
（平成27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 21
福　間　健　治
（日本共産党）

<一問一答>

１．原発問題
 （１）伊方原発について
２．都市計画行政
 （１）建築物の安全対策
３．雇用問題
 （１）立地大企業のリストラについて
４．福祉保健行政
 （１）障がい者福祉について
 （２）高齢者福祉について

2 41
国　宗　　　浩

（公明党）
<分　割>

１．市民の健康づくりについて
 （１）楽しく歩いて健幸貯筋事業及び消費カロリーが分かるまちづくり
　　　事業について
 （２）健康遊具の利用促進について
 （３）ストレスチェックについて
 （４）健康寿命について
２．女性・婦人防火クラブについて
 （１）現状について
 （２）位置づけについて
 （３）手当等予算措置について
  (４）今後について

3 24
宮　邉　和　弘

（社会民主クラブ）
<一問一答>

１．プレミアム付商品券について
 （１）換金状況について
 （２）経済効果について
 （３）使用期限の周知について
 （４）使用期限の延長について
２．中央通りの整備とにぎわいの創出について
 （１）将来的な方向性について
 （２）これまでの経過の取り扱いについて
 （３）検討期間について
 （４）新たな検討組織について
 （５）中心市街地活性化計画におけるにぎわい創出について

4 19
広　次　忠　彦
（日本共産党）

<一問一答>

１．土木建築行政
 （１）中央通りについて
 （２）中心市街地の道路整備について
２．教育行政
 （１）議第105号　大分市教育委員会組織条例の制定について
 （２）就学援助について
 （３）奨学金について
３．幼稚園廃園と子育て支援について
 （１）議第113号　大分市立幼稚園条例の一部改正について
 （２）廃園後の取り組みについて
４．水道行政
 （１）鉛製水道管について
５．議第104号　大分市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関
　　する条例の制定について
 （１）任期付職員について
６．航空機の低空飛行について
 （１）航空機の低空飛行について
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１２月４日（金）



5 28
日小田　良　二

（社会民主クラブ）
<分　割>

１．大分市総合計画基本構想と基本計画について
 （１）目標年次の考え方について
 （２）基本構想について
 （３）基本計画について
２．大分市都市計画マスタープランについて
 （１）大分地区地区別構想について
３．中心市街地の都市づくり指針とグランドデザインについて
 （１）都市づくり指針の必要性と方向について
 （２）都市づくり指針とグランドデザインについて
 （３）既存市街地の整備について

6 42
泥　谷　　　郁

（公明党）
<分　割>

１．ブラック企業について
 （１）労働基準監督署等関係機関との連携について
 （２）就職情報の開示について
２．水道行政
 （１）上水道の耐震化について
 （２）鉛給水管の布設替えについて

7 32
三　浦　由　紀
（新政クラブ）

<一　括>

１．中央通りの車線について
 （１）中央通りの車線について

8 15
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
<一問一答>

１．奨学金を活用した若者の地元定着の促進について
 （１）奨学金の本市の現状と対策について
 （２）就労支援とからめた取り組みについて
 （３）奨学金返還を支援する基金の創設について
２．骨髄と末梢血幹細胞提供者等への助成制度について
 （１）本市の現状について
 （２）骨髄バンクドナー登録者の推移について
 （３）今後の取り組みについて
３．トリニータ支援について
 （１）本市の支援状況について
 （２）今後の対応について
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9 31
スカルリーパー・エイジ

（新政クラブ）
<分　割>

１．ラグビーワールドカップについて
 （１）ラグビーワールドカップ2015開催から現在に至るまでの現状に
 　　ついて
 （２）ＰＲ活動について
２．災害避難について
 （１）災害時におけるペットの同行避難について

10 16
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
<分　割>

１．防災について
 （１）災害時避難計画について
２．ＵＩＪターンの取り組みについて
 （１）現在の取り組みについて
 （２）同窓会開催補助について

11 17
福　崎　智　幸

（おおいた民主クラブ）
<一問一答>

１．いじめ対策
 （１）いじめ防止対策推進法について
２．指定管理者制度について
 （１）指定管理状況のモニタリングについて
 （２）議第114号　公の施設に係る指定管理者の指定について（ホルト
　　  ホール大分）
３．農業振興策について
 （１）企業参入について

12 22
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
<分　割>

１．保健行政
 （１）生活習慣病対策
 （２）健康寿命について
 （３）地域保健について
２．福祉行政
 （１）地域福祉について
 （２）生活困窮者支援制度について
 （３）成年後見制度について

