
（平成26年第３回定例会）

発言
順位

議席
番号

氏　　名
（会　派）
<質問方式>

質　疑　質　問　の　内　容

1 7
野　尻　哲　雄
（自由民主党）

<一問一答>

１．中央通りの車線問題
 （１）市政の進め方について
 （２）詳細設計について
 （３）８月18日の建設常任委員会の委員長発言について
 （４）にぎわい創出の社会実験について
 （５）７月24日のまちなかにぎわい実証実験の提言を踏まえた中央
　　　 通りの公共空間の活用についての説明会について
 （６）仮設工事について

2 19
広　次　忠　彦
（日本共産党）

<一問一答>

１．経済対策
 （１）消費税増税後の景気について
 （２）家計を温める施策について
 （３）消費税10％への増税について
 （４）外形標準課税について
２．財務行政
 （１）市県民税などの納付について
 （２）差し押さえについて
３．平和・民主主義について
 （１）オスプレイの配備・訓練について
４．土木建築行政
 （１）市道の整備について

3 22
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
<分　割>

１．財政について
 （１）地区別の予算措置について
２．教育行政
 （１）小中学校における女性管理職の登用について
３．市民サービスについて
 （１）市民サービスの向上について
 （２）支所機能の充実強化について

4 40
川　邉　浩　子

（公明党）
<分　割>

１．下水道行政
 （１）汚水処理について
 （２）公共下水道について
 （３）浄化槽について
２．保健行政
 （１）肺炎球菌ワクチンについて

5 35
荻　本　正　直
（新市民クラブ)

<一問一答>

１．防災の取り組みについて
 （１）災害警戒区域について
 （２）災害時における初動体制について
 （３）指定避難所の周知について
 （４）避難情報等の判断と伝達方法について
２．国道197号志村―乙津間の４車線化について
 （１）４車線化に至った経緯について
 （２）地元関係者への説明等これまでの取り組みについて
 （３）今後の進め方について
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6 30
堤　　 智　通
（無所属）
<分　割>

１．医療・介護総合推進法について
 （１）地域支援事業の費用割合について
 （２）地域支援事業の充実について
 （３）地域包括支援センター運営協議会について
２．大分市美術館のあり方について
 （１）来年開館予定の県立美術館との連携について
 （２）ホームページについて
 （３）観覧料について
 （４）美術品購入予算を含めた予算の増額について
３．市営住宅におけるＬＰガスの供給について
 （１）大分シティ・ガス協同組合との契約内容について
 （２）ＬＰガスの価格について
 （３）緊急時の対応について

7 44
今　山　裕　之

（公明党）
<分　割>

１．公会計の整備について
 （１）今後のスケジュールについて
 （２）固定資産台帳の整備について
 （３）人材育成と継続的な教育について
２．消防行政
 （１）救急車の出場状況について
 （２）救急車の適正利用の啓発について
 （３）緊急度自己判定（セルフトリアージ）の開設について

8 41
国　宗　　　浩

（公明党）
<分　割>

１．地域包括ケアシステムについて
 （１）介護保険事業計画の給付状況等について
 （２）介護保険料について
 （３）在宅介護を支える介護サービスについて
 （４）施設サービスの状況について
 （５）認知症高齢者対策
 （６）在宅医療介護連携について
 （７）地域ケア会議の状況について
２．薬物乱用防止について
 （１）危険ドラッグについて
 （２）現状について
 （３）青少年への対策
 （４）今後の対応について
３．郵便局との協定について
 （１）道路行政の状況について
 （２）不法投棄対策
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9 2
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）

<一問一答>

１．県教組主催「親子で学ぶ韓国平和の旅」について
 （１）違法募集について
 （２）文部科学大臣の発言を受けて
 （３）朝日新聞の「慰安婦に関する吉田証言」の誤報報道を受けて
 （４）今後について
２．地方中枢拠点都市について
 （１）新たな広域連携モデル構築事業について

10 26
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
<一問一答>

１．環境行政
 （１）ごみステーション設置と民営化について
２．教育行政
 （１）学力テストと教育環境について
 （２）学校医等の報酬について

11 34
仲　家　孝　治
（新市民クラブ)

