
（令和２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 44
今　山　裕　之

（公明党）
＜一問一答＞

１．新型コロナウイルス感染症関連
 （１）新型コロナウイルス感染症対策
 （２）今後の新型コロナウイルス感染症対策

2 18
井手口　良　一

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．新型コロナウイルス感染症対策
 （１）行政の業務継続計画について
 （２）災害時の対応について
 （３）公衆衛生について
 （４）医療体制について
 （５）障がい者支援について
 （６）人権への配慮について
 （７）子育て世帯への支援について
 （８）地域経済支援施策について
 （９）救急救命体制について
 （10）小中学校での対応について

3 4
倉　掛　賢　裕
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．倒産させない支援策について
 （１）旅行業、交通業、イベント業等への支援について
 （２）公共事業による支援について
２．手術用ガウンの確保について
 （１）市内業者による生産について
３．学校での新型コロナウイルス感染症対策
 （１）現在の取組について
 （２）研修について
 （３）環境整備について
４．アフターコロナへの取組について
 （１）移住促進、企業誘致の推進について
 （２）行政手続の見直しについて

4 27
髙　野　博　幸

（社会民主クラブ）
＜一　括＞

１．新型感染症対策
 （１）特別定額給付金事業について
 （２）小規模事業者への支援策について
 （３）指定管理者制度導入施設への対応について
 （４）医療従事者及び感染軽症者への宿泊施設の確保について
 （５）雇用調整助成金申請費用の補助について
 （６）予算の組替えについて

5 30
スカルリーパー・エイジ

（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．学校再開後の対応とオンライン授業の導入について
 （１）学校再開後の対応について
 （２）オンライン授業の導入について
２. 避難所の在り方について
 （１）避難所の在り方について
３．未使用マスクの有効活用について
 （１）未使用マスクの有効活用について
４．インターネット上での誹謗中傷対策
 （１）インターネット上での誹謗中傷対策

6 19
福　間　健　治
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．新型コロナウイルス感染症に係る危機への対応について
 （１）市政運営について
 （２）学校再開について
２．環境行政
 （１）家庭ごみについて
 （２）ごみ出しについて
３．消防行政
 （１）通信指令業務について
４．生活環境の保全について
 （１）相続人不明土地について
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7 40
川　邉　浩　子

（公明党）
＜分　割＞

１．子宮頸がん予防ワクチン接種について
 （１）これまでの接種者数と現在の状況について
 （２）子宮頸がん予防ワクチン接種の情報提供について
 （３）子宮頸がん予防ワクチン接種の個別通知について
２．土地改良区が管理する農業用水路の安全対策
 （１）本市の農業用水路の実態について
 （２）過去の重大事故の発生状況について
 （３）水路の管理者との連携による安全対策
３．のつはる天空広場の整備について
 （１）整備状況について
 （２）遊具の設置について

8 38
高　橋　弘　巳
（新市民クラブ)
＜一問一答＞

１．河川の河道掘削について
 （１）１級河川の河道掘削について
 （２）２級河川の河道掘削について
２．ダムの活用について
 （１）ダムの洪水調整について
３．避難場所について
 （１）避難場所の感染防止対策
４．不発弾の処理について
 （１）不発弾処理費用について
 （２）工事中における爆発の際の補償について
 （３）工事の際の事前調査について
 （４）民地で不発弾が発見された場合について
 （５）国の責任について
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9 23
甲　斐　高　之

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．感染症に対応したこれからの学校教育について
 （１）子供たちの「学び」の保障について
 （２）子供たちの「心のケア」について
 （３）学校での感染症対策
 （４）教職員の増員について
 （５）タブレット端末を活用した在宅学習について
２．清掃事業について
 （１）佐野清掃センター大規模改修事業の進捗状況について
 （２）新環境センターの今後のロードマップについて
 （３）（仮称）佐野清掃センター跡地利用を語り合う会の立ち上げに
       ついて

10 41
国　宗　　　浩

（公明党）
＜一問一答＞

１．精神医療について
 （１）急性期医療について
 （２）心の健康について

11 39
橋　本　敬　広

（公明党）
＜一　括＞

１．自転車活用推進について
 （１）公用自転車の安全基準について
 （２）公用自転車の点検整備について
 （３）公用自転車の保険について
 （４）シェアサイクルの安全基準、点検整備、保険について
 （５）ＴＳマーク取得への助成について

