
（平成27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 27
篠　田　良　行

（社会民主クラブ）
<一問一答>

１．犬の放し飼いについて
 （１）犬の放し飼いについて

2 19
広　次　忠　彦
（日本共産党）

<一問一答>

１．マイナンバー制度について
 （１）情報管理について
 （２）通知のあり方について
 （３）中小企業対策
 （４）自治体の財政負担について
 （５）制度の実施延期、見直しについて
２．議第88号　工事請負契約の締結について
 （１）佐野清掃センター基幹設備改修工事の契約金額について
３．商工農政について
 （１）ＴＰＰについて
 （２）鳥獣被害対策
４．あなたが支える市民活動応援事業について
 （１）支援の状況について
 （２）制度の見直しについて
５．国道10号の拡幅改修について
 （１）旦野原から判田までの拡幅について
 （２）軒田から敷戸までの歩道改修について

3 15
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
<一問一答>

１．大分市花について
 （１）制定に至った経緯について
 （２）市民の認知度について
 （３）市花を活用したまちづくりについて
２．軽自動車税について
 （１）誤請求の現状について
 （２）陸運支局との連携と今後の対応について
３．マイナンバー制度について
 （１）制度について
 （２）今後の対応について

4 39
橋　本　敬　広

（公明党）
<一　括>

１．産業振興について
 （１）産業活性化プラザの現状について
 （２）産業活性化プラザのサービスの向上について
 （３）経営改善が必要な企業の支援について
 （４）県との連携を含めた今後の取り組みについて
 （５）クラウドファンディングの活用について
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5 23
松　下　清　高

（社会民主クラブ）
<一　括>

１．児童福祉について
 （１）児童虐待について
 （２）すくすく大分っ子プランについて

6 29
指　原　健　一

（社会民主クラブ）
<分　割>

１．本市の都市像について
 （１）本市の都市像は
２．人口減少社会について
 （１）人口減少対策
３．環境行政
 （１）佐野清掃センター清掃工場の建て替え計画について
 （２）佐野清掃センター最終処分場の跡地利用について
４．福祉行政
 （１）こどもルームについて
５．都市計画行政
 （１）ふれあい交通の利用について
６．農政問題
 （１）農業集落排水事業について
７．教育行政
 （１）教育現場の多忙化対策
 （２）30人学級の全学年への拡大と複式学級の解消について

7 28
日小田　良　二

（社会民主クラブ）
<一問一答>

１．アリーナ構想について
 （１）（仮称）大分市アリーナ構想策定について
 （２）屋内スポーツ施設について
 （３）屋内スポーツ施設に関する県と市の協議について
 （４）議会手続について

8 40
川　邉　浩　子

（公明党）
<分　割>

１．女性の活躍推進法について
 （１）本市女性職員の就業率と管理職の登用率について
 （２）本市女性職員の女性の活躍推進法成立後の採用率と管理職の登
　　 用率について
 （３）本市女性職員が働きやすい職場になるための配慮について
 （４）本市で暮らす女性が職業生活で活躍するための推進について
２．テレワークについて
 （１）本市の業務へのテレワークの導入について
 （２）テレワークに取り組む企業への支援について
３．夜明ケ城山と周辺の緑の利活用について
 （１）夜明ケ城山の管理と整備について
 （２）九六位山キャンプ場の駐車場から夜明ケ城山、九六位森林公園
 　　を結ぶコースの利活用について
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9 42
泥　谷　　　郁

（公明党）
<分　割>

１．教育行政
 （１）小中一貫校制度について
 （２）チーム学校について
２．都市計画行政
 （１）公園施設の計画的維持管理について

10 32
三　浦　由　紀
（新政クラブ）

<一問一答>

１．家庭ごみ有料化制度について
 （１）家庭ごみ有料化制度について
２．（仮称）大分市アリーナ構想について
 （１）（仮称）大分市アリーナ構想について
３．市長表彰について
 （１）市長表彰について

11 34
仲　家　孝　治
（新市民クラブ)

