
（令和３年第２回定例会）

発言
順位

議席
番号

氏　　名
（会　派）

質　疑　質　問　の　内　容

1 29
堤　　 英　貴
（無所属）

＜一問一答＞

１．市民部関連行政
（１）開かれたコミュニティー形成について
２．商工労働観光部関連行政
（１）半導体産業について
（２）第３次大分市商工業振興計画について
（３）大分空港の「宇宙港」化について

2 42
泥　谷　　　郁

（公明党）
＜一問一答＞

１．デジタル化社会の実現について
（１）デジタル庁創設に伴う、本市におけるデジタル化の取組について
（２）デジタルディバイド（情報格差）の是正について
（３）デジタル化社会の構築への支援について
２．新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について
（１）65歳以上の接種時における予約対応について
（２）高齢者の接種終了予定について
（３）予約時の総括・反省点等現状について
（４）デジタル対応が苦手な方への支援について
（５）本市における職域接種の取組について

3 20
宇都宮　陽　子

（立憲民主クラブ）
＜一問一答＞

１．ヤングケアラーについて
（１）ヤングケアラーの実態調査について
（２）ヤングケアラーへの支援について
２．生理の貧困について
（１）防災備蓄されている生理用品について
（２）学校現場での取組について
３．子供の朝食支援事業について
（１）子供の朝食支援事業実施に向けて

4 4
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．幼児教育・保育について
（１）保育士（保育教諭・幼稚園教諭）の人材確保について
（２）幼稚園教諭免許について
２．自然災害対応について
（１）令和２年７月豪雨災害について
（２）避難所運営について
（３）ボランティアについて
３．自転車活用の推進について
（１）自転車通行空間の整備について
（２）自転車損害賠償責任保険について
（３）おおいたサイクルシェアについて

5 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）検査体制について
（２）ワクチン接種について
（３）東京オリンピック・パラリンピックについて
２．全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部
　　を改正する法律について
（１）全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一
　　　部を改正する法律について
３．デジタル化について
（１）デジタル関連法について
４．教育行政
（１）新教育長の基本姿勢について
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6 22
甲　斐　高　之

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．中判田駅周辺整備に関する基本構想の策定に向けた勉強会について
（１）勉強会を開催するに至った経緯について
（２）勉強会のこれまでの内容について
（３）勉強会の今後の見通しについて
（４）勉強会の継続について
２．新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について
（１）副反応等について
（２）今後のワクチン接種の見通しについて
（３）接種を進めていく上で、大切にしていることについて
（４）今後の対応について
（５）接種を希望しない方へのサポートについて

7 1
牧　 　貴　宏
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．小中学校における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に関するマニュアルについて
（２）体育授業におけるマスクの着用について
２．校舎等の施設の維持管理について
（１）校舎等の施設の維持管理について
３．バイクの駐車場について
（１）本市における排気量125㏄を超えるバイク駐車場の設置状況につ
      いて
（２）今後の予定について

8 40
川　邉　浩　子

（公明党）
＜分割＞

１．夜間中学の設置に向けた取組について
（１）「おおいたナイトスクール」の取組状況について
（２）夜間中学の設置の取組について
２．インクルーシブ教育システムについて
（１）保育事業・教育委員会の取組について
（２）インクルーシブな遊具の設置について
３．新型コロナウイルスワクチンメーターの導入について
（１）導入への考えについて
４．がん検診について
（１）コロナ禍でのがん検診の現状と取組について
（２）肺がん検診の受診率向上の取組について

9 23
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．コンパルホールについて
（１）コンパルホールの活用について
２．水害時避難支援事業について
（１）水害監視カメラシステム構築について
３．児童の登下校について
（１）隣接校選択制における登下校について
（２）小規模特認校制度における登下校について
（３）登下校時における課題について



発言
順位

議席
番号

氏　　名
（会　派）
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10 44
今　山　裕　之

（公明党）
＜分割＞

１．教育行政
（１）理想の教育について
（２）教育長の使命について
（３）直面する課題について
２．マイボトル運動の推進について
（１）マイボトル運動の推進について
（２）ボトルディスペンサー型給水機の設置について

11 3
長　野　辰　生
（自由民主党）

＜分割＞

１．東部地区における温水プールの整備について
（１）東部地区における温水プールの整備について
２．廃校の有効活用について
（１）廃校の有効活用について
３．新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について
（１）東部地区における集団接種会場の設置について
（２）優先接種について

12 30
岩　川　義　枝

（無所属）
＜分割＞

１．成年後見制度について
（１）本市の認知症高齢者数について
（２）本市の成年後見制度の利用状況について
（３）本市の成年後見制度の利用支援について
（４）成年後見制度の利用促進の取組について
２．本市における児童生徒の自転車事故について
（１）児童生徒の自転車事故の発生件数や事故の状況について
（２）児童生徒の自転車の事故防止のために行っている取組について
（３）自転車損害賠償責任保険等への加入の周知について

