
（令和元年第３回定例会）

発言
順位

議席
番号

氏　　名
（会　派）

質　疑　質　問　の　内　容

1 23
甲　斐　高　之
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．少年自然の家のあり方について
 （１）のつはる少年自然の家の利用状況について
 （２）中学校の利用について
 （３）施設の改修計画について
 （４）県立などの施設の利用状況について
 （５）新たな少年自然の家建設について
２．防災訓練や避難所のあり方について
 （１）災害対応型バルクユニットの活用方針について
 （２）指定避難所となる学校の体育館のトイレについて
 （３）学校の体育館へのエアコン設置について
 （４）暑さ対策

2 40
川　邉　浩　子
（公明党）
＜一問一答＞

１．大分松岡パーキングエリアについて
 （１）ラグビーワールドカップ時の活用について
２．障がい者支援について
 （１）就労継続支援Ａ型事業所の運営について
 （２）不適切な運営事業者への指導について
 （３）虐待事案の対応について
 （４）アビリンピックの取り組み状況について
 （５）競技参加者を増やす取り組みについて
３．新生児聴覚検査について
 （１）昨年度の受診実績について
 （２）医療機関の検査体制について
 （３）聴覚障がいが疑われる場合の保健所の支援について

3 43
佐　藤　和　彦
（公明党）
＜一　括＞

１．大分市立幼稚園の廃園後の施設並びに用地の利活用について
 （１）これまでの利活用の状況について
 （２）利活用方法の決定手順と手続きについて
 （３）利活用の要望に対する検討の可能性について

4 30
スカルリーパー・エイジ
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．公共施設における室温設定について
 （１）庁舎等における室温設定について
 （２）小中学校における室温設定について
 （３）幼稚園、保育所における室温設定について
２．情報環境の充実について
 （１）フリーＷｉ－Ｆｉについて
 （２）Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分におけるＷｉ－Ｆｉ環境に
       ついて

5 18
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．教育行政
 （１）学校教育について
 （２）日本語教育について
２．防災危機管理行政
 （１）Ｇｏｏｇｌｅマップの活用について
３．子どもすこやか部関連行政
 （１）子供たちの安全対策
４．土木建築行政
 （１）道路の安全対策
５．市民部関連事項
 （１）生活安全対策
 （２）外国人労働者対策
６．商工労働観光行政
 （１）外国人労働者対策
 （２）悪質クレーム対策
７．農林水産行政
 （１）大分市公設地方卸売市場の将来計画について
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6 19
福　間　健　治
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．平和問題
 （１）平和について
２．農業問題
 （１）食料自給率について
３．障がい者福祉について
 （１）放課後等デイサービスについて
 （２）就労継続支援Ｂ型施設について
４．国民健康保険について
 （１）国保税について
 （２）被保険者証について
 （３）医療費について
５．環境行政
 （１）ごみ収集について

7 44
今　山　裕　之
（公明党）
＜分　割＞

１．空き家対策
 （１）空き家発生予防の課題と今後の対策
 （２）民事信託について
 （３）建築基準法の適合性を証明する報告書の作成費用の補助
　　 　について
２．教育行政
 （１）個に応じた教育活動の充実について
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8 42
泥　谷　　　郁
（公明党）
＜一問一答＞

１．消費者教育について
 （１）消費者教育の現状について
 （２）学校と関係機関との連携について
 （３）教科等横断的な取り組みについて
２．動物愛護について
 （１）犬・猫へのマイクロチップ装着の取り組みについて
 （２）猫の適正飼養について
 （３）おおいた動物愛護センターにおけるボランティアの活動
       状況について
３．農業行政
 （１）ドローンを活用した農業について
 （２）ＩｏＴ技術を活用した農業について

9 41
国　宗　　　浩
（公明党）
＜一問一答＞

１．災害への備えと観光への活用について
 （１）避難所について
 （２）備蓄品について
 （３）井戸について
 （４）自立型ソーラースタンドについて
２．大分臨海工業地帯６号地Ｃ-２地区について
 （１）有効活用について

10 1
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．大分七夕まつりについて
 （１）大分七夕まつりについて
 （２）府内戦紙について
２．文化・芸術の振興について
 （１）現状について
 （２）大分市文化・芸術振興計画について
 （３）今後の方向性について

11 20
岩　崎　貴　博
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．教育行政
 （１）大分市立学校における働き方改革推進計画について
 （２）教職員の確保について
 （３）教職員の増員について
 （４）登下校における携行品について
２．生活保護について
 （１）生活扶助について
３．福祉行政
 （１）高齢者ワンコインバス事業について
４．鳥獣被害対策
 （１）被害予防について
５．防災について
 （１）避難誘導について

12 16
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．防災機能を有する公園について
 （１）設置数について
 （２）設置物の内容について
 （３）今後の方向性について
 （４）市民への周知について
２．大分市公式アプリについて
 （１）指定避難所への誘導について
 （２）地理不案内者への対応について
 （３）多言語化について
 （４）なはＭＡＰについて
３．独居高齢者について
 （１）本市の現状について
 （２）本市の対応について
 （３）賃貸住宅入居問題
 （４）大人食堂について

９月９日（月）



13 2
小　野　仁　志
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．スポーツ振興について
 （１）スポーツ振興について

14 39
橋　本　敬　広
（公明党）
＜分　割＞

１．水道施設の防災について
 （１）配水池の耐震化率について
 （２）三芳配水場の対策
 （３）説明会の開催について
２．投票率の向上について
 （１）投票サポートＤＶＤについて
 （２）移動式投票所の可能性について
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15 28
安　東　房　吉
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．高齢者福祉について
 （１）認知症高齢者施策について
 （２）認知症高齢者等個人賠償責任保険事業の導入について
２．自治委員制度の見直しについて
 （１）自治委員制度の見直しに関する提言について
 （２）自治委員報酬について
３．環境行政
 （１）由布市における産業廃棄物最終処分場の建設予定について
 （２）舟ケ平の産業廃棄物最終処分場について
４．市立幼稚園の廃園について
 （１）市立幼稚園の廃園について

16 21
斉　藤　由美子
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．自治体職員について
 （１）会計年度任用職員制度について
２．幼児教育・保育について
 （１）公立幼稚園について
　(２）公立の保育施設について
３．公共施設の建設について
 （１）学校建設について
 （２）ＰＦＩ導入のルールについて
４．教育行政
 （１）学校図書館について
 （２）コンピュータールームについて

17 32
高　松　大　樹
（無所属）
＜一問一答＞

１．ｅスポーツについて
 （１）認識について
 （２）普及への取り組みについて
 （３）環境づくりについて

18 3
松　木  大　輔
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．性的少数者について
 （１）性的少数者の生きづらさの解消について

19 17
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
＜分　割＞

１．マンションへの対応について
 （１）所有者不明マンションについて
 （２）マンションへのソフト面の支援について
 （３）マンションへのハード面の支援について
２．ふるさと納税について
 （１）ふるさと納税について
 （２）地方創生応援税制について

20 4
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．児童相談所の設置について
 （１）検討の経緯について
 （２）課題について

９月１０日（火）


