
（平成30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 20
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．子どもすこやか行政
 （１）子供食堂について
２．総務部関連事項
 （１）災害時相互応援体制について
３．消防行政
 （１）災害派遣された職員の処遇について
４．教育行政
 （１）学校現場の防災意識醸成について
５．福祉保健行政
 （１）社会福祉士の確保について
 （２）ペット同行避難について
６．土木建築行政
 （１）急傾斜地の崩落対策
７．環境行政
 （１）災害ごみ処理について
８．農林水産行政
 （１）農業用ため池について

2 26
帆　秋　誠　悟
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．新環境センターの整備について
 （１）廃棄物処理に関する本市の基本的な考えについて
 （２）稼働に向けた基本姿勢について
 （３）産業廃棄物処理場との施設管理上の違いについて
 （４）整備のコンセプトについて
 （５）情報提供について
 （６）今後の対応について

3 21
福　間　健　治
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．平和問題
 （１）核兵器廃絶について
２．災害対策
 （１）豪雨災害について
３．メガソーラーについて
 （１）メガソーラーについて
４．都市計画について
 （１）計画変更について
５．市税について
 （１）賦課、徴収について
６．福祉保健行政
 （１）障がい者支援について

4 32
スカルリーパー・エイジ
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．公園の利活用について
 （１）農園利用について

5 2
小　野　仁　志
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．アートプラザの指定管理について
 （１）監査結果について
 （２）業務内容の改善について
 （３）指定管理者について
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6 41
国　宗　　　浩
（公明党）
＜分割＞

１．生活保護・生活困窮者について
 （１）生活困窮者自立支援法について
 （２）改正生活保護法について
２．保育行政
 （１）待機児童について
 （２）幼児教育無償化について
 （３）認可外保育施設について
 （４）待機児童園について
３．エネルギー政策
 （１）大分市地球温暖化対策実行計画について
 （２）電力小売り全面自由化について

7 39
橋　本　敬　広
（公明党）
＜分割＞

１．マイクロプラスチックに関する環境問題
 （１）マイクロプラスチックによる環境汚染に関する認識について
２．猿に関する問題
 （１）ＧＰＳを利用した調査について
 （２）周辺地域への各種被害があった場合の対応について
 （３）抜け出しに対する対策
 （４）ドローンの活用について
 （５）ドローン以外の農作物被害対策

8 44
今　山　裕　之
（公明党）
＜分割＞

１．職務上の移動手段について
 （１）職員のタクシー利用について
 （２）公用車の増車について
２．ヤングケアラー問題
 （１）ヤングケアラーの実態調査について
 （２）今後の取り組みについて
３．水道事業について
 （１）水道施設の老朽化について
 （２）経営展望について
 （３）広域連携について
 （４）コンセッション方式の導入について
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9 42
泥　谷　　　郁
（公明党）
＜一問一答＞

１．高齢者施策について
 （１）介護予防・日常生活支援総合事業について
 （２）介護予防ボランティアについて
 （３）フレイルチェックについて
 （４）地域包括支援センターについて

10 23
斉　藤　由美子
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．経済政策
 （１）消費税について
２．貧困対策
 （１）子供の貧困について
３．教育行政
 （１）学力テストについて
４．住居の確保について
 （１）住居の確保が困難な方への支援について
５．市営住宅について
 （１）維持・管理について
６．行政改革
 （１）市民のための行政改革

11 3
松　木  大　輔
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．子供関連施策について
 （１）児童相談所の設置について
 （２）子どもの生活実態調査について

12 40
川　邉　浩　子
（公明党）
＜一問一答＞

１．障がい者の雇用促進について
 （１）障がい者が経済的な自立ができるよう働くことについて
 （２）法定雇用率達成の取り組みについて
 （３）本市における在宅就労の推進について
 （４）在宅就労の取り組みについて
２．肺炎球菌ワクチン接種について
 （１）接種率について
 （２）通知について
 （３）通知はがきのリニューアルについて
３．慢性腎臓病の予防について
 （１）本市の透析患者数について
 （２）慢性腎臓病の予防の取り組みについて

