
（平成30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 33
三　浦　由　紀
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．商工労働観光行政
 （１）おさる館の利活用について
 （２）中心市街地におけるイベントについて

2 20
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．防災危機管理について
 （１）ドローンの防災活用について
 （２）防災情報インフラ整備について
 （３）危険建築物対策
２．福祉保健行政
 （１）独居世帯への医療支援について
３．子どもすこやか行政
 （１）子ども・子育て支援事業について
４．商工労働観光行政
 （１）地域経済振興について
５．都市計画行政
 （１）公園整備事業について
６．教育行政
 （１）部活動支援事業について
 （２）部活動新種目普及環境促進について
 （３）市立学校の制服について
 （４）地域伝統芸能の継承支援について

3 44
今　山　裕　之
（公明党）
＜一問一答＞

１．防災対策
 （１）マンションの防災対策
２．選挙について
 （１）期日前投票所について
 （２）メモ等の持ち込みについて
３．教員による傷害事件について
 （１）教員による傷害事件について

4 4
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．南大分スポーツパークについて
 （１）南大分スポーツパークの意義について
 （２）トレーニング室の位置づけについて
 （３）トレーニング室の機材環境について
 （４）今後のあり方について

5 21
福　間　健　治
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．平和と安全について
 （１）米軍の訓練移転について
２．労働問題
 （１）働き方改革
 （２）公務労働について
３．公共交通について
 （１）鉄道事業について
４．生活保護について
 （１）制度運用について
５．土木建築行政
 （１）急傾斜地危険区域について
６．コンパルホールについて
 （１）施設改修について
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6 24
馬見塚　　　剛
（社会民主クラブ）

＜分割＞

１．新環境センターの整備について
 （１）福宗環境センターの周辺環境整備について
 （２）地元説明会について
 （３）福宗環境センターの今後について
２．おおいた農業塾について
 （１）農業塾の１年目の成果と今後の課題について
 （２）新たな農業研修施策について

7 38
高　橋　弘　巳
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．海岸へ漂着した大量の流木等について
 （１）県と市の管理エリアについて
 （２）漂着した大量の流木等の除去について
 （３）分担金としての取り組みについて
 （４）流木等の処分方法について
２．投票率向上に向けた取り組みについて
 （１）これまでの取り組みについて
 （２）今後の取り組みについて
 （３）在宅要介護者の投票について
３．移住・定住促進の取り組みについて
 （１）移住・定住促進の取り組みについて
 （２）今後の取り組みについて

8 26
帆　秋　誠　悟
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．待機児童について
 （１）待機児童について
２．道路の維持管理について
 （１）市道の維持管理について
 （２）幹線道路の植栽について
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9 36
仲　家　孝　治
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．地域の土地問題
 （１）川添地区の土地について

10 17
高　松　大　樹
（無所属）
＜一問一答＞

１．大分スポーツ公園でのイベント時交通アクセス問題
 （１）スポーツイベント時の渋滞対策
 （２）ハード整備について
２．魅力発信大使について
 （１）魅力発信大使について

11 22
岩　崎　貴　博
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．公契約について
 （１）公契約条例について
２．大気汚染対策
 （１）ばいじん公害について
３．介護労働者について
 （１）処遇改善について
４．地域防災について
 （１）消火栓設置について
 （２）消防団について
５．防犯対策
 （１）児童生徒の防犯対策

12 39
橋　本　敬　広
（公明党）
＜分割＞

１．防災対策
 （１）避難場所標識の表記について
 （２）標識、冊子及びホームページの記載内容について
 （３）障がい者が避難支援を受けやすくなる取り組みについて
２．大分市バリアフリー基本構想について
 （１）本市で開催されるイベントに向けた取り組みについて
 （２）ベビーカーへの配慮について
 （３）路面表示について

13 43
佐　藤　和　彦
（公明党）
＜分割＞

１．大分市無料公衆無線ＬＡＮについて
 （１）セキュリティに対する見解と取り組みについて
 （２）ビッグイベント等に対する無料公衆無線ＬＡＮの拡充対応につ
　　　 いて
２．防災等に資するＷｉ－Ｆｉ環境の整備について
 （１）本市における現在の取り組み状況と実施率について
 （２）課題と今後の取り組みについて

