
（令和３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 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）医療機関・保健所について
（３）事業者・低所得者支援について
２．平和と安全について
（１）自衛隊演習について
３．国民健康保険について
（１）高額療養費について
４．公共施設について
（１）トイレについて

2 23
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
＜一括＞

１．ケーブルテレビ回線の活用について
（１）災害対策
（２）ケーブルテレビ回線の拡大について
２．農地の集積と適正な利用について
（１）耕作放棄地について
（２）農業法人等の規模拡大について
（３）農地の適正な利用について
３．ウィズコロナ対策
（１）コロナ禍での事業所等への支援について
（２）コロナ禍での市民への呼びかけについて

3 30
岩　川　義　枝

（無所属）
＜一問一答＞

１．選挙の投票について
（１）投票所の担当人数や役割について
（２）投票所の担当者の研修について
（３）代理投票について
（４）不在者投票の制度について
２．本市の水道水について
（１）令和３年度に策定された水質検査計画について
（２）原水が水道水に至るまでの工程について
（３）地震や大水等が発生した後の対応について
（４）市民への検査結果の公表について
（５）小学生に対する上下水道局としての取組について

4 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）本市での取組について
（２）今後の取組について
２．ひとり親家庭の支援について
（１）経済的な支援について
（２）こころの支援について
３．フードバンクの活用について
（１）ひとり親に特化した支援について
（２）支援物資を本市の窓口で配布することについて
４．安心・安全な学校給食について
（１）使用食材の安全基準について
（２）地産地消の取組について
（３）有機農産物の活用について
（４）遺伝子組換え食品の排除について
（５）ゲノム編集食品の排除について

5 44
今　山　裕　之

（公明党）
＜分割＞

１．財務部関連
（１）交通安全対策事業費について
２．新型コロナウイルス感染症の第６波対策
（１）医療体制の強化について
（２）コロナワクチンの３回目接種について
（３）コロナワクチンの交互接種について
（４）転入者の対応について
（５）接種証明について
（６）抗原検査センターについて
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6 27
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．重要土地等調査規制法について
（１）本市における重要施設や注視区域の指定について
（２）人権侵害の可能性について
（３）国への意見具申について
２．幼児教育・保育施設について
（１）のつはる認定こども園の運営方針について
（２）義務教育への円滑な接続について
（３）市立認定こども園の地域における役割について
（４）市立幼稚園・保育所での特別な支援を要する園児について
（５）私立幼児教育・保育施設での特別な支援を要する園児の状況につ
　　　いて
（６）今後の市立認定こども園の設置について
３．宇宙港と科学教育の振興について
（１）宇宙港に対する市としての取組について
（２）宇宙港に対する教育委員会としての取組について
（３）関崎海星館の今後の取組について
（４）科学館の設置について

7 1
牧　 　貴　宏
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．防災について
（１）災害時のＳＮＳ上の情報の取扱いについて
（２）知っておきたいＯＩＴＡ防災について
（３）楽しく防災を身につけるイベントについて
２．点字ブロックの維持管理について
（１）現状の補修状況について
（２）補修方法について

8 41
国　宗　　　浩

（公明党）
＜一問一答＞

１．自治会について
（１）運営について
２．デジタル化について
（１）マイナンバーカードについて



発言
順位

議席
番号

氏　　名
（会　派）

質　疑　質　問　の　内　容

9 3
長　野　辰　生
（自由民主党）

＜分割＞

１．有料スポーツ施設の利用について
（１）グラウンドの使用時間について
（２）グラウンドの用途について
２．不登校の子供たちへの対応について
（１）民間施設との連携について

10 17
斉　藤　由美子
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．気候危機について
（１）地球温暖化対策
２．地域経済対策
（１）中小業者支援について
３．石油価格高騰対策
（１）独自補助について
４．公営住宅について
（１）住み替えについて
（２）上階への入居促進について
５．ジェンダー平等について
（１）ＬＧＢＴＱへの理解について
（２）学校での性教育について

11 5
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）

＜分割＞

１．投票率向上と主権者教育と若者のまちづくり参画について
（１）期日前投票所の設置場所について
（２）社会見学について
（３）若者視点の政策反映について
２．ふるさと納税など寄附金の使途について
（１）使途の公表について
３．学校プールの整備方針について
（１）今後の整備方針について

12 34
井手口　良　一

（無所属)
＜一問一答＞

１．太陽光発電事業について
（１）現状について
（２）太陽光発電所の災害対策
２．上水道事業について
（１）施設の老朽化対策
（２）給配水システムのＢＣＰについて
３．福祉保健行政
（１）障がい者認定について
（２）災害時要配慮者への支援について
（３）子供のメンタルヘルスについて
４．子どもすこやか行政
（１）子供のメンタルヘルスについて
５．教育行政
（１）子供のメンタルヘルスについて
（２）ＧＩＧＡスクール構想について
（３）学校におけるがん教育について

13 35
佐　藤　睦　夫
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．通学路の整備について
（１）通学路の点検結果について
（２）現在の整備の状況について
２．危険なバス停留所の対策
（１）今後の対策

14 22
甲　斐　高　之

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．地域コミュニティ創造事業について
（１）地域デザインの学校の立ち上げの経緯について
（２）地域デザインの学校の開催実績について
（３）実際に生まれた活動について
（４）支援について
（５）本事業の今後の在り方について
２．市立幼稚園の在り方について
（１）一時預かり事業について
（２）多年制保育について

