
（令和２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 24
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．環境行政
 （１）地球温暖化対策
２．人口減少社会における地域づくりについて
 （１）高齢者への支援について

2 18
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．企画部関連事項
 （１）ＳＤＧｓについて
 （２）指定管理者制度について
２．土木建築行政
 （１）市営住宅について
 （２）施設設計の基準について
３．財務部関連事項
 （１）施設管理について
４．都市計画行政
 （１）都市基盤整備の考え方について
５．農林水産行政
 （１）災害対策
６．商工労働観光行政
 （１）新型コロナウイルス感染症対策
 （２）コロナ後の地域振興策について
 （３）人材誘致について
７．子育て支援について
 （１）保育行政の充実について
 （２）子供の生活支援について
８．福祉保健行政
 （１）ヤングケアラーや介護退職者の社会復帰支援について
 （２）ソーシャルディスタンスについて

3 19
福　間　健　治
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．予算について
 （１）新年度予算編成について
２．新型コロナウイルス感染症への対応について
 （１）新型コロナウイルス感染症への対応について
３．暮らし支援について
 （１）暮らし支援について
４．地域要望について
 （１）地域要望について

4 31
三　浦　由　紀
（新政クラブ）

＜一　括＞

１．のつはる天空広場について
 （１）のつはる天空広場について

5 43
佐　藤　和　彦

（公明党）
＜一　括＞

１．大分県立高等特別支援学校（仮称）について
 （１）学校の特色について
 （２）コースの選択について
 （３）就労に向けた取組について
 （４）定員数について
 （５）スクールバスなどの計画について
 （６）就学に必要な概算経費と就学奨励金について
 （７）今後のスケジュールについて

6 41
国　宗　　　浩

（公明党）
＜一問一答＞

１．コロナ禍の心の健康について
 （１）ひきこもり対策
 （２）自殺対策
２．有害鳥獣対策
 （１）大分市鳥獣被害防止計画について
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7 34
衛　藤　延　洋
（新市民クラブ)

＜分　割＞

１．地域包括支援センター業務の複雑化について
 （１）地域包括支援センターの相談内容の複雑化について
 （２）指定介護予防支援事業者としての役割とは
 （３）居宅介護支援事業所への委託手数料の新設について
２．地域包括支援センター職員の増員について
 （１）介護予防の専門職種の必要性について
 （２）専門職員の増員について
 （３）主任介護支援専門員について

8 30
スカルリーパー・エイジ

（新政クラブ）
＜分　割＞

１．今後の市政の課題について
 （１）新年度予算編成の考え方について
 （２）人口減少社会への対応について
 （３）公共施設の在り方について
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）（仮称）動物愛護条例について

9 44
今　山　裕　之

（公明党）
＜一問一答＞

１．福祉行政
 （１）地域包括支援センターについて
２．本市における移住・定住支援について
 （１）コロナ禍に対応した移住促進の取組について
 （２）職員採用試験について
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10 42
泥　谷　　　郁

（公明党）
＜一問一答＞

１．日常生活用具給付等事業について
 （１）令和元年第２回定例会からの調査状況について
 （２）関係団体からの要望について
 （３）事業対象としての課題について
 （４）今後の取組について
２．紙おむつリサイクルについて
 （１）使用済紙おむつ処理の現状について
 （２）再生利用等の効果について
 （３）再生利用等の課題について
 （４）今後の取組・方向性について

11 32
高　松　大　樹

（無所属）
＜分　割＞

１．市中心部におけるスポーツ施設の活用について
 （１）大分市営陸上競技場について
 （２）大洲総合運動公園について
 （３）スポーツ活動拠点の形成について
２．ｅスポーツについて
 （１）現在の取組について
 （２）今後の取組について

12 13
長　田　教　雄
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．水素社会の実現に向けた取組について
 （１）大分市水素利活用計画について
 （２）水素を活用した事業への支援について

13 23
甲　斐　高　之

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．感染症対策と今後の学校教育について
 （１）人員の配置状況について
 （２）支援事例も踏まえた成果について
 （３）大分市独自の人員配置について
 （４）臨時休業後の支援体制について
 （５）各種学校行事への対応について
 （６）30人学級の全学年への導入拡大について
２．公共交通政策
 （１）バス停上屋の整備について
 （２）今後の整備方針について

14 39
橋　本　敬　広

（公明党）
＜分　割＞

１．ビル火災の対応について
 （１）災害救援物資配布等の体制について
 （２）現場での支援拠点について
２．ＳＮＳを活用した相談体制について
 （１）子ども家庭支援センターでの体制構築について
３．認可保育施設の一時預かりについて
 （１）一時預かりの現状について
 （２）預かり可能な日数の事前把握について
４．コロナ禍の支援について
 （１）支援を十分に受けられない状況について
 （２）ドライブスルーお祭り屋台について