12 43
佐　藤　和　彦

（公明党）
＜一　括＞

１．市報おおいた2019年６月１日号の著作権侵害の疑義について
 （１）掲載の経緯と本市の認識について
 （２）広報紙など実際に印刷に入るまでの最終チェックポイントにつ
       いて
 （３）今後の徹底した再発防止策について

13 20
岩　崎　貴　博
（日本共産党）
＜一問一答＞

１．感染症対策
 （１）医療機関の支援について
 （２）介護施設の支援について
 （３）保健所の体制強化について
２．災害対策
 （１）避難所の改善について
３．公共交通について
 （１）公共交通の維持について

14 42
泥　谷　　　郁

（公明党）
＜一問一答＞

１．下水汚泥燃料化事業について
 （１）平成29年より令和２年までの取組について
 （２）アドバイザリー業務内容について
 （３）事業所の選定について
 （４）地元説明会について
 （５）広域化に向けた今後の展開について
 （６）ＤＢＯ方式導入の理由について
 （７）事業供用開始までのスケジュールについて

15 2
小　野　仁　志
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．基金について
 （１）基金について
２．中心市街地公有地の利活用について
 （１）荷揚町小学校跡地庁舎等複合公共施設整備事業について
３．母子生活の支援について
 （１）新型コロナウイルス感染症拡大の影響について
 （２）母子生活支援施設しらゆりハイツについて

16 16
松　本　充　浩

（おおいた民主クラブ）
＜一問一答＞

１．新型コロナウイルス感染症対策
 （１）テレワークについて
 （２）電子決裁について
 （３）電子入札について

６月１５日（月）
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17 21
斉　藤　由美子
（日本共産党）

＜分　割＞

１．大分市立認定こども園について
 （１）大分市立認定こども園について
２．認可外保育施設について
 （１）保育料について
３．財源の確保について
 （１）予算の組替えについて
４．新型コロナウイルス感染症対策
 （１）害虫・害獣対策
 （２）学校関係業者への支払いについて
 （３）学校給食について
５．社会教育について
 （１）社会教育の保障について
６．会計年度任用職員について
 （１）処遇改善について

18 31
三　浦　由　紀
（新政クラブ）
＜一問一答＞

１．新型コロナウイルス感染症対策
 （１）特別定額給付金事業について
 （２）自粛要請について

19 28
安　東　房　吉

（社会民主クラブ）
＜一問一答＞

１．市民部行政
 （１）公民館類似施設整備事業について
２．市立幼保連携型認定こども園について
 （１）基本的な考え方について
 （２）職員の研修について
 （３）小１プロブレム防止について
３．児童虐待とＤＶ対策
 （１）児童虐待について
 （２）ＤＶ対策

20 5
田　島　寛　信
（自由民主党）

＜分　割＞

１．ＪＲ大分・滝尾駅間新駅建設について
 （１）大分市地域公共交通網形成計画について
 （２）令和２年請願第１号　ＪＲ豊肥本線(仮称)宗麟大橋東口駅につ
　　　 いて
 （３）新駅建設による今後のまちづくり賑わいづくりについて
 （４）大分県との協議状況について
２．森岡校区・滝尾校区の狭隘道路対策を含む住環境の改善について
 （１）滝尾地区連合自治会の意向の把握や意見交換・情報交換の状況
       について

21 17
堀 　　嘉　徳

（おおいた民主クラブ）
＜分　割＞

１．大学生等に対する支援について
 （１）困窮者の把握について
 （２）困窮者への支援について
２．マイナンバーカードについて
 （１）現在の取組について
 （２）交付促進の取組について

22 1
穴　見　憲　昭
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．教育現場におけるＩＣＴ環境整備について
 （１）教育現場におけるＩＣＴ環境整備について
２．給食について
 （１）給食について

23 3
松　木  大　輔
（自由民主党）
＜一問一答＞

１．小中学校の長期休業における子供の見守りについて
 （１）小中学校の長期休業における子供の見守りについて
２．大分市公式アプリについて
 （１）大分市公式アプリについて
３．マイナンバーカードについて
 （１）マイナンバーカードについて
４．地方自治について
 （１）地方自治について

６月１６日（火）


