
順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１ ２７自由民主党 １　市長の行政姿勢について 市長

奈良市議会議員団代表

植村　佳史 　①人口政策について
＜一括質問一括答弁＞ 　②財政運営について

　③人権問題について
　④観光振興策について
　⑤経済活性化対策について
　⑥地籍調査について

２　新火葬場について 市長

３　クリーンセンターについて 市長

４　教育行政について 教育長

　①学校給食費等の未納について
　②小中一貫教育について

２ ３７奈良未来の会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
森田　一成

＜一括質問一括答弁＞ 　①子育て支援
　②地域ふれあい会館建設について

２　公立学校週６日制について 教育長

３ ３１公明党 １　平成24年度決算について 市長
奈良市議会議員団代表

山中　益敏 　①財務分析について
＜一括質問一括答弁＞

２　第４次総合計画における実施計画とＮＡＲＡ　ＮＥＸＴ４の 市長、
　　整合について 教育長

　①第４次総合計画とＮＥＸＴ４の関連性・整合性・スケジュー
　　ルについて
　②中学校給食について

３　防災行政について 市長

　①災害対策基本法等の改正を受け、「避難行動要支援者名簿」
　　及び「生活環境の整備」における現状と今後の取り組みにつ
　　いて
　②「特別警報」と本市の役割について

４　子ども・子育て支援新制度及び待機児童解消加速化プランに 市長
　　ついて

　①子ども・子育て支援新制度の進捗状況と今後の取り組みにつ
　　いて
　②待機児童解消加速化プランにおける事業内容について

５　クリーンセンター建設計画について 市長

　①候補地周辺からの建設反対理由について
　②今後のクリーンセンター建設の取り組みについて

６　東部地域の経済活性化について 市長

　①クリーンセンター建設と東部地域対策の関連性について
　②攻める農業戦略について

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２５年９月定例会）
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
７　防災・減災等に資する国土強靭化基本法案について 市長

　①国土強靭化地域計画の認識と現状について

８　学校・園の耐震化対策について 市長

　①現在の進捗状況と財源及び学校の統廃合等を考慮した今後の
　　取り組みについて

９　学校事務について 市長

　①教員を事務分掌から解放し、子供と向き合う時間をふやす仕
　　組みについて

１０　いじめ対策について 教育長

　①ネットいじめの現状認識とその対応について

４ ３４日本共産党 １　市長の政治姿勢について 市長
奈良市会議員団代表

井上　昌弘 　①２期目のマニフェストについて（１期目の積み残しである多
＜一問一答＞ 　　選禁止条例、上下水道事業の統合、クリーンセンター建設計

　　画）
　②市長の憲法認識について（憲法尊重義務は権力者ではなく国
　　民であると認識している点について）

２　子ども・子育て支援新制度について 市長

　①保育に対して公的責任の後退につながる問題について問う

３　国民健康保険について 市長

　①高過ぎる国保料の引き下げを求め、国保の県単位の広域化の
　　問題について問う

４　子どもの医療費助成制度について 市長

　①制度の改善を求める

５　平成24年度決算について 市長

　①決算の評価。唯一赤字となっている住宅新築資金等貸付金特
　　別会計の赤字解消対策を問う

６　学校施設の改修について 市長

　①災害時の避難が安全にできない状況が一部に見られる問題の
　　改善を求める

７　露店の防火対策について 市長

　①福知山市で起きた花火大会露店爆発事故から教訓を引き出し、
　　二度と事故を起こさないよう奈良市の対応を求める
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
５ ２１改革新政会代表 １　市長の政治姿勢について 市長