15 4
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．新型コロナウイルス感染拡大防止について
 （１）陽性患者受入医療機関の現状について
 （２）国民健康保険の傷病手当金について
２．投票率の向上について
 （１）「こどもせんきょ」の実施について
３．教育行政
 （１）学校での手話導入について
 （２）ＰＴＡ入会手続について
４．滝尾駅周辺地域の開発について
 （１）滝尾駅周辺地域の開発について
５．消防団車庫詰所等へのエアコン・Ｗｉ-Ｆｉの設置について
 （１）消防団車庫詰所等へのエアコン・Ｗｉ-Ｆｉ設置について

１２月７日（月）



16 16
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．留学生について
 （１）現状について
 （２）コロナ禍での活動支援について
 （３）就労支援策について
 （４）今後の対応について
２．年末年始の新型コロナウイルス感染症対策
 （１）本市の対応について
 （２）忘年会・新年会に係る事業者への支援について
 （３）保健所の対応について
３．河川整備について
 （１）堆積物の除去について
 （２）除草について

17 20
岩　崎　貴　博
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．生徒・学生支援について
 （１）高校・大学・専門学生等への支援について
２．子育て支援について
 （１）子供の医療費について
３．農業問題
 （１）稲作について
４．災害対策
 （１）避難所増設について
５．公共交通について
 （１）野津原地域のバス減便について
 （２）ＪＲ豊肥本線について
６．自然エネルギーについて
 （１）メガソーラーについて

18 3
松　木  大　輔
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．学校施設建設について
 （１）民間活力の導入について
２．子供達が夢と希望を持つことができるまちづくりについて
 （１）令和元年度調査で将来の夢や希望を持っていると回答した本市の
       中高生が60.7％であったことについて
 （２）中高生の居場所づくりについて
 （３）夢の教室について
 （４）新たなアプローチからの施策の創出について



発言
順位

議席
番号

氏　　名
（会　派）

質　疑　質　問　の　内　容

19 21
斉　藤　由美子
（日本共産党）

＜分　割＞

１．交通権について
 （１）移動の権利の保障について
２．社会保障について
 （１）後期高齢者医療について
 （２）介護保険サービスについて
３．環境保全について
 （１）ばいじん対策
４．議第128号　大分市工場立地法に基づく準則等を定める条例の制定に
    ついて
 （１）議第128号　大分市工場立地法に基づく準則等を定める条例の制定
       について
５．労務管理について
 （１）公務・公共労働について
６．教育について
 （１）いじめ問題への対応について
７．平和について
 （１）核兵器廃絶について

20 28
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．浸水対策
 （１）浸水被害の状況について
 （２）排水ポンプについて
２．がけ崩れの防災工事等に対する助成事業について
 （１）大分市既成宅地防災工事等助成事業の実績について
 （２）助成の上限について
 （３）県の防災事業について
３．聴力検査について
 （１）聴覚障害の認定について
 （２）検査について

21 17
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
＜分　割＞

１．各種申請手続について
 （１）現在の取組について
 （２）デジタル申請への取組について
２．鳥インフルエンザについて
 （１）現在の取組について
 （２）今後の取組について

22 40
川　邉　浩　子

（公明党）
＜分　割＞

１．岡原花公園とその周辺の整備について
 （１）岡原花公園と市道横尾29号線の整備の方向性と進捗状況について
 （２）大分松岡パーキングエリアのスマートインターチェンジ化につい
　　　 て
２．保育行政
 （１）保育事務の効率化について
３．就労継続支援Ａ型事業所について
 （１）経営改善計画書の提出が必要となった事業所への対応について
４．女性の命を守る取組について
 （１）女性のがん対策
 （２）ＡＹＡ世代のがん対策及びがん患者社会参加応援事業の周知につ
       いて
５．新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について
 （１）国からの情報提供について
 （２）接種体制の準備について

23 1
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．いじめ問題における対応について
 （１）文書改ざんについて
 （２）いじめ第一報について
 （３）大分市いじめ問題対応マニュアルについて

１２月８日（火）



24 25
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）開発行政の在り方について
 （２）今後のまちづくりについて
２．障がい者福祉について
 （１）新型コロナウイルス感染症による就労支援事業所運営の影響につ
       いて
 （２）報酬改定の影響について
３．不登校支援について
 （１）本市の不登校の実態について
 （２）フリースクールについて

25 2
小　野　仁　志
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．水防について
 （１）水防について
２．妊婦健診について
 （１）妊婦健診について

26 37
荻　本　正　直
（新市民クラブ)

＜分　割＞

１．三佐北地区住環境整備事業と公共下水道整備事業について
 （１）住環境整備事業の進捗状況について
 （２）当初の事業計画から遅れた要因と今後の対応について
 （３）公共下水道整備事業の進捗状況について
 （４）住環境整備事業との同時施工による利点と問題点について
２．防災・減災の取組について
 （１）自主防災組織による防災訓練の状況について
 （２）防災訓練の検証結果を踏まえ、今後取り組むべき課題について
 （３）本市の災害時避難行動の取組について
 （４）これまでの避難行動に関する取組を踏まえた今後の対応について