15 19
スカルリーパー・エイジ

（立憲民主クラブ）
＜一問一答＞

１．大友宗麟公について
（１）歴史教育について
（２）（仮称）大友氏館跡歴史公園について
２．修学旅行の実施について
（１）在り方について
３．サイバー攻撃対策
（１）サイバー攻撃対策
４．イエロードッグプロジェクトについて
（１）イエロードッグプロジェクトについて

１２月７日（火）



16 42
泥　谷　　　郁

（公明党）
＜一問一答＞

１．橋梁の長寿命化について
（１）大分県道路メンテナンス会議の情報交換について
（２）本年までの取組について
（３）実証実験の効果について
（４）実証実験の課題について
（５）今後の取組について
２．遠距離通学児童・生徒への補助制度について
（１）令和３年度遠距離通学費補助金の申請者数について
（２）他都市の通学距離の設定について
（３）距離以外で認める対象地域、条件について



発言
順位

議席
番号

氏　　名
（会　派）

質　疑　質　問　の　内　容

17 2
進 　　義　和
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．学校におけるいじめ問題について
（１）いじめの現状について
（２）いじめへの対応について
（３）教職員への指導について
（４）幼少期からの道徳教育について
２．中心市街地等における飲食店への支援について
（１）国、大分県の方針が本市の飲食店にもたらす効果について
（２）本市職員の飲食店等の利用について
（３）本市における支援について
３．大分市観光戦略プランについて
（１）西大分エリアの観光振興に関するこれまでの進捗状況について
（２）今後の計画について

18 32
衛　藤　延　洋

（無所属）
＜一問一答＞

１．「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」について
（１）自治体に課せられたケア児及び家族への責務について
（２）改正災害対策基本法について
２．本市出身邦人のトルコにおける功績を風化させない取組について
（１）国際社会での共助の活動の伝聞について
（２）副教材・題材等としての活用について

19 39
橋　本　敬　広

（公明党）
＜分割＞

１．高額介護サービス費の支給申請について
（１）時効を迎えた払戻しの現状について
（２）初回通知時の申請書同封について
（３）時効を迎える場合の通知について
２．多頭飼育問題
（１）多頭飼育の現状について
（２）他機関連携の取組について
（３）残される動物の引取りについて
３．幼児教育・保育施設での新型コロナウイルス感染症対策
（１）現状の感染対策
（２）消毒・除菌に関する見解について
４．期日前投票所について
（１）Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分の利用状況について
（２）開設期間の延長について

20 24
松　下　清　高

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．住宅行政
（１）住宅ストック等の状況について
（２）空き家の現状について
（３）空き家対策
（４）マンションの現状について
（５）マンション建築数の推移について
（６）マンション建築年数経過の問題点について
（７）マンション管理組合の法的根拠について
（８）マンション管理の課題等について
（９）課題等の対策
２．都市計画行政
（１）団地内の商業施設跡地について
（２）開発許可と立地適正化計画との関係について
（３）住宅ストック等の観点からの開発制限について

21 25
宮　邉　和　弘

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．出産祝いについて
（１）出産祝い品、出産奨励祝い金について
（２）現在の子育て支援策について
（３）出産祝い金の創設について
２．市民の意見、要望について
（１）対応窓口について
（２）国や県との調整について
（３）アフターフォローについて

１２月８日（水）



22 40
川　邉　浩　子

（公明党）
＜分割＞

１．女性の就労支援について
（１）本市における女性の就労に関する認識について
（２）デジタル人材の育成を含めた女性の就労支援の取組について
２．産後ケアの充実について
（１）おおいた子育てほっとクーポンの利用について
（２）対象者について
（３）産後ドゥーラの育成と活用について
３．子宮頸がん予防ワクチン接種について
（１）周知と接種状況について
（２）救済措置対象者に対する周知方法について
４．支援を必要とする子供への取組について
（１）公立幼稚園における教職員の配置について
（２）公立幼稚園における教職員の研修会などの取組状況について
５．小中学校での特別支援学級における教科書について
（１）小中学校での特別支援学級における教科書の活用と指導について

23 29
堤　　 英　貴
（無所属）

＜一問一答＞

１．ＴＳＭＣ工場誘致について
（１）令和３年第２回定例会後の本市の動きについて
２．経済安全保障政策
（１）政府の半導体産業基盤強化に対応する動きについて
３．産学官連携について
（１）促進に向けた取組について
４．ベンチャー企業への支援について
（１）ベンチャー企業に対する金融支援について
（２）金融機関とのコンソーシアムについて
５．マンション管理適正化法の改正について
（１）マンション管理適正化法改正の認識について
（２）推進計画の作成に関するこれまでの動きについて
（３）推進計画の作成に関する方針について
（４）管理計画認定制度に対する方針について
（５）管理組合に対する働きかけについて
６．マンション建替円滑化法の改正について
（１）改正に伴う本市の方針について
７．集合住宅の水道料検針について
（１）マンションを含む集合住宅の検針方法について
（２）各戸検針の切替えに関する見解について

24 4
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．企業版ふるさと納税について
（１）現状について
（２）事業内容について
（３）企業へのアプローチについて
（４）人材派遣型について
２．大分七夕まつりについて
（１）今後の方針について