山口　　誠
＜一括質問一括答弁＞ 　①２期目の決意と構想について

　②財政の現況に対する認識と改善指標について
　③財政状況や問題点を市民と共有し財政の健全化を図ることに
　　ついて

２　２期目のマニフェスト「ＮＡＲＡ　ＮＥＸＴ４」について 市長

　①市長の思いの職員との共有化について
　②女性の積極的な登用について
　③頼れる地域医療と健康・長寿について
　④新斎苑の建設について
　⑤防災対策について
　⑥子育て支援（西大寺地区での保育園新設、認定こども園）に
　　ついて
　⑦質の高い公教育の実現について
　⑧ソーラーパネルの設置について
　⑨クリーンセンター移転問題について
　⑩若者が起業にチャレンジできる環境の整備について
　⑪まほろば観光大学（仮称）の開校について
　⑫東部地域の振興について

６ １６ 東久保耕也 １　地域振興について 観光経済部長
＜一括質問一括答弁＞

２　市民ふれあい交流事業について 観光経済部長

　①取り組み状況について
　②旬菜メルカートの利用状況について
　③合併特例債で計画されている直売所建設について（２問目）

３　奈良市幼保再編について 子ども未来部長

７ ２６ 三浦　敎次 １　クリーンセンターの移転建設計画について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①左京地域での清掃工場撤去に至るまでの経緯について
　②公害調停成立に至る経緯と調停条項について

８ ６ 九里　雄二 １　市立奈良病院について 市民生活部長
＜一括質問一括答弁＞

　①ドクターカー対応の拡充計画
　②市立看護専門学校の現状と卒業生受け入れ見通し

２　特別養護老人ホーム待機者の対策について 保健福祉部長

３　有効求人倍率の向上に向けた市の雇用促進政策について 観光経済部長

４　八条地域の浸水対策の現状と今後の対応について 建設部長

５　奈良市住宅マスタープラン及び市営住宅ストック総合活用計 市長
　　画について
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
９ ２３ 小川　正一 １　西部・学研奈良登美ヶ丘のまちづくり 子ども未来部長、

＜一括質問一括答弁＞ 都市整備部長
　①保育所の建設の進捗状況と運営内容
　②郵便局、交番を設置してほしいとの住民要望についての認識

２　コミュニティーバスについて 都市整備部長

　①敷島町の試験運行の時期及び計画・内容について
　②法定協議会の認識と立ち上げについて

３　小・中学校の通学について 教育総務部長、
教育長

　①スクールバスや民間バスで通学している実態（人数など）
　②保護者負担がどうなっているのか
　③保護者負担をなくすには、幾ら必要なのか
　④教育の公平性の観点からも奈良市が全額負担する考えはない
　　のか

４　消防局の救急救命士について 消防局長

　①東消防署管内の救急救命士の配置並びに高規格救急車の配備
　　状況
　②365日、24時間体制をとるには、何名必要か

１０ １０ 横井　雄一 １　行政改革について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①家庭系ごみの民間委託拡大の展望について問う

２　奈良に住みたい若者を支援する政策について 市長

　①奈良で居住したい若者を支援する政策を提起し、その提起内
　　容について見解を問う

３　奈良で働きたい若者を支援する政策について 市長

　①奈良で働きたい若者を支援する政策を提起し、その提起内容
　　について見解を問う

４　農業戦略について 市長

　①「ＮＡＲＡ　ＮＥＸＴ４」に記載の「攻める農業戦略」につ
　　いて、その攻め方を問う

５　公共工事の発注方法について 総務部長

　①奈良市内の業者の技術力、雇用力の向上につながる発注方法
　　について問う

６　環境行政について 環境部長

　①家庭系ごみと事業系ごみの分別と環境清美工場での扱いにつ
　　いて問う
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１１ ８ 酒井　孝江 １　議案第121号　奈良阪川上線について 建設部長

＜一問一答＞

　①第４次総合計画提出時から私が問題にしているが、住宅地を
　　結ぶ道路トンネルをなぜつくるのか。根本的な計画変更を求
　　める。

２　商業対策について 観光経済部長

　①(株)まちづくり奈良が発足し、「きらっ都・奈良」も完成し
　　たが、11カ月たつのに新たな事業の起業が見えない。各有名
　　店の閉店が続くが積極的な対応がない。市長候補の１人は遊
　　休地の商業施設誘致へのトップセールスを挙げていた。危機
　　を脱する商業対策について聞きたい。

