
（平成30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 44
今　山　裕　之
（公明党）
＜分割＞

１．災害への取り組みについて
 （１）非常時の電力確保について
 （２）中央防災会議の骨子について
 （３）県有識者会議の報告について
 （４）企業のＢＣＰ策定について
２．教育行政
 （１）日本語指導が必要な外国籍の児童・生徒について
 （２）置き勉について
 （３）色覚対応チョークの導入について
 （４）管理職のパワハラについて

2 33
三　浦　由　紀
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．キャッシュレス化について
 （１）市役所関連の支払いにおけるキャッシュレス化について
 （２）民間業者におけるキャッシュレス化について
２．市施設における入場者へのアンケート調査について
 （１）市施設における入場者へのアンケート調査について
３．教職員の不祥事について
 （１）教職員の不祥事について

3 26
帆　秋　誠　悟
（社会民主クラブ）

＜分割＞

１．市民協働のまちづくりについて
 （１）地域コミュニティの活性化について
 （２）自治委員制度の見直しについて
２．消防の広域化について
 （１）全国的な広域化の経緯について
 （２）都道府県の定める推進計画について
 （３）今後の進め方について
３．市職員の任用について
 （１）任用の現状について
 （２）会計年度任用職員制度の導入について

4 20
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
＜分割＞

１．行政運営の諸課題について
 （１）ボーダーレス時代の産業振興について
 （２）高齢化社会を乗り切るために
 （３）人口減少社会の到来に向けて
 （４）農林水産行政
 （５）都市インフラについて
 （６）新時代に向けた初等教育について
 （７）部局間連携のあり方について
２．子どもすこやか行政
 （１）放課後児童クラブ事業について
３．福祉保健行政
 （１）マタニティー・産後鬱対策
４．教育行政
 （１）子供の鬱病対策

5 41
国　宗　　　浩
（公明党）
＜分割＞

１．感染症予防について
 （１）風疹について
 （２）予防対策
 （３）予防啓発について
２．公共施設について
 （１）水銀灯について
 （２）地区公民館について
３．エネルギー政策
 （１）再生可能エネルギーについて
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6 42
泥　谷　　　郁
（公明党）
＜一括＞

１．学校給食の公会計化について
 （１）現状の給食費の取り扱いについて
 （２）公会計化に向けた取り組みについて

7 28
宮　邉　和　弘
（社会民主クラブ）

＜一括＞

１．市政の課題と今後の対応について
 （１）地方自治のあり方について
 （２）市民福祉の向上について
 （３）平和の取り組みについて

8 8
安　部　剛　祐
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．2025大阪万博への取り組みについて
 （１）農林水産物や加工品の輸出について
 （２）地域商社事業について
 （３）地域ブランドについて
 （４）インバウンド対策としての市街化調整区域の弾力的運用につい
　　　 て
２．エネルギー循環型社会について
 （１）小水力発電について
 （２）農業への未利用エネルギーの利活用について
 （３）高齢者や障がい者の就労場所の確保について
 （４）ＳＤＧｓ未来都市について

9 6
二　宮     博
（自由民主党）
＜分割＞

１．地籍調査について
 （１）調査地域について
 （２）進捗状況について
２．緊急時の迂回路の活用について
 （１）緊急時の迂回路の活用について

10 21
福　間　健　治
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．平和・安全について
 （１）憲法について
 （２）日米共同訓練について
２．農林水産行政
 （１）農業について
 （２）水産業について
３．エネルギー政策
 （１）再生可能エネルギーについて
４．国民健康保険について
 （１）制度の改革について
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11 34
衛　藤　延　洋
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．本市の魅力発信について
 （１）広報発信ツールについて
 （２）市民への名刺デザインの提供について
２．職員名刺の公費化について
 （１）既存の公費支出について
 （２）戦略的発信ツールとしての捉え方について

12 39
橋　本　敬　広
（公明党）
＜分割＞

１．遷延性意識障害について
 （１）傷病名及び関係団体の周知について
 （２）実態調査について
 （３）医療機関等の充実について
 （４）日常生活用具給付拡充について
２．いじめ・自殺対策
 （１）ＳＮＳを活用した相談体制の構築について
 （２）スモールティーチャー学習の導入について

13 43
佐　藤　和　彦
（公明党）
＜一括＞

１．情報システム最適化計画について
 （１）平成30年度までの進捗状況について
 （２）平成31年度以降の計画の変更点や課題について
２．第４次大分市地域情報化計画について
 （１）平成31年４月に運用開始や実施予定の施策の進捗状況について
 （２）今後の方向性について
３．本市使用パソコンのＯＳの更新について
 （１）今後の対応について