13 30
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．防災について
 （１）ダムの洪水調節の機能について
 （２）堤防の決壊防止対策
 （３）避難所について
２．ＬＧＢＴについて
 （１）ＬＧＢＴの理解を広げることについて
 （２）同性パートナーシップ制度について
 （３）ＬＧＢＴに係る子供への取り組みについて
 （４）制服について
３．公文書における外来語の使用について
 （１）本市の取り組みについて
４．障がい者雇用について
 （１）本市役所の障がい者雇用の状況について
 （２）市内企業の障がい者雇用の状況について
 （３）本市の取り組みについて

９月１１日（火）



14 18
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．避難対策
 （１）避難情報について
 （２）正常性バイアスについて
 （３）避難命令について
 （４）避難情報の伝達方法について
２．ブロック塀の安全対策
 （１）危険ブロック塀の箇所数について
 （２）改修の現状について
 （３）改修不能ブロック塀対策
３．漂着プラスチックごみ対策
 （１）本市の現状について
 （２）本市の対応について
 （３）今後の対応について
４．少子化対策
 （１）出産祝い品の復活について
 （２）第３子以降への手当てについて

15 1
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．介護に係る生活相談員について
 （１）本市の生活相談員の現状について
 （２）生活相談員の資格要件について
２．公共施設の室温設定について
 （１）冷房使用時の室温設定について
 （２）節電の効果について
 （３）温暖化対策の効果について

16 25
甲　斐　高　之
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．避難所の暑さ対策
 （１）平成30年７月豪雨での被災地における避難所の暑さ対策の状況
　　　 について
 （２）本市における避難所の暑さ対策
２．病児保育について
 （１）病児保育の現状について
 （２）病児保育に対する本市の方針について
３．地域ごとのまちづくりについて
 （１）地域まちづくりビジョンの展開に向けた取り組みについて
 （２）地域ごとのまちづくりの機運醸成について
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17 33
三　浦　由　紀
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．交通政策
 （１）自転車を活用したまちづくりについて
２．災害対策
 （１）水害時における水上バイクの活用について
３．教育行政
 （１）廃校の跡地利用について

18 43
佐　藤　和　彦
（公明党）
＜一括＞

１．情報システム監査について
 （１）平成28年度実施分の主な指摘事項
 （２）平成28年第４回定例会で答弁された今後の課題項目の対応状況
　　　 について
 （３）今後の方向性と実施計画について

19 22
岩　崎　貴　博
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．働く人の賃金について
 （１）最低賃金について
２．教育行政
 （１）教員の多忙化について
３．地域防災について
 （１）樋門管理について
４．公共交通について
 （１）ＪＲ駅無人化について
５．熱中症対策
 （１）熱中症対策
６．福祉行政
 （１）生活保護の相談体制について
 （２）訪問介護について

20 4
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．学校へのエアコン設置について
 （１）学校へのエアコン設置について
２．田ノ浦ビーチでの事故対策
 （１）保護者の見守りについて
３．デザインマンホールについて
 （１）デザインマンホールについて
４．ラグビーワールドカップ2019と消費税の増税について
 （１）ラグビーワールドカップ2019と消費税の増税について
５．テロ等を含む危機管理について
 （１）破壊活動防止法に基づく調査対象団体について
６．パブリックコメントについて
 （１）利害関係者による組織的な意見の取り扱いについて

21 19
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
＜分割＞

１．連帯保証人について
 （１）現状について
 （２）民法改正による取り扱いについて
２．学校施設の防犯対策
 （１）これまでの取り組みについて
 （２）防犯カメラの運用について
 （３）夜間の防犯対策

22 27
松　下　清　高

（社会民主クラブ）
＜分割＞

１．大分市立地適正化計画について
 （１）策定の背景、目的について
 （２）方向性及び効果等について
 （３）パブリックコメント等での意見及び意見の反映について
 （４）具体的な施策について
２．地区まちづくりのルールについて
 （１）地区計画の策定数及び建築状況について
 （２）本市の対応について
 （３）建築条例の効果について
 （４）建築条例の制定について

９月１２日（水）



23 34
衛　藤　延　洋
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．ラグビーワールドカップ2019について
 （１）大分開催のレガシーについて
 （２）開催都市と会場市の役割について
 （３）ウエルカムイベントについて
２．市営駄原総合運動公園について
 （１）運動公園の環境整備について

24 5
田　島　寛　信
（自由民主党）
＜一括＞

１．本市のまちづくりについて
 （１）これまでのまちづくりへの思いについて
 （２）今後のまちづくりの課題認識について