１２ １９ 伊藤　　剛 １　救急医療体制の充実について 市民生活部長
＜一括質問一括答弁＞

　①奈良市立休日夜間応急診療所建てかえ計画の進捗状況について
　②北和地域の一次救急を担う休日夜間応急診療所のあり方につ
　　いて
　③今後の小児科医の配置について

２　福祉施策について 保健福祉部長

　①地域包括ケアシステムについて
　②緊急通報システムの現状について
　③緊急通報システムの今後の取り組みについて
　④地域包括支援センターのあり方について(２問目)

３　保育行政について 子ども未来部長

　①保育士処遇改善策について
　②家庭的保育事業について
　③（仮称）認定こども園青和幼稚園について

４　再生可能エネルギーについて 環境部長、
市長（２問目）

　①小水力発電導入支援の補助内容について
　②小水力発電の導入への展望について
　③今後の再生可能エネルギーの導入について（２問目）

５　攻める農業戦略について 観光経済部長、
市長（２問目）

　①農産物のＰＲについて
　②商品開発について
　③農産物の販売方法について（２問目）
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１３ １２ 白川健太郎 １　消費税増税と中小業者の経営実態について 市長、

＜一括質問一括答弁＞ 観光経済部長
　①市としても増税ストップの声を。
　②中小業者の経営実態の調査は行っているのか。

２　若者の就労環境について 市長、
観光経済部長

　①市として“ブラック企業”問題をどうとらえるか。
　②就職支援のための、市としての取り組みについて。

３　県立奈良病院について 市民生活部長、
都市整備部長、

　①県立奈良病院跡地利用について 建設部長、
　　・現在までの進捗状況を市としてどこまで把握しているか。 危機管理監
　　・都市計画マスタープランに照らしての位置付けはどうなっ
　　　ているか。
　②新県立奈良病院について
　　・西ノ京周辺の道路整備について。
　　・県から示される排水経路について。
　　・災害対策の面からどうとらえているのか。

１４ ９ 階戸　幸一 １　奈良市立休日夜間応急診療所について 市民生活部長
＜一問一答＞

　①移転建設工事経過について
　②平成25年度予算からの機器選定について
　③過去からの医療体制の経過について

１５ １８ 宮池　　明 １　平成25年度における財源の確保について 総合政策部長
＜一括質問一括答弁＞

　①平成25年度における財源の確保の見通しなどを質問します。

２　地域の防災力強化について 危機管理監、
教育長

　①地域の防災力強化のためには、地域防災のかなめである地区
　　防災組織に対して行政の支援や協力体制などが必要であるこ
　　とから数点について質問します。

３　市民の公益活動団体に対する支援について 市民活動部長

　①奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例が平成21年に
　　施行されました。その条例目的にかなう協働の推進を図るに
　　は、さらに施策を講じることが必要であると考え、数点につ
　　いて質問します。

４　中心市街地活性化について 観光経済部長

　①第１期中心市街地活性化基本計画が今年度で最終年度を迎え
　　ます。今後の中心市街地活性化について質問します。

５　就学前の発達及び特別支援等の充実について 子ども未来部長、
教育総務部長

　①本市が推進する幼保一体化の事業において、円滑に発達及び
　　特別支援が行われ、また就学後の特別支援教育との連携が円
　　滑に行われることを求めるため数点の質問をします。
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１６ １１ 山本　直子 １　三碓町宅地開発問題について 市長

＜一括質問一括答弁＞

２　生活保護制度における生活扶助費引き下げについて 市長、
　　 保健福祉部長

３　奈良市における認知症疾患医療センター設置について 保健福祉部長

４　子ども・子育て支援新制度について 子ども未来部長

５　「奈良市子ども条例」策定の進捗と方向性について 子ども未来部長
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