
（令和２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 40
川　邉　浩　子

（公明党）
＜分　割＞

１．障がい者の就労支援について
 （１）在宅就労に関する相談対応の現状について
 （２）在宅就労に関する相談体制の充実について
 （３）アビリンピックの取組について
２．重度障がい者の家族に対する在宅レスパイトについて
 （１）現状について
３．マイナンバーカードの普及について
 （１）特別定額給付金のオンライン申請について
 （２）出張申請補助サービスについて
 （３）マイナポイントを活用したマイナンバーカードの普及・促進
　　　 について

2 31
三　浦　由　紀
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．市の施設について
 （１）Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分について
 （２）サイクルショップコダマ大洲アリーナについて

3 9
永　松　弘　基
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．森林環境について
 （１）本市の森林環境保全について

4 24
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．児童育成クラブの運営について
 （１）小中学校の臨時休業期間中の児童育成クラブの運営について
 （２）主任指導員複数体制の確保について
２．生活保護について
 （１）生活保護について
３．地域コミュニティーの再生について
 （１）地域コミュニティーの再生について

5 19
福　間　健　治
（日本共産党）

＜分　割＞

１．新型コロナウイルス感染症対策
 （１）新型コロナウイルス感染症対策の強化・拡充について
２．消費税について
 （１）税率について
 （２）課税対象について
３．風力発電事業について
 （１）経済産業大臣の勧告について
 （２）住民への対応について

6 34
衛　藤　延　洋
（新市民クラブ)

＜一　括＞

１．子供のコロナ禍における環境について
 （１）感染症による学校での差別や偏見等の人権侵害について
 （２）夏休み明けの子供の自殺について
２．感染症対策としての自動水栓の設置について
 （１）学校現場における自動水栓について
 （２）公共施設の自動水栓について
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7 18
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．財政について
 （１）来年度予算編成について
２．教育行政
 （１）教育現場の管理体制について
 （２）新型コロナウイルス感染症対策
 （３）学習指導上のツールについて
 （４）ＧＩＧＡスクール構想について
 （５）朝食の重要性について
３．子どもすこやか行政
 （１）新型コロナウイルス感染症対策
４．消防行政
 （１）災害対応力向上策について
５．防災危機管理行政
 （１）事前防災行動計画について
６．福祉保健行政
 （１）新型コロナウイルス感染症対策

8 39
橋　本　敬　広

（公明党）
＜一問一答＞

１．令和２年７月豪雨災害の対応について
 （１）避難情報について
 （２）避難所について
 （３）被災後の市民の行動について
 （４）災害備蓄品について
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9 41
国　宗　　　浩

（公明党）
＜一問一答＞

１．自治会活動について
 （１）コロナ禍における支援について
２．高齢者の安心について
 （１）地域ふれあいサロンについて
 （２）認知症の人による事故発生時の損害賠償について
３．ごみ処理について
 （１）廃プラスチック処理について
４．市民が憩う場について
 （１）キャンプ場について
 （２）バーベキューエリアについて

10 20
岩　崎　貴　博
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．災害対策
 （１）浸水対策
 （２）土砂災害について
 （３）避難所について
２．教育行政
 （１）携行品について
３．生活保護行政
 （１）ケースワーカーについて
 （２）熱中症対策
４．介護保険について
 （１）地域包括支援センターについて
５．感染症対策
 （１）季節性インフルエンザについて

11 4
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）

＜分　割＞

１．新型コロナウイルス感染症の影響について
 （１）経済に与える影響について
 （２）税収に与える影響について
２．ＢＲＴについて
 （１）ＢＲＴの効果と活用について

12 42
泥　谷　　　郁

（公明党）
＜一問一答＞

１．道路維持管理システムについて
 （１）平成31年から令和２年９月までの取組について
 （２）課題について
 （３）システム導入による効果について
 （４）セキュリティー対策
 （５）今後の取組について

13 38
高　橋　弘　巳
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．防災士について
 （１）自主防災会における防災士の役割について
 （２）防災士資格取得試験について
２．製造業の国内回帰について
 （１）製造業の国内回帰について

14 43
佐　藤　和　彦

（公明党）
＜分　割＞

１．本庁舎非常用電源設備について
 （１）高架化に係る進捗状況について
 （２）今後の実施予定について
２．情報セキュリティ体制の充実について
 （１）平成30年度情報セキュリティ外部監査について
 （２）令和元年度情報セキュリティ内部監査について

15 44
今　山　裕　之

（公明党）
＜一問一答＞

１．災害対策
 （１）避難確保計画書について
 （２）災害時の駐車場確保について
 （３）避難所について
 （４）みなし仮設住宅確保について
 （５）都市再生特別措置法等の一部を改正する法律について

９月９日（水）



16 1
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．令和２年７月豪雨における災害対応について
 （１）令和２年７月豪雨における災害対応について
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17 28
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．市有施設の貸し館業務について
 （１）新型コロナウイルス感染症による減収への対応について
 （２）使用許可申請に関する条例施行規則について
２．環境行政
 （１）大分市清掃事業審議会の中間答申について

18 21
斉　藤　由美子
（日本共産党）

＜分　割＞

１．地方自治について
 （１）自治体戦略2040構想について
２．全世代型社会保障について
 （１）介護保険制度について
 （２）ケア労働について
 （３）社会保障制度の運用について
３．新型コロナウイルス感染症対策
 （１）収入が激減した世帯への支援について
４．公共事業について
 （１）荷揚町小学校跡地の利活用について
 （２）ＰＦＩの導入について
５．学びを保障する教育環境について
 （１）少人数学級について
 （２）補助教員の配置について
 （３）ＧＩＧＡスクール構想について

19 2
小　野　仁　志
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．大分市葬斎場について
 （１）葬斎場改修事業について
 （２）葬斎場の利用状況について
 （３）今後の葬斎場について

20 3
松　木  大　輔
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．子供の貧困について
 （１）大分市子どもの学習支援事業について
２．地方自治について
 （１）住民投票について

21 25
松　下　清　高

（社会民主クラブ）
＜分　割＞

１．災害対策
 （１）避難所運営の在り方について
２．財政運営について
 （１）基金の在り方について

22 16
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．避難所について
 （１）豪雨被害の現状について
 （２）日常的な保守点検について
 （３）避難所としての安全性の確保について

23 17
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
＜分　割＞

１．災害対応について
 （１）災害時の情報収集について
 （２）情報共有について
 （３）避難情報の把握について
２．熱中症対策
 （１）児童生徒への熱中症対策

９月１０日（木）



24 30
スカルリーパー・エイジ

（新政クラブ）
＜分　割＞

１．餌やりによるごみへの対応について
 （１）餌やりの現状について
 （２）餌やりに伴うごみの投棄について
２. インクルーシブ防災について
 （１）現状の取組について
 （２）非常時の電源確保について
３．新型コロナウイルス感染症対策
 （１）新型コロナウイルス感染症対策
４．ＰＴＡとの連携について
　(１）個人情報の取扱いについて
 （２）ＰＴＡ加入の有無による子供への影響について
 （３）マニュアル作成について


