
（平成29年第１回定例会）

発言 議席 氏　　名
順位 番号 （会　　派）

代　表・総　括　質　問　発　言　順　位　表
　３月１６日（木曜日）　

質　疑　質　問　の　内　容

1 11
板　倉　永　紀
（自由民主党）

１．市長の基本姿勢について
　（１）まちづくりの姿勢について
　（２）予算編成について
　（３）投資的経費の確保について
　（４）行政改革
　
２．少子高齢化・人口減少社会への対応について
　（１）子育て支援について
　（２）地域の活性化について
　（３）住宅行政
　（４）企業誘致について
　（５）農林水産業の振興について

３．地域防災について
　（１）消防団員の確保について
　（２）地域における防災関係者の連携について
　（３）防災士の連携や地域防災のあり方について

４．広域交通について
　（１）豊予海峡ルートと東九州新幹線について
　
５．中心市街地について
　（１）中心市街地のグランドデザインについて
　（２）大分城址公園整備・活用基本計画について
　（３）中心市街地の活性化の進め方について
　
６．観光振興について
　（１）観光振興の推進について
　（２）西部海岸地区の将来ビジョンについて

７．環境行政
　（１）環境教育の具体的な取り組みについて

８．下水道行政
　（１）下水道人口普及率の目標達成に向けた取り組みについて
　（２）住民意向に沿った地域の重点的な整備について

９．水道行政
　（１）水道事業の経営について

10．教育行政
　（１）次代を担う子供たちの教育の取り組みについて



発言 議席 氏　　名
順位 番号 （会　　派）

　３月１６日（木曜日）　

質　疑　質　問　の　内　容

2 30
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）

１．市長の政治姿勢について
　（１）総合計画について
　（２）憲法について
　（３）地方分権について
　（４）人権尊重について
　（５）原発について

２．財政について
　（１）新年度予算編成について

３．福祉行政
　（１）児童福祉について
　（２）高齢者福祉について
　（３）障がい者福祉について

４．地域経済について
　（１）中小企業支援について
　（２）農林水産業の振興について
　
５．まちづくりについて
　（１）中心市街地の整備について
　（２）市域全体の発展について

６．交通対策
　（１）大分市地域公共交通網形成計画について

７．環境行政
　（１）再生可能エネルギーの利用について
　（２）家庭ごみの有料化について

８．教育行政
　（１）教育長の思いについて
　（２）チーム学校について
　（３）小中一貫教育について



発言 議席 氏　　名
順位 番号 （会　　派）

　３月１７日（金曜日）　

質　疑　質　問　の　内　容

3 40
川　邉　浩　子

（公明党）

１．市長の基本姿勢について
　（１）市政運営における２年間の成果と後半の最重要課題
        について
　（２）市職員に対する期待について

２．財政運営について
　（１）基本的な財政運営について
　
３．地域における生活支援について
　（１）地域福祉の推進について
　（２）高齢者の運転免許自主返納支援について
　（３）地域おこし協力隊について

４．福祉保健行政
　（１）５歳児健診の導入について
　（２）子供の虐待防止の取り組みについて
　（３）地域包括ケアシステムの現状と今後の取り組みについて

５．保育の充実について
　（１）保育士確保の取り組みについて
　（２）保育の質の向上について

６．安心・安全のまちづくりについて
　（１）防災士協議会の結成について
　（２）消防団の人員確保について

７．環境行政
　（１）地球温暖化対策
　（２）水素エネルギーの導入について
　（３）ごみ収集の民間委託について

８．雇用と人材育成について
　（１）高齢者・障がい者・女性・外国人の活用について
　（２）移住者の獲得と学生の市内就職の促進について
　（３）中小企業の人材育成と後継者育成について
　（４）農林水産業の担い手の確保と育成について

９．都市計画行政
　（１）公共交通のネットワーク構築について

10．下水道行政
　（１）汚水処理対策の強化について

11．教育行政
　（１）「大分市教育ビジョン2017」について



発言 議席 氏　　名
順位 番号 （会　　派）

　３月１７日（金曜日）　

質　疑　質　問　の　内　容

4 38
高　橋　弘　巳
（新市民クラブ)

