
（平成28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 39
橋　本　敬　広

（公明党）
＜分　割＞

１．災害対策
 （１）被災者支援システム導入について
 （２）災害対策本部設置の準備にかかる負担軽減について
２．田ノ浦ビーチ「恋人の聖地」について
 （１）事業展開及び効果について

2 38
高　橋　弘　巳
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．街路樹の維持管理について
 （１）街路樹の維持管理について
２．河川の草刈りについて
 （１）河川の草刈りについて
３．歩道橋について
 （１）歩道橋の数について
 （２）歩道橋の築年数について
 （３）中島横断歩道橋について
 （４）今後の歩道橋について
４．田ノ浦ビーチについて
 （１）田ノ浦ビーチの施設の有効利用について
５．道の駅について
 （１）道の駅に対する国の支援について
 （２）田ノ浦ビーチを含めた道の駅構想について

3 43
佐　藤　和　彦

（公明党）
＜一問一答＞

１．子ども保育行政
 （１）認可保育施設の運営について

4 31
スカルリーパー・エイジ

（新政クラブ）
＜分　割＞

１．ヤギの放牧除草について
 （１）実証実験の結果について
 （２）今後の取り組みについて
２．Ｔ－ｗａｖｅについて
 （１）利用目的について
 （２）利用状況について
 （３）費用対効果について
 （４）今後の取り扱いについて
３．（仮称）お城サミットについて
 （１）開催趣旨について
４．公共施設における利用者への対応について
 （１）利用者への柔軟な対応について
 （２）損害保険加入について

5 19
広　次　忠　彦
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．固形燃料製造工場の火災について
 （１）ダイオキシンなどによる被害について
 （２）原料保存のあり方について
 （３）市内の施設への指導について
２．小学校給食調理場調理等業務委託について
 （１）業務委託による影響について
 （２）自校方式への影響について
３．都市計画行政
 （１）府内中央口広場の改良について
 （２）府内中央口のバス時刻表示について
 （３）公園の施設・管理について
４．鳥獣被害対策
 （１）被害対策
 （２）近隣自治体との連携について
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6 29
指　原　健　一

（社会民主クラブ）
＜分　割＞

１．農業被害対策
 （１）有害鳥獣被害対策
 （２）ジャンボタニシ対策
２．学校給食の民間委託について
 （１）小学校給食調理場調理等業務委託について

7 34
仲　家　孝　治
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．教育行政
 （１）廃校の利活用について

8 6
安　部　剛　祐
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．エネルギーの地産地消について
 （１）再生可能エネルギーの現状について
 （２）今後の再生可能エネルギーへの取り組みについて
 （３）未利用資源活用と水素社会の実現について
２．農政について
 （１）農業と福祉の連携について
 （２）自給圏（テロワール）の構築について

9 18
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．災害対策
 （１）避難所運営について
 （２）被災建築物応急危険度判定と罹災証明について
 （３）保健師の災害時支援体制について
 （４）防災情報の提供事業について
 （５）防災士養成事業について
 （６）防災グッズの備蓄について
２．市民部関連行政
 （１）自治会・町内会制度について
 （２）犯罪被害者支援事業について
３．教育行政
 （１）組体操の安全対策
 （２）ＰＴＡのあり方について
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10 33
大　石　祥　一
（新市民クラブ)

＜分　割＞

１．個人情報の保護について
 （１）特別徴収税額通知書の目隠しについて
２．ＩＣＴを活用した業務効率化について
 （１）ペーパーレス会議について

11 42
泥　谷　　　郁

（公明党）
＜分　割＞

１．福祉行政における学習支援について
 （１）生活保護世帯への支援について
 （２）支援対象者の拡大について
２．中学校部活動について
 （１）部活動の休養日の現状と取り組みについて
 （２）外部指導者登録制度について

12 2
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．高崎山自然動物園について
 （１）指定管理業務について
２．市道等の点字ブロックについて
 （１）当事者の声を生かした点字ブロックの敷設、補修について
３．小中学校の救急救命体制について
 （１）ＡＥＤの運用について
 （２）緊急時の連絡手段について
 （３）救急救命学習について
 （４）スクールライフセーバーについて

