
（令和４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 11
足　立　義　弘
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．財政について
（１）予算編成における基本的な考え方について
（２）令和２年度における市税の徴収率と収納額について
（３）予算執行に対する検証について
２．上下水道事業
（１）ななせダム建設による給水への効果について
（２）水道料金体系の見直しについて
３．弾道ミサイルへの対処について
（１）対処方法の周知について
（２）訓練の実施について
４．グリーンスローモビリティについて
（１）野津原地域における実験ルートについて
（２）本格運行への移行について
（３）イベントでの利用について
５．お部屋ラボ祝祭の広場について
（１）利用状況について
（２）移動式大型屋根の移動実績について
（３）移動式大型屋根の今後の活用方針について
６．ベンチのあるまちづくりについて
（１）中心市街地のベンチの設置状況について
（２）ベンチ設置による効果について
（３）官民一体による取組について
（４）経済波及効果について
（５）ネーミングライツなどの活用について
７．アーバンスポーツ施設について
（１）整備について
８．灌漑排水事業費補助金について
（１）予算額の見直しについて
（２）補助率の見直しについて
９．小中学校の家庭訪問について
（１）家庭訪問について

2 34
井手口　良　一

（無所属）
＜一問一答＞

１．総務部関連行政
（１）職員厚生
（２）入札制度について
（３）パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策
２．企画部関連行政
（１）若年層の行政参加意識啓発事業
（２）電子決済社会への対応
３．財務部関連行政
（１）消費税の適格請求書等保存方式
４．商工労働観光行政
（１）ふるさと大分市応援事業
（２）高校生への社会経済活動支援
５．市民部関連行政
（１）コロナ禍の社会におけるカスタマーハラスメント対策
（２）市民協働推進事業
６．福祉保健行政
（１）長寿福祉事業
（２）こども家庭庁設置に伴う制度改正
（３）障がい児支援
７．子どもすこやか行政
（１）児童福祉法等の改正に伴う体制整備
８．教育行政
（１）インクルーシブ教育としての通級
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3 36
大　石　祥　一

（新市民クラブ）
＜一問一答＞

１．児童育成クラブについて
（１）今後の在り方について
（２）指導員の確保について
（３）児童育成クラブの入所条件の緩和について

4 1
牧　 　貴　宏
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．アーバンスポーツ等に使用できる多目的広場の整備について
（１）アーバンスポーツ等に使用できる多目的広場の整備について
２．大友宗麟公の大河ドラマ誘致について
（１）誘致への取組について

5 42
泥　谷　　　郁

（公明党）
＜分割＞

１．中学校の部活動について
（１）外部指導者の配置状況と運動部活動の活用について
（２）部活動指導員の配置状況と運動部活動の活用について
（３）地域移行における今後の考え方について
２．認知症について
（１）認知症地域支援推進員の体制強化の必要性について
（２）ステップアップ講座受講者数及び受講対策について

6 16
福　間　健　治
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．コロナ禍での原油価格・物価高騰
（１）コロナ禍での原油価格・物価高騰
（２）事業者支援
（３）低所得者支援
２．農政について
（１）米づくりについて
３．環境問題
（１）風力発電事業
（２）産業廃棄物処分場について
（３）土砂採取について

7 29
堤　　 英　貴
（無所属）

＜一問一答＞

１．校則
（１）校則の見直しについて
（２）校則の撤廃について
（３）今後の校則見直しの促進について
２．マンション管理適正化推進計画
（１）計画の策定・運用のスケジュール
（２）管理の適正化を効率的に行うための取組
３．死亡に伴う手続
（１）必要な手続について
（２）年金に関する手続のサポート
（３）残された方々の負担低減
４．域外の知識に対するアクセス
（１）外部知識の確保
（２）姉妹都市との経済産業分野の協力関係
（３）姉妹都市の有する知識へのアクセス
（４）今後の姉妹都市政策
（５）大分市中小企業振興基本条例の改正

