
（平成31年第1回定例会）

発言
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議席
番号
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（会　派）

質　疑　質　問　の　内　容

1 20
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．災害対策
 （１）災害時の復旧現場対策
 （２）災害協力土木業者表彰制度について
 （３）水被害意識改革
２．商工労働観光行政
 （１）歩行者天国実施事業について
 （２）企業誘致・起業支援施策について
３．農林水産行政
 （１）補助金交付対象事業について
４．教育行政
 （１）防災・環境教育について
 （２）暑さ対策
 （３）臨時休業について
 （４）高崎山自然動物園について

2 1
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．中心市街地の防犯対策
 （１）大型イベント開催時の防犯対策
２．発達障害児支援について
 （１）発達障害児に関する医師の確保について
 （２）発達・教育システムについて

3 43
佐　藤　和　彦

（公明党）
＜分割＞

１．本市使用パソコンのＯＳの更新について
 （１）Ｗｉｎｄｏｗｓ７の延長サポートの最新情報などマイクロソフ
　     ト社の対応について
 （２）市長部局・教育委員会・上下水道局などおのおのが管理するパ
　　　 ソコンの台数について
 （３）インターネットに接続できる環境下で使われているパソコンの
       台数について
 （４）企画部（情報政策課）所管のシステム数と教育委員会や各部署
       が所管するパッケージソフトウエアなどの固有システム数につ
       いて
 （５）Ｗｉｎｄｏｗｓ10上での正常動作チェック方法について
 （６）Ｗｉｎｄｏｗｓ10上で正常動作しなかった場合の対応について
２．新元号への対応について
 （１）システムにおける新元号対応の具体的な内容と進捗状況につい
       て
 （２）市民部における新元号対応の基本的な考え方と進捗状況につい
       て
 （３）申請書類など印刷物の変更対応について
 （４）国民健康保険被保険者証などの証明書の対応について

4 26
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
＜分割＞

１．（仮称）祝祭の広場について
 （１）（仮称）祝祭の広場の活用について
２．児童虐待問題
 （１）児童虐待について
 （２）対処方法について
３．小学校の給食調理場への空調整備について
 （１）小学校の給食調理場への空調整備について
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5 21
福　間　健　治
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．消費税について
 （１）増税について
２．軽自動車税について
 （１）減免対象拡大について
３．住宅政策
 （１）賃貸住宅について
 （２）公営住宅について
４．虐待問題
 （１）児童虐待について

6 44
今　山　裕　之

（公明党）
＜分割＞

１．観光戦略について
 （１）スポーツツーリズムについて
 （２）ラグビーワールドカップ後の観光の取り組みについて
２．職員の窓口対応について
 （１）職員の窓口対応について
３．教育行政
 （１）大分市学校問題解決支援チームについて
 （２）軽微な問題発生時の教職員へのバックアップ体制について
 （３）教職員へのサポート体制について

7 30
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．人口減少対策
 （１）社会減の原因について
 （２）子供の医療費の無料化について
 （３）待機児童の解消について
 （４）若い世代の住宅確保について
 （５）移住促進の取り組みについて
２．公立幼稚園における働き方改革
 （１）労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する
　　　 ガイドラインについて
 （２）職員の配置について
３．介護職員の処遇改善について
 （１）介護職員の賃金水準について
 （２）市内における処遇改善について
 （３）今後の外国人材の登用も含めた介護職員の処遇改善について

8 42
泥　谷　　　郁

（公明党）
＜一問一答＞

１．道路維持管理について
 （１）道路維持管理の現状について
 （２）ＩＣＴの導入について
 （３）アプリの導入について
２．英語教育の取り組みについて
 （１）英語教育推進室の取り組みについて
 （２）外部の英語検定の活用について
 （３）幼児期における英語教育の取り組みについて
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9 27
松　下　清　高

（社会民主クラブ）
＜分割＞

１．本市のまちづくりについて
 （１）本市の用途地域のあり方について
 （２）大分市立地適正化計画について
２．ひきこもり対策
 （１）不登校の現状と対策
 （２）ひきこもり対策の窓口及び対応について
 （３）ひきこもり対策等に対する認識について
 （４）一元的窓口の設置及びネットワーク会議の設置について
３．（仮称）共生社会づくり条例の制定について
 （１）取り組みの経過及び現状について
 （２）条例制定の課題等について
 （３）今後の方向性等について

