
（令和４年第１回定例会）

発言 議席 氏　　名

順位 番号 （会　　派）

代　表・総　括　質　問　発　言　順　位　表
　３月１４日（月）　

質　疑　質　問　の　内　容

1 7
二　宮     博
（自由民主党）

１．市長の政治姿勢について
（１）２期目最終年度の市政方針について
（２）豊予海峡ルート推進について
（３）令和４年度予算編成と財政運営について
（４）多様化する市民ニーズ対応の組織体制と人材育成について
（５）建設工事の発注方針について
（６）大南・佐賀関・野津原支所の機能強化について

２．コロナ禍での対応について
（１）ウィズコロナに向けての福祉保健部の再編について

３．防災・減災対策
（１）多発する降雨災害や大規模災害への備えについて

４．市民活動について
（１）大洲総合運動公園におけるスポーツの振興について
（２）地域まちづくりビジョンフォローアップ会議の今後につい
　　　て

５．少子化・子育て施策
（１）子ども・子育て支援について
（２）児童虐待に対する県市連携の今後について

６．環境行政
（１）新環境センター整備事業について

７．商工・観光行政
（１）産業用地の確保について
（２）高崎山自然動物園の直営化による振興策について

８．インフラ対策
（１）生活道路や橋梁の土木インフラの長寿命化・維持管理につ
　　　いて
（２）上下水道インフラの耐震化・維持更新について

９．都市計画行政
（１）過疎地域等の交通（買物）弱者対策
（２）公園の管理経費削減に向けたＰａｒｋ－ＰＦＩの導入につ
　　　いて

10．消防行政
（１）おおいた消防指令センターにおける消防力の強化について

11．教育行政
（１）地元大学等を活用した英語教育の推進について
（２）若者の社会参画を促すための支援について
（３）ＧＩＧＡスクール端末を活用した最先端教育の推進につい
　　　て



発言 議席 氏　　名

順位 番号 （会　　派）

　３月１４日（月）　

質　疑　質　問　の　内　容

2 21
馬 見 塚　　剛

（社会民主クラブ）

１．市長の基本姿勢について
（１）将来を見据えた市政運営について
（２）県や国との連携について
（３）広域連携の考え方について
（４）平和行政の推進について

２．財政について
（１）財政の現状について
（２）基金の在り方について

３．総務・企画行政について
（１）地震に対する備えについて
（２）過疎化が進む野津原地域の持続的な発展について
（３）スポーツの振興について

４．福祉保健行政
（１）感染症対策
（２）高齢者福祉の取組について
（３）共生社会の実現に向けた考え方について

５．子ども・子育て支援について
（１）今後の子育て支援について
（２）児童相談所について

６．環境行政
（１）地球温暖化対策
（２）新環境センター整備について
（３）既存施設の跡地利用について

７．土木建築行政
（１）本市における道路施設の安全性確保に係る舗装修繕につ
　　　いて

８．都市計画行政
（１）地域公共交通の在り方について

９．上下水道行政
（１）上下水道事業の組織統合による効果と課題について
（２）水道管路耐震化の基本的な進め方（計画）について

10．商工労働観光行政
（１）中小企業の支援について
（２）コロナ禍においての小規模事業者の支援について
（３）産業用地の確保について
（４）高崎山自然動物園の観光戦略について

11．農林水産行政
（１）農業施策について

12．教育行政
（１）教育長の就任後、見えてきた課題と今後の対策



発言 議席 氏　　名

順位 番号 （会　　派）

　３月１５日（火）　

質　疑　質　問　の　内　容

3 41
国　宗　　　浩
（公明党）

１．市長の基本姿勢について
（１）公約の進捗状況について
（２）新型コロナウイルス感染症と景気回復への取組について

２．財政運営について
（１）新型コロナウイルス感染症における財政見通しについて
（２）健全財政への取組について

３．企画行政
（１）プッシュ型行政サービスについて
（２）中心市街地公有地利活用について

４．防災行政
（１）夜間の避難体制について
（２）防災公園の設置について

５．市民行政
（１）自治会活動のデジタル化の支援について

６．福祉保健行政
（１）小児ワクチン接種について
（２）新型コロナウイルス感染症の対応について
（３）就労継続支援事業について
（４）医療的ケア児をはじめとした障がい児の親亡き後の支援に
　　　ついて
（５）社会的孤立について