１．市長の基本姿勢について
　（１）市長の思いについて
　（２）「３つの創造」に込めた思いと今後の決意について
　（３）市域の均衡ある発展について
　（４）豊予海峡ルートの実現に向けて
　
２．財政について
　（１）新年度当初予算について
　（２）財源の確保について
　
３．防災・減災について
　（１）防災・減災の取り組みについて

４．子育て支援の充実について
　（１）子育て満足度日本一への取り組みについて
　（２）待機児童解消に向けて

５．地域の抱える課題について
　（１）買い物弱者への取り組みについて
　（２）地域の担い手不足について
　
６．経済政策
　（１）企業とのパートナーシップの構築について

７．農林水産業の振興について
　（１）担い手の確保と育成について
　（２）大規模園芸モデル団地について

８．観光行政
　（１）観光振興について
　（２）観光キャッチフレーズについて
　（３）美しいまちづくりとおもてなしの心について
　
９．都市計画行政
　（１）まちづくりについて
　（２）交通渋滞緩和に向けた取り組みについて

10．道路行政
　（１）市道の歩道整備について

11．教育行政
　（１）いじめ問題
　（２）碩田学園の特色ある教育活動について



発言 議席 氏　　名
順位 番号 （会　　派）

　３月２１日（火曜日）　

質　疑　質　問　の　内　容

5 20
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）

１．市長の基本的考え方について
　（１）市長の政治理念について
　（２）市長の近未来展望について

２．福祉保健行政
　（１）子育て支援について
　（２）地域包括ヘルスケアシステムについて
　（３）次期介護保険事業計画の課題について
　（４）障がい者支援について
　（５）生活福祉について

３．防災危機管理について
　（１）避難行動要支援者対策

４．産業振興について
　（１）地域産業振興について
　（２）観光振興について

５．都市基盤整備について
　（１）上下水道行政
　（２）市道の安全対策
　（３）公共交通体系整備について
　（４）みどりの保全対策

６．農林水産行政
　（１）農業用水路の管理と保全について

７．環境行政
　（１）廃棄物収集業務の民間委託について

８．教育・文化行政
　（１）学校教育について
　（２）文化・芸術振興について



発言 議席 氏　　名
順位 番号 （会　　派）

　３月２１日（火曜日）　

質　疑　質　問　の　内　容

6 21
福　間　健　治
（日本共産党）

１．市長の政治姿勢について
　（１）平和と民主主義について
　（２）経済政策
　（３）原発問題
　
２．予算について
　（１）新年度予算案について
　
３．暮らしと福祉について
　（１）年金について
　（２）国民健康保険について
　（３）介護保険について
　（４）子ども医療について

４．雇用と地域経済について
　（１）最低賃金について
　（２）中小業者支援について
　
５．農林水産業について

６．防災対策
　（１）防災・減災対策
　（２）被災者支援について
　
７．環境行政
　（１）ばいじん対策
　
８．同和行政
　（１）同和対策

９．教育行政
　（１）奨学金について
　（２）義務教育学校について



発言 議席 氏　　名
順位 番号 （会　　派）

　３月２１日（火曜日）　

質　疑　質　問　の　内　容

7 33
三　浦　由　紀
（新政クラブ）

１．本市の魅力創造について
　（１）新規農業生産物について
　（２）サブカルチャー部門の設置について
　（３）野生動物の解体場所の設置について
　（４）ドローンレースの国際大会誘致について
　（５）アートレジオン事業について

２．本市の魅力発信について
　（１）マーケティングとブランディングについて
　（２）情報発信について
　（３）トップセールスについて

３．商店街の活性化について
　（１）商店街の活性化について

４．市有財産の適正管理について
　（１）市有地の活用について
　（２）市営住宅の適正化について

５．文化財について
　（１）大友氏遺跡歴史公園整備事業について

６．動物愛護について
　（１）犬猫の殺処分減について

７．防災対策
　（１）無電柱化について
　（２）原子力発電所の事故について

８．下水道事業について
　（１）人口減少期の対策

９．平和祭について
　（１）新たな平和祭について


