
（令和元年第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 41
国　宗　　　浩
（公明党）
＜一問一答＞

１．就職氷河期世代について
 （１）状況について
 （２）就労相談について
 （３）職員募集について
 （４）生活困窮者について
２．子供のスマートフォン利用等について
 （１）事件等への対応について
 （２）使用制限について
３．文化財の管理について
 （１）文化財指定建造物の状況について
 （２）防火対策
 （３）防火訓練について
 （４）設置義務装置等について

2 44
今　山　裕　之
（公明党）
＜分　割＞

１．グリホサートについて
 （１）農業従事者への対応について
 （２）公園の除草について
 （３）学校給食について
２．教育行政
 （１）災害対策
 （２）防災教育について
 （３）薬物乱用防止に関する教育について

3 35
大　石　祥　一
（新市民クラブ)
＜分　割＞

１．保育行政
 （１）幼児教育・保育の無償化の影響について
 （２）保育士の確保について
２．大南地区スポーツ施設について
 （１）大南地区スポーツ施設について

4 20
岩　崎　貴　博
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．災害対策
 （１）災害対策
２．教育行政
 （１）労働時間について
 （２）体罰問題
３．育児休業取得について
 （１）市職員の育児休業取得について
４．保健衛生について
 （１）予防接種について

5 24
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
＜一　括＞

１．農林業の振興について
 （１）農業体質強化基盤整備促進事業について
 （２）耕作放棄地対策
 （３）林業の振興について
 （４）軽トラ市の支援について

6 39
橋　本　敬　広
（公明党）
＜分　割＞

１．行政情報等を掲載した冊子の広告について
 （１）広告掲載をしている冊子について
 （２）広告掲載の基準について
 （３）子育て応援ガイドの広告掲載について
２．遷延性意識障害について
 （１）実態調査の結果について
 （２）日常生活用具の給付対象拡充について
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7 31
三　浦　由　紀
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．祝祭の広場について
 （１）祝祭の広場について
２．道の駅「のつはる」について
 （１）道の駅「のつはる」について
３．非常用発電機の点検実施率の向上について
 （１）非常用発電機の点検実施率の向上について

8 38
高　橋　弘　巳
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．浄水場と下水道処理施設の災害対策
 （１）ハザードマップにより浸水が想定される浄水場と下水道処理施
　　　 設数について
 （２）浄水場の断水時の対応について
 （３）大規模停電の際のバックアップについて
 （４）施設で働く方々の避難について
 （５）今後の進め方について
２．県施設の浄水場浸水対策
 （１）県施設の浄水場浸水対策
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9 25
松　下　清　高

（社会民主クラブ）
＜分　割＞

１．土木建築行政
 （１）道路占用許可のあり方について
２．男女共同参画の推進について
 （１）第３次おおいた男女共同参画推進プランについて
 （２）大分市女性職員活躍推進プランについて

10 42
泥　谷　　　郁
（公明党）
＜一問一答＞

１．フレイル予防について
 （１）介護予防サポーターについて
 （２）フレイルチェックリストについて
 （３）フレイル予防啓発について
 （４）オーラルフレイルの取り組みについて
 （５）食のフレイル予防について
２．あいサポート運動について
 （１）あいサポート運動の取り組みについて
 （２）本市の取り組みについて

11 40
川　邉　浩　子
（公明党）
＜一問一答＞

１．児童虐待防止について
 （１）関係機関との連携について
 （２）虐待通告の対応について
 （３）子ども家庭支援センターの機能強化について
 （４）妊娠、出産への支援について
 （５）産後ケアについて
 （６）アウトリーチ型の訪問支援について
２．障がい者の在宅就労の推進について
 （１）在宅就労推進の取り組みについて
 （２）障害福祉サービスにおける在宅就労の支給決定について
３．高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種について
 （１）接種率について
 （２）接種率向上の取り組みについて
 （３）未接種者への再通知について
４．防災対策
 （１）女性の視点からの防災パンフレットの活用について
 （２）液体ミルクの備蓄について