8 40
川　邉　浩　子

（公明党）
＜一問一答＞

１．居住支援について
（１）住宅確保要配慮者の実態について
（２）居住支援法人との連携について
（３）本市の居住支援協議会の設置について
（４）セーフティーネット住宅として市営住宅の活用について
（５）車椅子に対応したバリアフリー市営住宅について
（６）市営住宅の高齢者見守り強化について
２．おかばる花公園とその周辺の整備について
（１）おかばる花公園の本年度の事業内容について
（２）管理棟の活用について
（３）市道横尾20号線の整備について
（４）大分松岡パーキングエリアのスマートインターチェンジ化の
　　　進捗状況について
３．女性と高齢者の在宅就労の促進について
（１）ニーズについて
（２）企業で在宅就労が進まない要因について
（３）新たな在宅就労の取組について

9 23
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．豊予海峡ルート推進について
（１）豊予海峡ルート推進について
２．農林水産行政
（１）県との連携について
３．児童相談所の設置について
（１）大分市児童虐待防止対策基本計画について
（２）県の組織改正について
（３）本市の主体性について



発言
順位

議席
番号

氏　　名
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質　疑　質　問　の　内　容

10 31
高　松　大　樹

（無所属）
＜一問一答＞

１．駄原総合運動公園について
（１）豊後企画テニスコートの整備について
（２）豊後企画フィールドの活用について
２．のつはる天空広場について
（１）施設整備について

11 41
国　宗　　　浩

（公明党）
＜一問一答＞

１．関崎海星館等について
（１）社会教育施設としての役割について
（２）観光施設としての役割について
（３）避難場所としての役割について
（４）アクセスの改善について
２．消防行政
（１）軽救急車について
３．動物愛護について
（１）猫の飼育について

12 2
進 　　義　和
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．学習障がい（ＬＤ）について
（１）ＬＤにおけるディスレクシアの人数について
（２）ＬＤの支援体制について
（３）教育現場の現状について
（４）情報の共有化について
（５）専門的知識職員の配置について
（６）相談におけるワンストップ化について
２．ジェイリーススタジアム（市営陸上競技場）について
（１）これまでの歴史について
（２）現在の使用状況について
（３）改修計画について
（４）日本プロサッカーリーグにおけるＪ３への昇格条件について
（５）スポーツを通じたまちづくりによる中心市街地等、にぎわい創出
　　　について

13 39
橋　本　敬　広

（公明党）
＜一問一答＞

１．防災士について
（１）必要な人数について
（２）教職員防災士の現状について
（３）危険箇所を含む地域からの推薦について
２．市民の意見聴取について
（１）パブリックコメントの実績について
（２）市民参加型合意形成プラットフォームの導入について
３．ヘルプマークについて
（１）関係機関を含む連携と情報発信について

14 35
佐　藤　睦　夫

（新市民クラブ）
＜一問一答＞

１．市立小中学校の活動について
（１）コロナ禍での学習について
（２）修学旅行の実施について
（３）運動会、体育大会の開催について
２．部活動、スポーツ少年団の活動について
（１）部活動、スポーツ少年団の活動の方針について
（２）部活動、スポーツ少年団の強化について

15 30
岩　川　義　枝

（無所属）
＜一問一答＞

１．本市の小学校・中学校における特別支援教育について
（１）特別支援学級に在籍する児童生徒の状況について
（２）担任教員へのサポートについて
（３）教育委員会の現在の取組について
（４）つながりファイルの活用状況について
２．佐賀関地域の活性化について
（１）空き家対策
（２）漁業の振興について
（３）高齢者への支援について

16 44
今　山　裕　之

（公明党）
＜分割＞

１．環境行政
（１）太陽光パネルの処理体制について
（２）災害時の対応について
２．農業行政
（１）農業をどのように考えているか
（２）ロシアのウクライナ侵攻の影響について
（３）技術職員のスキルアップについて
（４）物流について
（５）補助金の対象について
（６）「９１農業」について
（７）収入保険について

