
（令和３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 41
国　宗　　　浩

（公明党）
＜一問一答＞

１．集落の維持について
（１）頑張る集落たすくる隊事業について
（２）過疎地域の今後について
２．新型コロナウイルス感染症について
（１）ワクチン接種について
（２）自殺予防対策
３．危険な盛土について
（１）実態等について
（２）公有施設について
（３）規制について

2 40
川　邉　浩　子

（公明党）
＜分割＞

１．防災・減災について
（１）防災の日、防災週間の取組について
（２）液体ミルクの備蓄と活用について
（３）男女共同参画の視点からの災害対応力について
（４）避難所運営における女性職員の配置について
２．シェアサイクル普及促進事業について
（１）これまでの利用状況について
（２）サービスエリアの拡大について
３．テレワークの活用推進について
（１）本市業務におけるテレワークの導入について
（２）市内事業所のテレワーク導入状況について
（３）テレワーク導入支援について
４．障がい者の在宅就労の促進について
（１）関係機関との連携について
（２）相談の主な内容と対応について
（３）今後新たな施策の実施について
５．メンタルヘルスファーストエイドについて
（１）本市の認識について
（２）今後の普及、啓発について

3 1
牧　 　貴　宏
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．ヴェルスパ大分について
（１）ヴェルスパ大分のホームタウンとなることについて
（２）複数チームのホームタウンとなることについて
（３）ヴェルスパ大分への今後の支援について
２．アーバンスポーツについて
（１）練習場所の確保について

4 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）事業者支援について
（２）生活困窮者支援について
２．（仮称）大分・臼杵ウィンドファーム事業について
（１）（仮称）大分・臼杵ウィンドファーム事業について
３．放課後等デイサービス事業について
（１）放課後等デイサービス事業について

5 5
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）

＜分割＞

１．重症化させない新型コロナウイルス感染症対策
（１）感染力を持たない陽性者について
（２）重症化リスクの早期発見のために
（３）症状に応じた効果的対応をするために
２．新型コロナウイルス感染症対応医療機関への支援について
（１）対応医療機関の費用負担軽減について
（２）対応医療従事者へお礼と激励を
３．児童虐待防止のための取組について
（１）ネグレクトの周知について
（２）ＳＮＳの活用について

質　疑　質　問　発　言　順　位　表

９月７日（火）



6 30
岩　川　義　枝

（無所属）
＜一問一答＞

１．不登校について
（１）スクールライフサポーターについて
（２）不登校の生徒の支援を含む進路指導について
（３）不登校児童生徒の保護者支援、親同士のつながりについて
（４）本市のフリースクールの現状と情報提供について
２．ときめき出会いサポート事業について
（１）ときめき出会いサポート事業の目的について
（２）参加者の声や御意見について
（３）参加者の費用について
（４）今後の取組について

7 27
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．老人いこいの家について
（１）利用状況について
（２）有効活用について
２．障害者手帳について
（１）手帳を交付された市民の状況について
（２）精神障害者保健福祉手帳の申請等の手続について



発言
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議席
番号

氏　　名
（会　派）

質　疑　質　問　の　内　容

8 39
橋　本　敬　広

（公明党）
＜分割＞

１．ソフトウエアロボットについて
（１）導入後の成果について
（２）今後の取組について
２．高齢者施策について
（１）高齢者施策の周知について
（２）介護予防に関する周知について
３．道路における災害対策
（１）流出する雨水・泥水等の対策
（２）通行の妨げとなる土砂の対応について
（３）民有のり面への周知について
４．令和４年成人記念集会について
（１）開催場所の変更の経緯について
（２）情報周知について
（３）対象者のアクセスについて
（４）会場及び周辺地域の警備について
（５）新型コロナウイルス感染症対策
（６）開催可否の判断基準について

9 29
堤　　 英　貴
（無所属）

＜一問一答＞

１．防災について
（１）津波・地震ハザードマップ作成の経緯について
２．地震・津波で被害を想定される地域の産業政策
（１）進出企業への対応について
（２）事業所等への対応について
３．校則について
（１）頭髪に関する校則について
（２）生活点検について
（３）校則検討委員会について
４．次世代教育について
（１）ＧＩＧＡスクール構想の進捗について
（２）オンライン授業の取組について
（３）オンライン授業に伴うサポート体制について
５．家庭の問題
（１）長時間在宅する子供へのサポートについて
（２）長時間在宅する親へのサポートについて
６．文化財について
（１）おおいた地域伝統文化応援事業の応募状況について
（２）文化財保護法改正に伴う独自の地方登録制度について

