
（令和３年第１回定例会）

発言
順位

議席
番号

氏　　名
（会　派）

質　疑　質　問　の　内　容

1 32
衛　藤　延　洋

（無所属）
＜分　割＞

１．持続可能な未来へつなぐ社会について
 （１）海洋プラスチックごみ対策
 （２）ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）について
２．コロナ禍における文化・芸術の在り方について
 （１）文化・芸術公演の基準について
３．子供の感染症対策における施設整備について
 （１）非接触型の自動水栓について

2 44
今　山　裕　之

（公明党）
＜一問一答＞

１．選挙について
 （１）大分市議会議員選挙について
２．新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について
 （１）新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について

3 41
国　宗　　　浩

（公明党）
＜一問一答＞

１．防災士の活動について
 （１）防災士協議会について
 （２）事業所防災士について
 （３）女性防災士会について
 （４）スキルアップについて
２．福祉協力員について
 （１）役割について
 （２）進捗状況について
 （３）今後のスケジュールについて

4 1
牧　 　貴　宏
（自由民主党）

＜分　割＞

１．新型コロナウイルス感染症によって影響を受けた中小・小規模事業
　　者への支援について
 （１）さらなる支援が必要とされる事業者への今後の支援について
２．不妊治療について
 （１）男性の不妊治療について
 （２）不妊治療への周囲の理解について
 （３）不妊治療の今後の予定について
３．５Ｇについて
 （１）本市における現在のサービス提供状況と今後の予定について
４．映画、テレビ番組等のロケ誘致について
 （１）映画、テレビ番組等のロケ誘致の現状について
５．大友氏館跡庭園について
 （１）今後の庭園等の活用について

5 28
日小田　良　二

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．新型コロナワクチン接種について
 （１）本市の接種体制に対する基本的考えについて
 （２）大分県の取組状況と市町村との役割分担について
 （３）本市の接種開始時期について
 （４）接種順位と接種人数の想定について
 （５）ワクチンの管理と移送方法について
 （６）事前周知から接種までの流れについて
 （７）ワクチンを無駄にしない方法について
 （８）コロナワクチンナビについて
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6 20
宇都宮　陽　子

（立憲民主クラブ）
＜一問一答＞

１．男女共同参画推進について
 （１）男女共同参画センターの市民への啓発について
２．市立中学校・義務教育学校の制服選択制について
 （１）制服選択制に向けた進捗具合について
 （２）制服選択制の実現に向けて
３．子供の貧困問題
 （１）生理の貧困について
 （２）学校現場での生理用品の無償配布について

7 23
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
＜一　括＞

１．公用車へのカーナビの設置について
 （１）公用車へのカーナビの設置について
２．投票率の向上対策
 （１）投票率の向上対策
３．買い物難民の解消について
 （１）買い物難民の解消について

8 3
長　野　辰　生
（自由民主党）

＜一　括＞

１．巨大地震・大津波への備えについて
 （１）大分市津波・地震ハザードマップについて
 （２）震災時の危険箇所を想定したマップの作成について
 （３）耐震性貯水槽について
 （４）震災時の消火体制等について
２．大分市公設地方卸売市場について
 （１）市場施設の耐震性について
 （２）建て替えの今後の見通しについて

9 16
福　間　健　治
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．新型コロナウイルス感染症対策
 （１）消費税について
 （２）事業者と雇用者支援について
２．福祉保健行政
 （１）生活保護について
３．国民健康保険について
 （１）国保税について
４．教育行政
 （１）少人数学級について

10 2
進 　　義　和
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．コロナ禍における救急業務について
 （１）新型コロナウイルス感染症患者、その疑いを含む患者の救急出
　　　 場件数について
 （２）救急車の不足等特殊事案の発生について
 （３）職員の労務管理について
 （４）職員の人員配置について
２．中心市街地の活性化について
 （１）これまで本市が行った支援状況について
 （２）今後の中心市街地へ人を呼び戻すための施策について
３．市営住宅における入居について
 （１）入居・退去におけるルールについて
 （２）現状復旧の範囲について
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11 29
堤　　 英　貴
（無所属）

＜一問一答＞

１．地元中小企業の競争力向上について
 （１）産業集積の様相について
 （２）産学官連携について
 （３）若者の就労機会について
 （４）大分空港の「宇宙港」化について

