンプ給湯器の低周波による健康被害について
３．農業政策
 （１）農地転用許可権限の移譲について
 （２）多面的機能支払制度と中山間地域等直接支払制度について

20 4
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．交通政策
 （１）ＪＲ九州との関係について
 （２）ＪＲ九州の株式取得について
 （３）鉄道の利用促進について
 （４）スマートサポートステーションへの今後の対応について
 （５）本市の地理的意義について
 （６）大分空港について

３月１９日（月）