13 19
スカルリーパー・エイジ
（立憲民主クラブ）

＜一問一答＞

１．災害時におけるペットの命を守る取組について
（１）避難方法について
（２）救助方法について
２．新型コロナウイルス感染症対策
（１）抗原検査の拡充について

14 25
宮　邉　和　弘

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．福祉保健行政
（１）新型コロナウイルス感染症ワクチンについて
２．環境行政
（１）ごみ減量について
（２）不法投棄について
（３）新環境センターについて
（４）高齢者等世帯に対するごみ出し支援事業について

15 24
松　下　清　高

（社会民主クラブ）
＜分割＞

１．多文化共生について
（１）外国人等からの相談状況について
（２）相談対応について
（３）庁内連絡体制について
（４）関係機関等との連絡体制について
（５）当事者団体等との情報交換等について
２．地域共生社会について
（１）地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律
　　　について
（２）引きこもり対策

16 39
橋　本　敬　広

（公明党）
＜一問一答＞

１．大分西部公民館の利便性向上について
（１）駐車場不足に関する意見要望について
（２）駐車場確保について
（３）大分きゃんバスルートについて
２．歩行者通行量調査について
（１）携帯電話基地局の運用データに基づく人の移動に関する統計情報
　　　について
３．自転車走行環境について
（１）自転車安全利用五則の啓発について
（２）路面表示について

６月２１日（月）



17 41
国　宗　　　浩

（公明党）
＜一問一答＞

１．生涯学習について
（１）公民館教室・講座について
２．投票について
（１）郵便投票の特例について
（２）オンライン請求について
３．上下水道行政
（１）水道スマートメーターについて
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18 34
井手口　良　一

（無所属)
＜一問一答＞

１．新型コロナウイルス感染症対策
（１）検査結果の分析について
（２）感染者のフォロー体制について
（３）感染症専門医療施設の設置について
（４）外国人への支援について
（５）ワクチン接種後のフォローについて
２．福祉保健行政
（１）介護認定者などの居宅介護支援について
（２）ダブルケア世帯支援について
３．子どもすこやか行政
（１）独り親世帯への支援策について
（２）ヤングケアラー支援について
（３）大分市版ネウボラの構築について
（４）子供のための安全・安心な歩行空間の確保について
４．消防行政
（１）予防施策について
（２）救急救命施策について
５．総務部関連行政
（１）災害対策本部要員のワクチン接種について

19 18
松　本　充　浩

（立憲民主クラブ）
＜一問一答＞

１．保育行政
（１）待機児童の現状について
（２）保育コンシェルジュについて
２．新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について
（１）接種の現状について
（２）予約状況について
（３）高校３年生の対応について
（４）接種券の発送について
（５）今後について
３．環境行政
（１）沿岸部における流木処理について
（２）海上清掃船「清海」について

20 17
斉　藤　由美子
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．8050問題
（１）家族への対応について
２．公務・公共労働について
（１）契約先の問題
３．「公の施設」について
（１）公園の維持・管理について
４．保育・幼児教育行政
（１）保育の質の担保について
５．ジェンダー平等について
（１）生理用品について

21 27
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．自治委員の負担軽減と報酬について
（１）自治委員の負担軽減について
（２）自治委員の報酬制度について
２．選挙公報について
（１）発行までの手順について
（２）期日前投票の増加に伴う情報提供の在り方について
（３）選挙公報の意義について
３．市立小中学校の給食費について
（１）学校給食費の公会計化の進捗状況について
（２）課題について
（３）公会計化における給食費への補助について
４．教職員の配置について
（１）教職員の配置について

22 35
佐　藤　睦　夫
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．教育行政
（１）市立中学校の校則について

６月２２日（火）



23 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）陽性者の年代別分析について
（２）クラスターについて
（３）市中感染の可能性について
（４）死亡事例について
（５）ワクチン接種後の状況について
（６）市民への情報提供について
（７）傾向の分析と対策について
２．保育事業の基本的な考え方について
（１）待機児童という考え方について

24 32
衛　藤　延　洋

（無所属）
＜一問一答＞

１．史跡として価値ある古墳の保護保存について
（１）遺跡のうち、史跡の保護保存の在り方について
（２）県指定史跡「小牧山古墳群」の歴史遺産の見解について
（３）新たな生活様式における観光資源としての古墳群整備について
（４）国指定史跡の認定について
２．奨学金制度の在り方について
（１）本市における奨学金の制度について
（２）コロナ禍における奨学金の返済猶予について
（３）給付型奨学金の拡充について
３．第８期介護保険事業計画について
（１）施設整備における公募について
（２）地域包括支援センターの体制強化について

25 2
進 　　義　和
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．新型コロナウイルス感染症対策における中心市街地の活性化につい
　　て
（１）飲食店等への認証制度について
（２）イベントを実施する際におけるガイドラインについて
（３）イベントを開催する際の認証制度について
２．防災教育について
（１）小学校、中学校における防災教育について
（２）防災についての教育施設（防災館）の設置について
３．ベビー・ファースト運動について
（１）ベビー・ファースト運動について


