
（令和元年第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 3
松　木  大　輔
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．子ども家庭支援センターについて
　（１）子ども家庭支援センターの機能強化について
２．個人情報について
　（１）個人情報の活用について

2 38
高　橋　弘　巳
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．工場立地法について
　（１）工場立地法の緑地面積率緩和措置について
２．洪水浸水対策
　（１）洪水浸水対策
　（２）想定雨量について
　（３）大分川ダムや玉来川ダムの防災効果について
　（４）被害について
　（５）ハード対策
　（６）避難場所について
　（７）1000年に一度の表現について
３．河道掘削について
　（１）今年度の河道掘削について
４．河道掘削した川砂について
　（１）河道掘削した川砂について
　（２）川砂の有効利用について

3 22
馬　見　塚　　剛
（社会民主クラブ）

＜分割＞

１．高齢者ワンコインバス事業について
　（１）高齢者ワンコインバス事業の必要性について
　（２）利用者の実態把握について
　（３）バス事業者との協議について
　（４）今後の対応について
２．特殊詐欺対策
　（１）本市における特殊詐欺被害状況と取り組みについて
　（２）新たな特殊詐欺対策

4 1
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．小中一貫教育推進事業について
　（１）取り組み、成果について
　（２）今後の計画について
２．商工労働観光行政
　（１）観光における地域連携について
　（２）産業観光について
　（３）おおいた魅力発信局について

5 24
帆　秋　誠　悟

（社会民主クラブ）
＜一括＞

１．福祉施策について
　（１）高齢者福祉について
２．子供施策について
　（１）子供の貧困対策
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6 41
国　宗　　　浩
（公明党）
＜一問一答＞

１．高齢ドライバー支援について
　（１）高齢者運転免許自主返納促進事業について
　（２）安全運転・移動支援について
２．幼児教育・保育について
　（１）幼児教育・保育の無償化について
３．大在地区の渋滞緩和について
　（１）渋滞状況について
　（２）国道197号鶴崎拡幅工事について

7 40
川　邉　浩　子
（公明党）
＜一問一答＞

１．岡原花公園とその周辺の整備について
　（１）花公園祭りを鑑賞しての感想について
　（２）市道横尾29号線について
　（３）花公園の活用について
　（４）行政の協力について
２．昭和電工ドーム大分周辺の渋滞対策
　（１）ラグビーワールドカップ開催時の渋滞対策
　（２）その後の渋滞対策
３．おくやみコーナーの設置について
　（１）現在の状況について
　（２）設置について
４．豪雨災害対策
　（１）防災・避難の周知について
　（２）止水板設置の助成について
５．ごみ拾いパートナー登録制度について
　（１）周知について
６．障害者手帳のカード化について
　（１）障害者手帳のカード化に伴うメリットについて
　（２）カード化の実施について
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8 20
岩　崎　貴　博
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．労働者の賃金について
　（１）最低賃金について
２．エネルギー政策
　（１）再生可能エネルギーについて
３．公共施設について
　（１）公民館の施設管理について
　（２）駐車場料金について
４．教育行政
　（１）学校営繕について
５．大分川堤防の階段整備について
　（１）大分川堤防の階段整備について

9 4
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）
＜分割＞

１．交通事故対策
　（１）交通事故の状況について
　（２）交通事故への対策
２．道路環境について
　（１）速度抑制対策
　（２）歩行者の安全確保について
３．高齢者の交通環境について
　（１）高齢者の交通環境について
　（２）高齢者ワンコインバス事業について
４．交通環境の改善について
　（１）新公共交通網の整備について

10 39
橋　本　敬　広
（公明党）
＜分割＞

１．地域福祉に係る総合相談窓口の設置について
　（１）ワンストップについて
　（２）総合相談窓口について
　（３）ダブルケアの相談対応について
２．バリアフリーマップについて
　（１）現在の進捗と今後の予定について
　（２）データ活用の展望について
　（３）他部局との連携について

11 30
スカルリーパー・エイジ
（新政クラブ）
＜分割＞

１．危険生物対策
 （１）ヒョウモンダコについて
 （２）ヒアリについて
２．危険な電柱の対策
 （１）危険な電柱の対策
３．幼児教育・保育施設の安全対策
  (１）交通安全対策

12 28
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．環境行政
　（１）家庭ごみ有料化について
　（２）ごみステーションの設置について
２．公共施設へのシルバーカーの設置について
　（１）シルバーカーの利用状況と設置について
　（２）公共施設への設置について
３．防災対策
　（１）安定ヨウ素剤の配布について
　（２）指定避難所のトイレ対策

13 32
高　松　大　樹
（無所属）
＜一問一答＞

１．スポーツ振興に係る補助金について
　（１）大分市活き粋スポーツ振興補助金について
２．南大分スポーツパークについて
　（１）施設の維持管理について
　（２）今後の施設運営の考え方について

７月８日（月）



14 23
甲　斐　高　之
（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．子供の安全対策
　（１）幼稚園や保育園での園外活動への対応について
　（２）登下校時等の安全確保について
　（３）市道における子供の安全確保について
２．市立幼稚園のあり方について
　（１）市立幼稚園一時預かり事業について
　（２）多年制保育や一時預かり事業の拡充について
　（３）幼保連携型認定こども園設置に向けての構想について
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15 6
二　宮     博
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．大分城址公園の活用について
　（１）災害時の活用について
　（２）公園内への庁舎建設について

16 43
佐　藤　和　彦
（公明党）
＜分割＞

１．ラグビーワールドカップ2019における防犯カメラの設置について
　（１）防犯カメラの設置に関する協議内容について
　（２）協議結果における対応状況と今後の計画ついて
　（３）祝祭の広場における防犯カメラの設置について
２．路面下空洞調査について
　（１）これまでの経緯について
　（２）平成30年度の調査内容と結果について
　（３）今後の調査の考え方について

17 16
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0について
　（１）認識について
　（２）現状について
　（３）国・県・市の連携について
　（４）本市の取り組みについて
　（５）今後の展開について
２．8050問題
　（１）本市の現状について
　（２）正確な人数の把握について
　（３）今後の取り組みについて

18 17
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
＜分割＞

１．農業用水路について
　（１）現在の管理・保全体制について
　（２）雨水排水目的としての管理・保全について
２．高齢者の運転技能支援について
　（１）高齢者運転免許自主返納促進事業の現状について
　（２）運転教室の開催について
　（３）踏み間違え防止装置への助成について

19 21
斉　藤　由美子
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．ジェンダー平等の取り組みについて
　（１）女性の貧困について
　（２）職場で生じる問題
　（３）学校における取り組みについて
２．福祉保健行政
　（１）難聴者支援について
３．エナジードリンクについて
　（１）エナジードリンクについて
４．交通安全対策
　（１）踏み間違い事故の抑制について
５．社会教育について
　（１）市民図書館について
６．ワンコインバス制度について
　（１）制度の見直しについて

20 34
衛　藤　延　洋
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．将来世代への優先支援について
　（１）子ども医療助成費について
２．児童相談所のあり方について
　（１）児童虐待死の根絶について
　（２）中核市市長会の考え方について
　（３）大分市児童相談所設置庁内検討委員会の取り組みについて

７月９日（火）