10 4
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．消防団について
（１）団員の確保について
２．ＧＩＧＡスクール構想について
（１）ＧＩＧＡスクール構想について
３．児童生徒に対する新型コロナワクチン接種について
（１）児童生徒に対する新型コロナワクチン接種について
４．市民全体の健康な体づくりについて
（１）コロナ禍における運動機会減少に対する取組について

11 23
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．農林水産業施策について
（１）大分市ブランドについて
（２）ウンカ被害について
（３）担い手不足解消に向けた取組について
２．地元のプロスポーツチームへの支援について
（１）大分市ホームタウン推進事業について
（２）新たな地元プロスポーツチームへの支援について
３．コロナ禍での学校教育について
（１）教育現場での新型コロナウイルス感染症対策
（２）今後の課題について

９月８日（水）



12 19
スカルリーパー・エイジ

（立憲民主クラブ）
＜分割＞

１．農業用ため池のしゅんせつについて
（１）現状について
（２）今後の取組について
２．（仮）動物愛護検定について
（１）（仮）動物愛護検定について
３．高崎山自然動物園について
（１）現状の取組について
（２）課題について
（３）今後の取組について

13 44
今　山　裕　之

（公明党）
＜分割＞

１．福祉保健行政
（１）市民の尊厳を守るための事業について
（２）帯状疱疹予防接種費用の助成について
２．農福連携について
（１）農福連携について
３．市営住宅関連
（１）来客用駐車場について
（２）団地内の除草について

14 34
井手口　良　一

（無所属)
＜一問一答＞

１．福祉保健行政
（１）保健所について
（２）妊産婦支援体制について
（３）インクルーシブ防災について
（４）医療的ケア児支援について
２．防災危機管理行政
（１）防災危機管理行政
３．子どもすこやか行政
（１）保育園・認定こども園の感染予防策について
４．都市計画行政
（１）開発行為許可基準について
５．環境行政
（１）盛土や埋め土を行った土地の管理について
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氏　　名
（会　派）

質　疑　質　問　の　内　容

15 20
宇都宮　陽　子

（立憲民主クラブ）
＜一問一答＞

１．地球温暖化対策
（１）プラスチックフリーな暮らしの実現について
（２）パリ協定1.5℃目標実現に向けての取組について
２．「私らしく生きる」社会の実現について
（１）本市での取組について
（２）パートナーシップ制度について
３．平和の取組について
（１）本市での取組について
（２）核兵器禁止条約について

16 3
長　野　辰　生
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．渋滞対策
（１）渋滞対策における企業等への働きかけについて
２．ＰＴＡについて
（１）ＰＴＡの意義について
（２）大分市ＰＴＡ連合会との連携について

17 42
泥　谷　　　郁

（公明党）
＜一問一答＞

１．公園・緑地の保全と活用について
（１）小規模公園の集約や機能分担について
（２）利用しやすい公園・緑地の改善について
（３）Ｐａｒｋ－ＰＦＩについて
（４）こども広場について
（５）公園のトイレについて
２．住宅行政
（１）住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度について

18 17
斉　藤　由美子
（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）陽性者等への対応について
２．消費税について
（１）消費税について
（２）インボイスについて
３．国民健康保険税について
（１）国民健康保険税の負担軽減について
（２）コロナ禍への対応について
４．社会教育について
（１）学習機会の提供について

19 18
松　本　充　浩

（立憲民主クラブ）
＜一問一答＞

１．脱炭素社会に向けた取組について
（１）カーボンニュートラルについて
（２）水素社会の実現について
２．小中学校における新型コロナウイルス感染症対策
（１）児童生徒の感染状況について
（２）陽性判明時の対応について
（３）心のケアについて
（４）オンライン授業について
３．成人記念集会について
（１）成人記念集会について
４．災害時の避難について
（１）避難の現状について
（２）避難情報について

20 36
大　石　祥　一
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．猪野団地入口交差点について
（１）改良の進捗状況について
（２）地元要望について
（３）延伸する道路整備計画について
２．公園の利活用について
（１）健康器具の設置について

９月９日（木）



21 2
進 　　義　和
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．土砂災害への対策
（１）静岡県熱海市における土砂災害と類似した場所について
（２）静岡県熱海市における土砂災害と類似した場所への本市の対応に
　　　ついて
（３）住民の避難について
２．おたふくかぜワクチンの予防接種について
（１）ワクチンの効果について
（２）本市におけるワクチンの接種率（対象人数・接種人数）について
（３）本市の取組について
（４）県内の他市町村の取組について
（５）ワクチン接種の無償化について