12 43
佐　藤　和　彦
（公明党）
＜一　括＞

１．多言語対応における携帯翻訳機及び翻訳アプリの利活用につい
    て
 （１）救急ボイストラの概要について
 （２）消防局における救急ボイストラの実用実績について
 （３）主な効果について
 （４）救急ボイストラと携帯翻訳機との比較検討について
 （５）今後の課題とその対応について

13 19
福　間　健　治
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．日米貿易協定について
 （１）国会承認について
２．エネルギー政策
 （１）風力発電について
３．土木建築行政
 （１）公営住宅について
４．福祉保健行政
 （１）民生委員児童委員について
 （２）生活保護について
 （３）狂犬病予防について

１２月６日（金）



14 28
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．防災行政
 （１）自主防災組織について
 （２）防災士について
 （３）地域での備蓄について
 （４）避難行動要支援者の個別計画について
２．職員の年次有給休暇について
 （１）消防職員の年次有給休暇の取得について
 （２）年次有給休暇の取得の少ないことへの対策
３．子ども医療費の助成について
 （１）本年第１回定例会後の検討について
 （２）小中学生の医療費助成の拡充について
４．保育行政
 （１）保育を必要とする事由の変更について

15 30
スカルリーパー・エイジ

（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．指定避難所について
 （１）城南小学校への大型車両進入不可について
２．動物愛護について
 （１）おおいた動物愛護センターについて
 （２）条例制定について

16 1
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．教育におけるＩＣＴ活用について
 （１）学校現場における環境整備の現状について
 （２）予算措置について
 （３）今後の活用方針について
２．高齢者福祉について
 （１）保険者機能強化推進交付金について
 （２）認知症施策について
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17 18
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．発達障がいについて
 （１）福祉保健行政上の現状と課題について
 （２）未就学児の情報共有について
 （３）初等教育現場の現状について
 （４）特別支援学級・通級指導教室について
２．英語教育について
 （１）英語教育の指導体制について
３．日本語教育について
 （１）社会教育としての日本語教育について
４．福祉保健行政
 （１）大分市戦没者追悼式の将来計画について
５．農林水産行政
 （１）農業用資材の環境対策
６．上下水道行政
 （１）主要浄水場再構築基本計画について
７．都市計画行政
 （１）議第107号　線路敷ボードウォーク広場条例の制定について

18 16
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．住居表示について
 （１）南大分地区の進捗状況について
 （２）表示板について
 （３）変更後の周知の方法について
２．高齢者の交通安全対策
 （１）本市の取り組みについて
 （２）踏み間違い防止装置装着費用の補助について
 （３）今後の対応について
３．地球温暖化対策
 （１）本市の現状について
 （２）環境学習について
 （３）フロン類の適正な再資源化について
 （４）温室効果ガス削減目標について

19 21
斉　藤　由美子
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．消費税について
 （１）消費税について
２．子育て支援について
 （１）ロタウイルスの予防接種について
　(２）子育てクーポンについて
 （３）産後の支援体制について
３．ＤＶの相談支援について
 （１）ワンストップ化について
４．市営住宅について
 （１）維持管理について
５．会計年度任用職員について
 （１）短時間勤務職員について
６．教育行政
 （１）図書館支援員について

20 34
衛　藤　延　洋
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．避難所のあり方について
 （１）指定避難所の良好な生活環境の確保について
 （２）福祉避難所への支援と連携について

１２月９日（月）



21 4
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．ラグビーワールドカップ2019について
 （１）検証について
 （２）レガシーについて
 （３）今後の取り組みについて
２．大分市健康づくり推進条例について
 （１）これまでの取り組みについて
 （２）ビジョンについて
 （３）インセンティブについて
３．所有者不明土地問題
 （１）現状認識について
 （２）解決に向けて
４．農業用水路の暗渠化について
 （１）農業用水路の暗渠化について

22 3
松　木  大　輔
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．マイナンバー制度について
 （１）マイナンバーカードについて
２．行政改革
 （１）市民意識調査について

23 17
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
＜分　割＞

１．総合型地域スポーツクラブについて
 （１）現在の取り組み状況について
 （２）今後の取り組みについて
２．ごみ出し困難者への支援について
 （１）ごみ出し困難者への支援について


