
（平成28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 31
スカルリーパー・エイジ

（新政クラブ）
<一問一答>

１．災害避難対策
 （１）ペット同行避難について
 （２）避難場所について
 （３）障がい者への対応について
２．特定外来生物対策
 （１）ツマアカスズメバチについて

2 39
橋　本　敬　広

（公明党）
<分　割>

１．人事について
 （１）再雇用の雇用期間について
２．障害福祉行政
 （１）ヘルプマーク及びヘルプカードの導入について
 （２）周知方法について

3 26
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
<一問一答>

１．高齢者福祉について
 （１）高齢者の健康づくりについて
 （２）健康推進員の取り組みについて
２．障がい者福祉について
 （１）視覚障害について
 （２）視覚障がい者の相談所について
３．防災行政
 （１）避難所の機能強化について
４．レンタサイクル事業について
 （１）利用状況について
 （２）市民の要望について

4 7
野　尻　哲　雄
（自由民主党）

<一問一答>

１．社会福祉法人への指導監査について
 （１）社会福祉法人への指導監査について

5 42
泥　谷　　　郁

（公明党）
<分　割>

１．消防団について
 （１）高校生体験入団について
 （２）学生消防団の取り組み及び学生消防団活動認証制度について
２．防災対策
 （１）避難所の非構造部材の点検について
 （２）特設公衆電話の設置について

質　疑　質　問　発　言　順　位　表

６月１７日（金）



6 19
広　次　忠　彦
（日本共産党）

<一問一答>

１．議第72号　大分市総合計画の変更について
 （１）議第72号　大分市総合計画の変更について
２．税務行政
 （１）税の徴収のあり方について
 （２）議第63号　大分市債権管理条例の制定について
３．市施設の使用料について
 （１）災害対策本部設置時のキャンセルの取り扱いについて
４．土木建築行政
 （１）市営住宅について
５．児童育成クラブについて
 （１）施設の耐震性について
 （２）ＡＥＤの設置について
 （３）廃止される学校の児童育成クラブについて
６．教育行政
 （１）議第64号　大分市立義務教育学校設置条例の制定について
 （２）学校統廃合について

7 21
福　間　健　治
（日本共産党）

<一問一答>

１．憲法について
 （１）憲法について
２．災害対策
 （１）熊本・大分地震について
３．教育行政
 （１）就学援助について
４．道路行政
 （１）サイクリングロード整備について

8 30
堤　　 智　通
（無所属）
<一　括>

１．福祉避難所について
 （１）福祉避難所及び個別計画について
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9 41
国　宗　　　浩

（公明党）
<分　割>

１．ご当地ナンバープレートについて
 （１）ナンバープレートの現状について
 （２）ご当地ナンバープレートへの認識について
 （３）導入及び効果予測、活用方法について
２．文化財について
 （１）実態及び活用について
 （２）満足度向上について
 （３）案内板やホームページについて
 （４）戦略的な投資について
 （５）魅力発信について

10 43
佐　藤　和　彦

（公明党）
<分　割>

１．木造住宅耐震化促進事業補助金について
 （１）この５年間の各年の補助戸数について
 （２）拡充される主な内容について
 （３）周知手段について
 （４）店舗や事務所などの木造住宅の補助対象の拡充について
２．危険ブロック塀等除却事業補助金について
 （１）この５年間の各年の補助件数について
 （２）拡充される主な内容について
 （３）周知手段について

11 40
川　邉　浩　子

（公明党）
<一問一答>

１．府内こどもルームについて
 （１）休館となった経緯について
 （２）これまでの利用人数について
 （３）利用をしていた方々は現在どこのこどもルームを
　　　 利用しているのか
 （４）再開について
２．熊本・大分地震の被害・影響と支援について
 （１）本市農業の被害状況について
 （２）今後の支援について
 （３）本市観光への影響について
 （４）復興支援の効果について
 （５）今後の取り組みについて
 （６）観光客誘致について
 （７）インバウンド観光について

12 2
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）

<分　割>

１．熊本地震について
 （１）対応の総括について
２．参議院議員通常選挙について
 （１）職員の政治活動や選挙活動について
 （２）18歳選挙権への対応について
３．ラグビーワールドカップについて
 （１）キャンプ誘致について
４．学校給食の公会計化について
 （１）学校給食の公会計化について

６月２０日（月）



13 16
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
<分　割>

１．保育行政
 （１）保育の質の確保について
 （２）保育士の適正配置について
２．広報について
 （１）大分市アプリについて

14 23
松　下　清　高

（社会民主クラブ）
<一問一答>

１．市民行政
 （１）マイナンバーについて
 （２）住居表示について

15 28
日小田　良　二

（社会民主クラブ）
<分　割>

１．議第72号　大分市総合計画の変更について
 （１）地方分権改革
 （２）地域コミュニティーの活性化について
 （３）基本構想の組み立て方について
２．明野出張所の拡充について
 （１）多機能型複合施設とコミュニティー活動の場の整備について
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16 18
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
<一問一答>

１．総務部関連事項
 （１）防災危機管理について
２．教育行政
 （１）学力調査について
 （２）初等教育における負の連鎖の遮断について
 （３）通学路の選定基準について
３．土木建築行政
 （１）通学路の管理責任について
４．福祉保健行政
 （１）児童福祉について
 （２）介護保険制度改正について
 （３）認知症高齢者支援事業について
５．商工労働観光行政
 （１）生産人口動向と有効求人倍率について
 （２）観光行政
６．農林水産行政
 （１）農地保全施策について
 （２）ため池管理について

17 15
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
<一問一答>

１．街路灯について
 （１）道路照明施設設置基準の見直しについて
 （２）設置状況について
 （３）中島地区の通学路について
２．発達障がい児への対応について
 （１）発達障がい児の把握について
 （２）把握時の対応について
 （３）心のケアについて

18 17
福　崎　智　幸

（おおいた民主クラブ）
<一問一答>

１．市民行政
 （１）出産祝い品について
２．教育行政
 （１）学校評議員制度について
 （２）学校運営協議会について

19 1
松　木  大　輔
（自由民主党）

<一問一答>

１．環境行政
 （１）カセットボンベ穴開け不要化事業について
２．職員の先進地視察について
 （１）管理職の先進地視察について

６月２１日（火）



20 24
宮　邉　和　弘

（社会民主クラブ）
<一問一答>

１．防災行政
 （１）災害派遣された職員からの報告について
 （２）報告書について
 （３）職員間の引き継ぎについて
 （４）報告書の活用について
 （５）市民への情報提供について
 （６）清掃センターの耐震基準について
 （７）清掃センターが使用できなくなった場合の対応について
 （８）大洲園処理場の対応について
 （９）災害廃棄物の一時保管場所について
 （10）収集拠点について
 （11) 災害廃棄物の分別について
 （12）委託契約における災害対応について
 （13）災害協定について

21 20
斉　藤　由美子
（日本共産党）

<一問一答>

１．福祉保健行政
 （１）保育行政
２．防災について
 （１）臨海工業地域の災害について
３．商工行政
 （１）環境配慮型設備投資利子補給金について
４．教育行政
 （１）不登校児童生徒への対応について
 （２）学校図書予算について

22 32
三　浦　由　紀
（新政クラブ）

<一問一答>

１．人事について
 （１）女性職員活躍推進について
２．観光行政
 （１）大友宗麟プロモーションについて