<一問一答>

１．環境行政
 （１）ごみの有料収集について
２．教育行政
 （１）スポーツ施設について

12 21
福　間　健　治
（日本共産党）

<一問一答>

１．平和問題
 （１）戦後70年について
２．福祉保健行政
 （１）生活保護について
３．医療問題
 （１）医療保険制度改革について
 （２）国民健康保険について
 （３）後期高齢者医療について
 （４）医療費適正化計画について
 （５）国庫負担について

13 17
福　崎　智　幸

（おおいた民主クラブ）
<一問一答>

１．都市計画行政
 （１）城址公園の環境整備について
 （２）屋外彫刻のあり方について
 （３）立地適正化計画について
２．防災対策
 （１）土砂災害防止法について
３．県立屋内スポーツ施設について
 （１）県立屋内スポーツ施設について
４．65歳以上のバス利用について
 （１）利用者負担額について

９月８日（火）



14 26
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
<一問一答>

１．環境行政
 （１）ごみ対策
２．福祉保健行政
 （１）介護保険について
３．中心市街地のにぎわいについて
 （１）にぎわい創出について
 （２）ハード整備について
４．教育行政
 （１）美術館について
５．都市計画行政
 （１）公園内設備の維持管理について

15 25
髙　野　博　幸

（社会民主クラブ）
<一問一答>

１．奨学金について
 （１）制度の概要について
 （２）利用状況について
 （３）返還について
 （４）今後の対応について
２．ブラックバイトについて
 （１）課題認識について
 （２）現状の取り組みについて
 （３）今後の対応について

16 2
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）

<分　割>

１．（仮称）大分市アリーナ構想について
 （１）（仮称）大分市アリーナ構想について
２．高齢者の交通事情について
 （１）高齢者ワンコインバス事業について
 （２）運転免許証返納について
３．正しい国語の使用について
 （１）正しい国語の使用について
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17 31
スカルリーパー・エイジ

（新政クラブ）
<一問一答>

１．コンポストについて
 （１）コンポスト活用の現状について
 （２）学校でのミミズコンポストの活用について

18 18
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
<一問一答>

１．企画行政
 （１）連携中枢都市について
２．総務行政
 （１）ドローンの使用規制について
３．福祉保健行政
 （１）子供保育について
 （２）障がい福祉について
４．商工行政
 （１）産業振興について
５．農林水産行政
 （１）農地水環境保全対策
６．下水道行政
 （１）浄化槽のメンテナンスについて
７．土木建築行政
 （１）臨港道路の延伸計画について
 （２）空き家対策
８．教育行政
 （１）授業のユニバーサルデザインについて
 （２）学校給食について

19 43
佐　藤　和　彦

（公明党）
<一　括>

１．地域防災について
 （１）期日前投票システムを安否確認に活用する調査・研究について
 （２）避難行動要支援者に関する情報の把握と活用について
 （３）部局間の連携について
 （４）グーグル・クローム・ＯＳの評価・検討について

20 1
松　木  大　輔
（自由民主党）

<一問一答>

１．市立小学校における生活指導について
 （１）学校外での児童の活動について

21 20
斉　藤　由美子
（日本共産党）

<一問一答>

１．福祉保健行政
 （１）子供の医療費について
 （２）保育行政
２．子供の居場所について
 （１）子供の居場所について
３．教育行政
 （１）学校図書館支援員について
４．パブリックコメントについて
 （１）パブリックコメントについて

９月９日（水）



22 41
国　宗　　　浩

（公明党）
<分　割>

１．難病患者等への支援について
 （１）指定難病拡大に伴う対象者について
 （２）医療費支給認定の現状及び課題について
 （３）生活・就労支援体制の構築について
 （４）拠点病院・難病支援センターの設置について
２．無電柱化について
 （１）取り組み及び進捗状況について
 （２）考え方について
 （３）今後の計画について

23 16
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
<分　割>

１．子育て支援について
 （１）赤ちゃんの駅について
 （２）移動式赤ちゃんの駅について
２．防災対策
 （１）工場地帯での大規模災害について
 （２）災害用ロボットの活用について