<一問一答>

１．道路行政
 （１）のり面について
 （２）安全性ついて
 （３）県との連携について
２．消防行政
 （１）住宅用火災警報器について
 （２）ＡＥＤについて

12 39
橋　本　敬　広

（公明党）
<一　括>

１．環境行政
 （１）地球温暖化対策実行計画について
 （２）ごみ処理施設の省資源・省エネルギーの取り組みについて

13 21
福　間　健　治
（日本共産党）

<一問一答>

１．災害対策
 （１）土石流対策
２．国民健康保険について
 （１）都道府県単位化について
 （２）財政健全化計画について
３．貧困対策
 （１）子供の貧困対策
４．生活保護について
 （１）改正生活保護法について

14 16
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
<分　割>

１．市民の健康づくりについて
 （１）大分県地域成人病検診協会との連携について
２．企業誘致について
 （１）現在の状況について
 （２）今後の取り組みについて

９月８日（月）



15 29
指　原　健　一

（社会民主クラブ）
<分　割>

１．環境行政
 （１）アライグマ対策
２．農業行政
 （１）有害鳥獣対策
３．道路行政
 （１）岡臨海線について
 （２）国道197号志村―乙津間の４車線化について
４．教育行政
 （１）正規教職員の確保について
 （２）教職員の長時間勤務について
 （３）幼稚園教育について

16 42
泥　谷　　　郁

（公明党）
<分　割>

１．空き家対策
 （１）空き家の現状について
 （２）空き家の利活用の現状と課題について
２．民間賃貸住宅について
 （１）ひとり暮らし高齢者の把握と今後の動向及び支援について
 （２）入居促進の問題と課題及び今後の取り組みについて
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17 20
斉　藤　由美子
（日本共産党）

<一問一答>

１．子ども・子育て支援新制度に関する条例案（議第59号から議第
    61号まで）とそのための職員配置について
 （１）保育理念について
 （２）保育の水準について
 （３）地域型保育事業について
 （４）障がい児保育について
 （５）業務に当たる職員について
２．碩田中学校区適正配置について
 （１）学校の地域的意義について
 （２）安全対策
 （３）新校舎について
３．土木建築行政
 （１）牧跨線橋について
 （２）通称けやき通りについて

18 18
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
<一問一答>

１．障がい者支援施策について
 （１）高齢障がい者への就労支援事業について
 （２）障害者自立支援施設への発注について
２．子供の事故発生予防策について
 （１）子供の事故発生予防策について
３．犯罪被害者支援について
 （１）性犯罪被害者支援事業について
４．地域経済振興策について
 （１）中心市街地の商店街活性化策について
５．総務部関連事項について
 （１）行政の取り扱う文書について
 （２）市民からの文書の取り扱いについて
６．災害対策
 （１）避難所のＱＯＬ対策
 （２）防災情報の提供について
７．教育行政
 （１）児童生徒の携帯電話・スマートフォン対策

19 1
松　木  大　輔
（自由民主党）

<一問一答>

１．豊予海峡ルートについて
 （１）豊予海峡ルート実現に向けての取り組みについて
２．学校教育について
 （１）時事問題の取り扱いについて

20 15
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
<一問一答>

１．災害対策
 （１）豪雨対策
２．水道管破裂対策
 （１）水道管破裂対策
３．特殊詐欺対策
 （１）特殊詐欺対策

９月９日（火）



21 17
福　崎　智　幸

（おおいた民主クラブ）
<一問一答>

１．大分市営墓地整備計画について
 （１）進捗状況について
 （２）駄原墓地の整備状況について
 （３）駄原墓地における無縁墳墓の調査及び改葬告知の状況につい
       て
 （４）駄原墓地の整備スケジュールについて
 （５）納骨室の形態について
２．公共施設におけるインターネット環境について
 （１）大分市美術館について
 （２）鶴崎、稙田両市民行政センターについて

22 32
三　浦　由　紀
（新政クラブ）

<一問一答>

１．都市計画について
 （１）大分駅北口駅前広場世界地図設置工事について
２．観光行政
 （１）観光ポスターについて

23 31
スカルリーパー・エイジ

（新政クラブ）
<一問一答>

１．教育行政
 （１）体罰について
 （２）いじめ問題
 （３）学級崩壊について

24 43
佐　藤　和　彦

（公明党）
<一　括>

１．情報システム監査について
 （１）監査対象の選定方法とその意図について
 （２）機密保持・個人情報の管理について
 （３）情報システムの導入・保守コストについて
 （４）将来的な展望について