14 1
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．歩きスマホ、ながらスマホについて
 （１）事故防止の取り組みについて
 （２）民間企業、他の機関との連携について
２．多機能トイレにおけるオストメイト対応について
 （１）本市の取り組みについて
 （２）今後の整備について
 （３）設置状況の周知について

15 17
高　松　大　樹
（無所属）
＜一問一答＞

１．大分スポーツ公園周辺の交通対策
 （１）イベント開催時の渋滞対策

16 35
大　石　祥　一
（新市民クラブ)
＜分割＞

１．保育行政
 （１）認可保育所の年齢別定員について
 （２）幼児教育・保育の無償化について
２．猪野団地入口交差点について
 （１）猪野団地入口交差点改良の進捗状況について

17 4
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．市民の金融リテラシーについて
 （１）金融リテラシー調査について
 （２）金融教育について

１２月７日（金）



18 25
甲　斐　高　之
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．災害対策
 （１）避難所の生活環境改善策について
 （２）避難所の整備に対する基準について
 （３）防災士に対する取り組みについて
２．公民館の役割について
 （１）公民館の地域における役割について
 （２）公民館活動の維持、拡充について
 （３）公民館活動の担い手となる人材育成について
３．交通政策
 （１）ＪＲ九州への働きかけについて
 （２）合理的配慮について
 （３）バリアフリー化の進捗状況について

19 22
岩　崎　貴　博
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．福祉行政
 （１）生活保護業務について
２．働く人の賃金について
 （１）最低賃金について
３．教育行政
 （１）学習環境整備について
４．都市計画行政
 （１）大分城址公園整備について
 （２）メガソーラーについて
５．地域防災について
 （１）消防団について
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20 23
斉　藤　由美子
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．放課後児童クラブについて
 （１）放課後児童クラブについて
２．ＤＶ対策
 （１）ＤＶ被害者支援について
３．自立支援について
 （１）生活保護利用者への支援について
４．災害対策
 （１）水害対策
５．公共交通について
 （１）ＪＲ利用者への対応について
６．子ども医療費助成について
 （１）医療費無料化について
７．教育行政
 （１）小学校のエアコン設置について

21 32
スカルリーパー・エイジ
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．おおいた動物愛護センターについて
 （１）県と市の役割分担について
 （２）条例制定について
２．公園整備について
 （１）ジャングル公園の整備について
３．指定有料ごみ袋について
 （１）レジ袋としての利用について

22 30
安　東　房　吉
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．災害対策
 （１）避難について
 （２）大分市既成宅地防災工事等助成事業について
２．地区公民館のバリアフリーについて
 （１）地区公民館のバリアフリーについて
３．平和問題
 （１）オスプレイ使用の日米共同訓練について
４．環境問題
 （１）高島について

23 3
松　木  大　輔
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．子ども・子育て支援について
 （１）子育て世代包括支援センター設置後の子ども・子育て支援施策
　　　 の展開について

24 19
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
＜分割＞

１．災害対応について
 （１）警戒・対策本部の設置について
 （２）避難行動要支援者対応について
２．ブロックチェーンの活用について
 （１）ブロックチェーンの活用について

25 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）横須賀市の終活事業について
 （２）対応する法律について
 （３）今後の対応について
２．災害時の生活用水について
 （１）災害時市民開放井戸等の箇所数について
 （２）水質検査について
 （３）市民への周知について
 （４）マップの作成について

１２月１０日（月）



26 40
川　邉　浩　子
（公明党）
＜分割＞

１．災害対応について
 （１）乳幼児用液体ミルクの備蓄について
 （２）緊急通報システムＮｅｔ１１９について
 （３）応急手当普及員について
２．食品ロスについて
 （１）本市の食品ロスの量の把握について
 （２）食品ロス削減の取り組み状況と今後の目標について
 （３）食品ロス削減の庁内の連携について
 （４）フードバンクへの支援と協力について
３．おかばる花公園について
 （１）おかばる花公園への取り組みについて
 （２）今後について
４．障がい者支援について
 （１）障がい者等衣服相談アドバイザー事業について
 （２）障がい者のファッションショーの開催について
 （３）重度機能障害のある方への支援について

27 2
小　野　仁　志
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．大分市歴史資料館について
 （１）大分市歴史資料館について
２．森林セラピートレイルランニング大会について
 （１）森林セラピートレイルランニング大会について
３．防災について
 （１）消防団について

28 38
高　橋　弘　巳
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．国管理河川について
 （１）乙津川の堤防ができた過去の経緯について
 （２）河川内の管理について
 （３）今後の河道掘削について
２．河川敷グラウンドの利用について
 （１）河川敷グラウンドの利用について