12 19
スカルリーパー・エイジ

（立憲民主クラブ）
＜一問一答＞

１．開票事務について
 （１）無効票について
 （２）開票立会人について
２．新型コロナウイルス感染症対策
 （１）今後の支援について
３．マイクロプラスチック問題
 （１）マイクロプラスチック問題の認識について
 （２）人工芝による整備について
４．（仮称）動物愛護条例について
 （１）条例の制定について

13 34
井手口　良　一

（無所属)
＜一問一答＞

１．企画部関連項目
 （１）ＳＤＧｓの推進について
 （２）未来創造型市政執行について
２．商工労働観光行政
 （１）近未来創造を見据えた産業政策
３．福祉保健行政
 （１）新型コロナウイルス感染症対策
 （２）新型コロナウイルス感染症パンデミック下における長寿福祉施
　　　 策について
４．市民部関連行政
 （１）地域コミュニティ再構築について
５．子どもすこやか行政
 （１）地域活動支援について
６．都市計画行政
 （１）新しい都市像について
 （２）公衆トイレについて
 （３）自然環境保全について
７．農林水産行政
 （１）ＳＤＧｓを見据えた市有林管理について
８．教育行政
 （１）学校管理職の資質について

14 40
川　邉　浩　子

（公明党）
＜分　割＞

１．働く障がい者の収入向上に向けての支援について
 （１）現状の取組について
 （２）今後の取組について
２．障がい者の法定雇用率の引き上げについて
 （１）本市の法定雇用率の達成状況について
 （２）雇用率を達成できていない企業への支援について
 （３）障がい者の就労継続に向けた取組について
３．学校施設の防火シャッターの危害防止対策
 （１）平成29年から危害防止装置の設置状況について
 （２）未設置箇所への取組について
４．切れ目のない子育て支援について
 （１）本市の子育て世代包括支援センターの現状について
 （２）出産前後小児保健指導（ぺリネイタル・ビジット）について
 （３）産後の孤立化を防ぐ取組について
 （４）産後ケアについて
 （５）新たな訪問支援事業の導入について

３月２２日（月）



15 27
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．新型コロナウイルス感染症対策における休業手当について
 （１）新型コロナウイルス感染症対策における休業手当について
２．市が設置するプールの更衣室について
 （１）市が設置するプールの更衣室について
３．情報格差と市民相談について
 （１）情報格差の是正について
 （２）市民相談室の対応状況について
４．学校制服の選択制導入への社会認識の醸成について
 （１）これまでの取組について
 （２）市民の反応について
 （３）今後のさらなる取組について
５．パートナーシップ制度について
 （１）パートナーシップ制度の現状について
 （２）パートナーシップ制度導入について

16 5
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症関連
 （１）ワクチン予防接種について
 （２）老人保健施設でのクラスター対応について
 （３）きめ細やかで公平な事業者への支援について
２．区画整理について
 （１）区画整理について
３．市営住宅跡地の有効活用について
 （１）敷戸東町市営住宅跡地の有効活用について
４．消防団員の報酬について
 （１）地方交付税の算定額について

17 30
岩　川　義　枝

（無所属）
＜一問一答＞

１．発達障がいの早期発見について
 （１）１歳６か月健診における発達障がいの早期発見に向けての現状
　　　 について
 （２）１歳６か月健診で発達障がいの疑いがある場合の支援体制につ
　　　 いて
 （３）１歳６か月健診における保育士の活用について
２．児童相談所の設置について
 （１）今までの取組について
 （２）設置に向けた今後の取組について
 （３）開設の目標年次について
３．不登校について
 （１）不登校を生み出さないための取組について
 （２）スクールライフサポーターの活動内容について
 （３）スクールライフサポーターの成果について
 （４）長期化した時の対応について
 （５）フリースクールとの連携について

18 39
橋　本　敬　広

（公明党）
＜一問一答＞

１．県の事業「大分空港海上アクセス整備事業」における県との連携に
　　ついて
 （１）政策協議の内容について
 （２）都市計画の変更について
 （３）交通手段について
 （４）市道等への影響について
 （５）災害発生時の港湾内での影響について
 （６）騒音問題
 （７）観光振興と魅力発信について
２．コロナ禍の支援について
 （１）支援を受けられない事例の対応について
 （２）給付等の基準年について
 （３）家賃支援の条件について

19 31
高　松　大　樹

（無所属）
＜一　括＞

１．学校教育について
 （１）外国語指導助手について