14 18
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．高齢社会への対応について
 （１）今後予想される高齢化率について
 （２）本市の高齢社会への対応について
 （３）無縁仏の対応について
 （４）終活支援について
２．住居表示について
 （１）進捗状況について
 （２）今後の進め方について
 （３）旧住所と新住所の対照表周知の取り組みについて
３．運転免許自主返納について
 （１）本市の返納者数の推移について
 （２）本市の取り組みについて
 （３）環境整備について

６月１８日（月）



15 40
川　邉　浩　子
（公明党）
＜分割＞

１．子供の貧困対策
 （１）子供食堂の実施状況について
 （２）子供宅食の実施について
２．ふるさと納税について
 （１）ふるさと納税の使い道の工夫について
３．保育コンシェルジュについて
 （１）業務内容と活用等について
４．おくやみコーナーの設置について
 （１）死亡に関する手続の現状と課題について
 （２）設置について本市の考え
５．福祉窓口の拡充について
 （１）混雑状況の現状把握について
 （２）障害福祉課窓口の対応策について
６．コインランドリーの排水について
 （１）コインランドリーの排水の現状について

16 42
泥　谷　　　郁
（公明党）
＜分割＞

１．介護予防について
 （１）フレイル予防の現状と今後の取り組みについて
 （２）フレイル予防サポーター制度について
 （３）介護予防・日常生活支援総合事業について
２．特定健診について
 （１）未受診者への取り組みについて
 （２）糖尿病への対応について
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17 41
国　宗　　　浩
（公明党）
＜分割＞

１．災害への対応について
 （１）情報伝達について
 （２）自主防災組織について
２．道路行政
 （１）道路照明灯について
３．学校の安全対策
 （１）登下校の安全について
 （２）災害時の対応について

18 30
安　東　房　吉
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．総合型地域スポーツクラブへの支援について
 （１）総合型地域スポーツクラブへの支援について
２．本市の魅力発信について
 （１）ＭＩＣＥ開催補助金について
３．土地利用のあり方について
 （１）農業振興地域整備計画の改定について
 （２）市街化区域、市街化調整区域の線引きについて

19 2
小　野　仁　志
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．周辺地区の活性化について
 （１）七瀬川自然公園について
 （２）塚野鉱泉について
 （３）地方創生推進交付金について
２．竹の利活用について
 （１）荒廃竹林の整備について
 （２）タケノコの収穫について
 （３）研究団体との連携について
 （４）資源としての竹の有効活用について
３．人材育成について
 （１）地元高校・大学との連携について

20 23
斉　藤　由美子
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．豊予海峡ルートについて
 （１）豊予海峡ルートについて
２．行政改革
 （１）行政改革のあり方について
３．福祉保健行政
 （１）有料老人ホームについて
４．都市計画行政
 （１）ふれあい交通運行事業について
５．マイナンバー制度について
 （１）マイナンバー制度について
６．市営陸上競技場について
 （１）屋外トイレについて
７．河川堤防の整備について
 （１）大分川の河川堤防の整備について

21 3
松　木  大　輔
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．子供支援について
 （１）子供の医療費のあり方について

６月１９日（火）



22 1
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．食育について
 （１）第３期大分市食育推進計画について
 （２）若年層の欠食について
 （３）若年層に対する食育の取り組みについて
２．大分市中心市街地祝祭広場整備事業について
 （１）取り組み状況について
 （２）整備内容について
 （３）施設整備費に係る国費の充当について
３．多極ネットワーク型集約都市について
 （１）大分市立地適正化計画における多極ネットワーク型集約都市の
　　　 考え方について
 （２）今後の稙田地区においての交通結節点について

23 32
スカルリーパー・エイジ
（新政クラブ）
＜分割＞

１．本市の魅力発信について
 （１）小中学校による魅力発信の取り組みについて
 （２）本市の新たなＰＲ活動について
２．健康遊具の設置について
 （１）健康遊具の設置について
３．防災対策
 （１）民間・ボランティア団体との連携について
 （２）災害時の重機使用について
 （３）重機の事故対策

24 19
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
＜分割＞

１．奨学金返還支援について
 （１）奨学金返還支援について
２．ＡＩの活用について
 （１）ＡＩ活用の検討について
 （２）人材の育成について