13 15
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．防犯カメラについて
 （１）本市の設置状況について
 （２）活用方法について
 （３）今後の対応について
２．歩きスマホ対策
 （１）本市の対応について
 （２）ポケモンＧＯの危険性について
３．住居表示について
 （１）本市の進捗状況について
 （２）通称名と地番の存在について
 （３）法務局との連携について

14 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．貧困問題
 （１）子供の貧困対策
３．都市計画行政
 （１）駐輪場について

９月８日（木）



15 26
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．選挙について
 （１）参議院議員選挙について
 （２）期日前投票について
 （３）有権者の選挙権行使の機会確保について
２．女性の活躍推進について
 （１）男性市職員の育児休業について
 （２）市職員の時間外勤務について
 （３）事業所等の時間外労働について
 （４）男女の平均賃金について
 （５）女性の活躍について
３．防災行政
 （１）防災センターの設置について

16 17
福　崎　智　幸

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．保健所行政
 （１）猫の適正飼育・管理について
 （２）産後ケア事業について
２．消防行政
 （１）ＡＥＤの整備について
３．税務行政
 （１）船員税制の減免について

17 32
三　浦　由　紀
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．消防行政
 （１）消防団サポート制度について
２．防災危機管理について
 （１）外国の方に対するサポートについて
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18 41
国　宗　　　浩

（公明党）
＜分　割＞

１．結婚支援について
 （１）若年世代における結婚について
 （２）大分市ときめき出会いサポート事業について
 （３）新婚世帯支援について
２．公営住宅行政
 （１）入居時の設備購入負担について
 （２）罹災入居条件について
 （３）低所得者に向けた住宅の空き家活用について
３．ＪＲ大在駅・周辺の整備について
 （１）都市計画における大在地区の位置づけについて
 （２）バリアフリー化について
 （３）構内の整備について
 （４）駐輪場及び駐車場の整備について
 （５）自由通路整備について

19 25
髙　野　博　幸

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．都市交通対策
 （１）地域公共交通網形成計画策定について
２．消防行政
 （１）消防団車庫詰所について
 （２）消防団員の確保について

20 30
堤　　 智　通
（無所属）
＜一　括＞

１．福祉保健行政
 （１）高齢者のフレイル対策

21 20
斉　藤　由美子
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．水道行政
 （１）漏水工事について
 （２）漏水工事に必要な材料の購入について
２．中小企業の支援について
 （１）後継者育成のための支援について
３．保育行政
 （１）保育料以外の負担金について
４．荷揚町小学校の跡地利用について
 （１）公立保育所の整備について
５．福祉保健行政
 （１）障がい者施策について
６．土木建築行政
 （１）認定外道路について

22 1
松　木  大　輔
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．保育行政
 （１）待機児童をゼロにするための取り組みについて

９月９日（金）



23 40
川　邉　浩　子

（公明党）
＜一問一答＞

１．保育行政
 （１）新規参入事業者への支援について
 （２）公立保育所の役割について
２．Ｂ型肝炎ワクチン定期接種について
 （１）事業内容について
 （２）既接種者への対応について
 （３）接種可能期間の短い方への対策
３．碩田学園開校について
 （１）校舎建設の進捗状況について
 （２）現場見学会に参加した生徒さんの感想について
 （３）校章、校旗、校歌、制服について
 （４）歴史、伝統の継承について
 （５）閉校記念行事について
４．ゴムチップ舗装の設置について
 （１）ゴムチップ舗装の有効性について
 （２）現在の整備状況について
 （３）今後の設置予定について

24 22
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
＜分　割＞

１．固定資産税の課税について
 （１）倉庫の課税について
 （２）農作地における課税について
２．マンパワーによる地域振興について
 （１）大分市地域おこし協力隊について
 （２）本市全体におけるプロモーションについて
３．市民サービスの向上について
 （１）繁忙期の窓口職場について
 （２）人事異動の時期について

25 16
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
＜分　割＞

１．労働行政
 （１）ハローワークとの連携について
 （２）地方版ハローワークについて
２．来庁者用の駐車場について
 （１）利用状況について
 （２）庁舎利用以外で使用する方に対する取り組みについて
３．観光行政
 （１）民泊について