６月２０日（月）



17 19
スカルリーパー・エイジ

（立憲民主クラブ）
＜一問一答＞

１．サニタリーボックスについて
（１）公共施設における設置について
２．屋根付グラウンドの整備について
（１）雨天時における屋外スポーツの活動環境について
（２）既存施設を利活用した整備について
３．動物虐待について
（１）本市の現状について
（２）通報・相談への対応について



発言
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議席
番号

氏　　名
（会　派）

質　疑　質　問　の　内　容

18 5
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．急激な死亡者数の増加について
（１）急激な死亡者数の増加について
２．新型コロナウイルス感染症関連
（１）行事等でのマスクなどのガイドラインについて

19 32
衛　藤　延　洋

（無所属）
＜一問一答＞

１．障害児者の日常生活や災害時における情報格差について
（１）「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進
　　　法」について
（２）障害児者と健常者との共生社会の取組について
（３）情報格差解消の庁内連携について
２．昭和井路のサイホン事故による復旧工事の大幅な遅延に伴う課題に
　　ついて
（１）事故発生からの一連の推移について
（２）市内における土地改良区事務局の在り方について
（３）土地改良区から農家への補償について
（４）飼料用米「水田活用の直接支払交付金」返還の救済について
（５）水田機能維持対策事業について
（６）賦課金及び農地決済金等について

20 18
松　本　充　浩

（立憲民主クラブ）
＜一問一答＞

１．ＳＤＧｓの取組について
（１）本市の主たる取組について
（２）温室効果ガス削減について
（３）宅配ボックス設置補助について
２．避難行動要支援者対策
（１）地震時の対応について
（２）名簿の管理について
（３）補助事業について
３．アニマルウェルフェアについて
（１）認知度について
（２）本市の取組状況について
（３）認知度を高めるための本市の取組について
４．プレミアム付商品券について
（１）販売状況について
（２）他市町村とのバランスについて
（３）電子商品券の当選発表について
（４）今後の取組について

21 3
長　野　辰　生
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．地域特性に応じた公園づくりについて
（１）公園のリニューアルについて
２．高齢者運転免許証返納後の支援策について
（１）大分市高齢者運転免許自主返納促進事業の現状について
（２）長寿応援バスの現状について
（３）ふれあい交通の現状について

22 4
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．学校給食について
（１）公会計化が開始されて以降の変化について
（２）原材料費高騰について
２．福祉職の人材育成について
（１）福祉職の人材育成について

23 17
斉　藤　由美子
（日本共産党）

＜分割＞

１．消費税について
（１）消費税減税について
（２）インボイス制度について
２．立地大企業について
（１）事故への対応について
３．子供への虐待・性被害について
（１）保育・幼児教育施設における対応について
（２）学校における対応について
４．公契約について
（１）委託事業者の廃業について
（２）委託事業者の変更について
５．教育行政
（１）教員不足について
（２）マスクの着用について
６．保育行政
（１）保育・幼児教育施設などの配置基準について

６月２１日（火）



24 20
宇都宮　陽　子

（立憲民主クラブ）
＜一問一答＞

１．多様な学びの機会について
（１）学校に通えない児童生徒について
（２）外国籍の児童生徒について
（３）夜間中学について
（４）医療的ケアが必要な児童生徒について
２．食の安心・安全について
（１）学校給食について
（２）ゲノム編集トマト苗について
（３）ローカルフードについて
３．住宅のセーフティーネットについて
（１）新たな住宅セーフティーネット制度
（２）居住支援法人

25 27
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．ＤＶ対策
（１）ＤＶに対する相談件数について
（２）大分市配偶者暴力相談支援センター設置の効果について
（３）大分市配偶者暴力相談支援センターの機能について
（４）ネットワーク会議の設置について
２．避難民等の受入れについて
（１）ウクライナ避難民の受入れの基本的な考え方について
（２）避難民や災害等の被害者への市営住宅の提供について
（３）避難民や災害等の被害者に提供される市営住宅の築年数について
３．学校における多目的トイレの設置について
（１）学校における多目的トイレ設置の状況について
（２）多目的トイレの校舎内設置とバリアフリーについて