10 41
国　宗　　　浩

（公明党）
＜一問一答＞

１．地域共生社会について
 （１）認知症への対応について
 （２）ひきこもり対策
２．教育行政
 （１）スマートフォン等の持ち込みについて

11 3
松　木  大　輔
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．中心市街地公有地の利活用について
 （１）中心市街地公有地の利活用について
２．愛着の形成に関する問題
 （１）愛着の形成に関する問題を抱える子供への対応について
３．自治体シンクタンクについて
 （１）自治体シンクタンクの構築について

12 22
岩　崎　貴　博
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．エネルギー政策
 （１）原子力発電について
２．外国人労働者について
 （１）就労について
３．観光政策
 （１）高崎山自然動物園について
４．児童生徒の学習環境の整備について
 （１）地区公民館の自習スペースの確保について
５．消防行政
 （１）地域消防について

13 39
橋　本　敬　広

（公明党）
＜分割＞

１．障がい者を含む職員採用試験について
 （１）点字による受験の問い合わせについて
 （２）試験に使用する情報意思疎通支援用具について
 （３）職務内容について
 （４）点字による受験の周知について
２．橋梁の長寿命化修繕計画について
 （１）橋梁の点検・判定結果について
 （２）橋梁の修繕の進捗について
 （３）速やかな補修対応について

３月１２日（火）



14 40
川　邉　浩　子

（公明党）
＜分割＞

１．中小企業支援について
 （１）おおいたものづくり企業ガイドブックについて
 （２）ものづくり補助金について
 （３）メールマガジンでの情報提供について
２．教育行政
 （１）登下校指導について
 （２）減災かるたの活用について
 （３）学校物品の管理について
 （４）廃校などで生じた学校物品の対応について
 （５）給食ストローの削減について
 （６）学校外の学習スペースについて
 （７）フリースクールとの連携について

15 18
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．災害対策
 （１）災害情報システムについて
 （２）防災ラジオについて
 （３）非常持ち出し袋について
 （４）エマージェンシーホイッスルについて
２．家庭から出る廃プラスチック対策
 （１）現状について
 （２）収支について
 （３）中国・東南アジアの輸入規制について
 （４）今後の対応について
３．ジョイフルバイクについて
 （１）現状について
 （２）認知度について
 （３）屋根つきポートへの改善は
 （４）今後の対応について

16 32
スカルリーパー・エイジ

（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．ドライブレコーダーについて
 （１）公用車へのドライブレコーダー取りつけについて
 （２）ドライブレコーダー購入補助について
２．ヘルプカードについて
 （１）ヘルプカードの周知について
 （２）カードケースについて
３．里道の整備について
 （１）里道の整備について
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17 2
小　野　仁　志
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．観光行政
 （１）塚野鉱泉について
２．地方創生について
 （１）地方創生の取り組みについて
 （２）地域経済循環創造事業交付金（ローカル10,000プロジェクト）
       について

18 17
高　松　大　樹

（無所属）
＜一問一答＞

１．夢の教室について
 （１）事業の成果について
 （２）今後の事業展開について

19 34
衛　藤　延　洋
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．文化振興のあり方について
 （１）本市における文化振興行政の起点について
 （２）本市と指定管理者とのあり方について
 （３）日本劇作家大会2019大分大会について
２．児童虐待の根絶に向けて
 （１）児童虐待について
 （２）児童相談所について
 （３）子ども家庭支援センターの充実について

20 23
斉　藤　由美子
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．自衛官募集について
 （１）自衛官募集について
２．幼児教育・保育の無償化について
 （１）財源について
 （２）保育の質について
 （３）食材費について
 （４）公立幼稚園について
 （５）発達支援について
３．待機児童について
 （１）待機児童について
４．教育行政
 （１）教職員の負担軽減について

21 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）自治委員連絡協議会について
 （２）大分市自治会連合会について
２．マイナンバーカードについて
 （１）現在の取り組みについて
 （２）交付促進の取り組みについて

22 4
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．議第１号　平成31年度大分市一般会計予算について
 （１）大分市健康づくり推進条例について
 （２）高齢者ワンコインバス事業について
 （３）ふるさと団地の元気創造推進事業について
２．ＪＲ九州スマートサポートステーションへの対応について
 （１）これまでの本市の対応について
 （２）株式取得について
３．ＰＴＡについて
 （１）ＰＴＡの現状について
 （２）これからのあり方について

23 33
三　浦　由　紀
（新政クラブ）

＜一括＞

１．国際政策
 （１）お猿外交について
 （２）ホルトノキについて
 （３）出入国管理及び難民認定法の改正について

３月１３日（水）