７．子どもすこやか行政
（１）保育の質の向上について
（２）児童相談所の設置について
（３）学童保育施設へのＷｉ-Ｆｉ設置について

８．環境行政
（１）脱炭素化への取組について
（２）家庭ごみ収集運搬民間委託業務等の見直しについて

９．商工労働観光行政
（１）新型コロナウイルス感染症での経済対策
（２）高崎山自然動物園について

10．農林行政
（１）農業用ため池の廃止・有効活用について
（２）土地改良区の水路の維持管理について

11．土木建築行政
（１）空き家対策
（２）災害への備えについて

12．都市計画行政
（１）移動手段の確保について



13．消防行政
（１）要員確保等について

14．上下水道行政
（１）防災対策
（２）経営の健全化について

15．教育行政
（１）ＧＩＧＡスクール構想について
（２）18歳成人の消費者教育等について
（３）学校トイレの洋式化について
（４）いじめ問題
（５）児童生徒の自殺対策



発言 議席 氏　　名

順位 番号 （会　　派）

　３月１５日（火）　

質　疑　質　問　の　内　容

4 37
仲　家　孝　治
（新市民クラブ)

１．市長の基本姿勢について
（１）２期目最終年度の市政運営方針について

２．財政について
（１）安定した財政運営について

３．防災・減災について
（１）南海トラフ地震などの大規模災害について
（２）住民の避難について

４．市民行政
（１）コロナ禍で縮小した地域の祭りやイベントの継続について

５．消防行政
（１）消防指令業務の共同運用について

６．福祉保健行政
（１）新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について

７．子どもすこやか行政
（１）子ども・子育て支援について

８．土木建築行政
（１）河川の流域治水について

９．都市計画行政
（１）鶴崎地区のまちづくりについて

10.上下水道行政
（１）上水道施設の強靭化について
（２）公共下水道事業の整備促進と接続促進について

11．環境行政
（１）カーボンニュートラルについて
（２）プラスチックごみについて

12．商工労働行政
（１）コロナ禍における地域経済の立て直しについて

13．観光行政
（１）観光戦略プランについて

14．農林水産業行政
（１）自然災害対策

15．教育行政
（１）ＧＩＧＡスクール構想による端末の活用について
（２）いじめの問題



発言 議席 氏　　名

順位 番号 （会　　派）

　３月１６日（水）　

質　疑　質　問　の　内　容

5 19
スカルリーパー・エイジ
（立憲民主クラブ）

１．市長の政治姿勢について
（１）２期目最終年度における決意について

２．核兵器禁止条約について
（１）条約批准に対する考えについて

３．防災・減災対策
（１）自然災害への対策

４．スポーツの振興について
（１）普及への取組について
（２）障害者スポーツの振興について

５．男女共同参画について
（１）パートナーシップ宣誓制度について
（２）選択的夫婦別姓制度の導入について

６．障害者福祉について
（１）課題への取組について

７．差別のない社会について
（１）人権教育・啓発について

８．新型コロナウイルス感染症対策
（１）感染拡大防止策について

９．動物愛護について
（１）犬・猫の殺処分ゼロへの取組について

10．子ども・子育て支援について
（１）生活が困窮する子育て世帯への支援について
（２）待機児童、未入所児童について

11．地球環境問題
（１）家庭ごみ有料化制度の効果と家庭ごみの減量対策
（２）プラスチックごみ対策

12．商工労働観光行政
（１）地域経済の活性化について

13．農林水産行政
（１）森林環境譲与税の活用について
（２）漁業従事者支援について

14．土木建築行政
（１）道路整備について

15．都市計画行政
（１）公園の利活用について

16．消防行政
（１）消防指令業務共同運用の効果について
（２）消防団員の確保について



17．上下水道行政
（１）下水道整備の方針について
（２）上下水道管路の耐震化について

18．教育行政
（１）社会をたくましく生きる力を育む取組について
（２）オンライン授業について
（３）個人情報の取扱いについて



発言 議席 氏　　名

順位 番号 （会　　派）

　３月１６日（水）　

質　疑　質　問　の　内　容

6 16
福　間　健　治
（日本共産党）

１．新型コロナウイルス感染症対策
（１）ワクチン接種について
（２）検査体制強化について
（３）医療機関・保健所支援について
（４）事業者・生活困窮者支援について

２．平和と安全について
（１）憲法について
（２）日米地位協定について

３．暮らしと経済について
（１）経済認識について
（２）働き方について
（３）社会保障について
（４）税制について

４．農林水産行政
（１）農林水産業への支援について

５．原油価格の高騰について
（１）原油価格高騰対策

６．子育て支援について
（１）子ども医療について

７．行政改革
（１）自治体デジタル化について

８．環境問題
（１）気候変動対策
（２）ばいじん対策

９．公共交通について
（１）バス事業について
（２）鉄道事業について

10．防災対策
（１）豪雨対策
（２）地震対策

11．同和問題
（１）同和問題

12．教育行政
（１）学級編成について