13 43
佐　藤　和　彦

（公明党）
<分　割>

１．職員の採用について
 （１）高卒者採用の割合について
 （２）現行の採用試験制度の課題、問題について
 （３）本市在住職員と市外在住職員の比率について
 （４）高卒者の採用枠拡充について
 （５）本市在住者の優先採用について
２．ラグビーワールドカップ2019開催に向けた防犯カメラについて
 （１）防犯カメラの設置について

14 30
堤　　 智　通
（無所属）
<分　割>

１．介護保険行政
 （１）特定施設入居者生活介護施設の整備について
２．都市計画行政
 （１）駐輪規制の緩和について

１２月７日（月）



15 39
橋　本　敬　広

（公明党）
<分　割>

１．不登校対策
 （１）睡眠障害による不登校について
 （２）睡眠障害の対策
 （３）眠育の導入について
２．森林セラピー魅力創出事業について
 （１）事業計画の執行状況について
 （２）見直しの背景について
 （３）事業実施体制について

16 5
藤　田　敬　治
（自由民主党）

<一問一答>

１．地域包括ケアシステムの構築について
 （１）現状の取り組みについて
 （２）要支援者対策
 （３）介護予防・日常生活総合支援事業について
 （４）介護予防における地域ケア会議について
 （５）地域で孤立する高齢者対策
 （６）人材養成について
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17 38
高　橋　弘　巳
（新市民クラブ)

<一問一答>

１．豪雨による対応について
 （１）河川氾濫の教訓について
 （２）溢流堤について
 （３）堤防の強度について
 （４）雨水排水施設について
２．認知症について
 （１）認知症患者の現状について
 （２）捜索について
 （３）生死の確認について
 （４）相談体制について
 （５）国の動きについて
３．水道局と下水道部の統合について
 （１）水道局と下水道部の統合について

18 20
斉　藤　由美子
（日本共産党）

<一問一答>

１．教育行政
 （１）不登校対策
 （２）寄贈品の取り扱いについて
２．福祉保健行政
 （１）児童育成クラブについて
３．市民の安全防犯について
 （１）旧県立芸術会館周辺の防犯について
４．マイナンバーについて
 （１）マイナンバーの取り扱いについて

19 1
松　木  大　輔
（自由民主党）

<一問一答>

１．ふるさと大分市応援寄附金について
 （１）ふるさと大分市応援寄附金のあり方について

20 18
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
<一問一答>

１．福祉保健行政
 （１）高齢者支援事業について
 （２）子ども・子育て支援事業について
 （３）障がい者の自立支援について
 （４）生活保護事業について
 （５）指導監査事務事業について
２．防災危機管理行政
 （１）危機管理情報授受体制について
 （２）風水害対策
 （３）災害時のペット同伴避難対策
３．市の施設の休業日設定基準について
 （１）市の施設の休業日設定基準について
４．市民部関連事項
 （１）ライフパルについて
 （２）交通指導員制度について
５．企画行政
 （１）マイナンバー制度について
６．トイレンナーレのトリエンナーレ開催について
 （１）トイレンナーレのトリエンナーレ開催について
７．商工行政
 （１）生活文化展について
８．教育行政
 （１）中一ギャップ対策
 （２）学力向上施策について
 （３）学校医による集団検診について

１２月８日（火）



21 26
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
<一問一答>

１．農業政策
 （１）ＴＰＰについて
 （２）地域農業と自然を守ることについて
 （３）新規就農者対策
 （４）農地転用許可の権限移譲について
２．公共施設等の跡地利用について
 （１）市有地や公共施設跡地の有効活用について
 （２）荷揚町小学校と中島小学校跡地の利活用について
 （３）荷揚町小学校と府内こどもルームについて
３．市立幼稚園の定員について
 （１）市立幼稚園の応募状況について
 （２）応募における抽選について
 （３）定員の弾力的運用について

22 34
仲　家　孝　治
（新市民クラブ)

<一問一答>

１．土木建築行政
 （１）空き家対策事業について
２．環境行政
 （１）佐野清掃センターについて

23 2
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）

<一問一答>

１．職員の給与について
 （１）職員の給与について
２．教科用図書の採択について
 （１）教科用図書の採択について
３．所有者が存在しない土地について
 （１）所有者が存在しない土地について

24 40
川　邉　浩　子

（公明党）
<分　割>

１．体験学習の拡充について
 （１）赤ちゃんふれあい事業について
２．地球温暖化について
 （１）本市の地球温暖化対策の取り組みについて
 （２）小中学校での出前授業等の取り組みについて
 （３）家庭部門における今後の取り組みについて
３．自治会と行政との協働について
 （１）不法投棄監視ネットワーク事業について


