
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ １０自民党 １　クリーンセンター建設計画について 市長
奈良市議会・結の会代表

山本　憲宥 　①取り組みと進捗について
＜一括質問一括答弁＞ 　②事業計画決定のスケジュールについて

２　新斎苑建設事業について 市長

　①工期延期を報告されて以降の進捗と今後の工程計画につい
　　て
　②変更契約の時期と規模について

３　危機管理体制について 市長

　①災害発生時の関係団体や企業との関係強化に向けた取り組
　　みについて

４　奈良市の上下水道事業について 市長

　①県域水道一体化に向けた考えについて
　②令和４年度までに建設が必要な貯留施設について

５　宿泊税について 市長

　①特別徴収義務者となり得る事業者からの意見について
　②奈良県を含めた関係機関との協議について

６　奈良県総合医療センター跡地を活用したまちづくりについ 市長
　　て

　①まちづくりに関する包括協定について
　②児童相談所設置について

７　教育行政について 教育長

　①一条高等学校の学科再編の進捗について

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表

（令和元年１２月定例会）
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順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

２ ７ 改革新政会代表 １　来年度予算編成方針と財政見通しについて 市長
阪本美知子

＜一括質問一括答弁＞ 　①事業の見直しについて

２　（仮称）子どもセンターについて 市長

　①奈良県総合医療センター周辺地域まちづくり協議会の経過
　　について
　②スケジュールについて

３　新斎苑について 市長

　①地域活性化対策事業について

４　クリーンセンター関連について 市長

　①現環境清美工場の現状
　②クリーンセンター候補地の選定について

５　本庁舎耐震工事について 市長

　①いながら工事の課題

６　会計年度任用職員制度について 市長

　①処遇改善がどのように進められているのか、今後の対応に
　　ついて

７　不登校への対応について 教育長

　①奈良市の不登校児童生徒の現状と１０，２５文部科学省通
　　知への見解

３ １５公明党 １　子ども・若者育成政策について 市長、
奈良市議会議員団代表 教育長

早田　哲朗
＜一括質問一括答弁＞ ２　児童相談所の設置について 市長

３　幼児教育・保育の無償化について 市長

４　防災・減災対策について 市長

５　クリーンセンター建設事業について 市長

６　観光政策について 市長
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順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

４ ２１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

北村　拓哉 　①「全国首長９条の会」に参加する考えについて
＜一括質問一括答弁＞ 　②消費税率引き上げの影響について

　③「桜を見る会」――税金私物化問題について

２　公立学校教員への「１年単位の変形労働時間制」導入の動 教育長
　　きについて

３　自衛隊員募集のための若者の個人情報提供問題について 市長

４　右京小学校の統廃合等により、平城西中学校敷地に施設一 市長
　　体型小中一貫校を新設する計画について

５　市立保育園の民営化について 市長

６　新クリーンセンター建設計画について 市長

７　児童相談所（子どもセンター）の開設について 市長

８　生活保護行政について 市長

９　子供の国保料均等割廃止について 市長

５ １３ 横井　雄一 １　まちづくりについて 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①近鉄奈良駅前の駅前広場を初め再整備計画について問う。

２　議案第１２０号　奈良市体育施設条例の一部改正について 西谷副市長

　①公営施設の運用について、受益者負担設定の基本的な考え
　　方を問う。

３　観光行政について 観光経済部長

　①奈良町にぎわいづくりのための伝統的建築物等の生かし方
　　について問う。

６ ３ １　買い物難民対策について 観光経済部長
＜一問一答＞

　①これまでの実績について

２　ひきこもり支援について 福祉部長、
観光経済部長

　①ひきこもりサポーター等について

３　不登校児童への対応について 教育部長

　①適応指導教室の取り組みについて

４　黒谷公園について 都市整備部長

　①イノシシ対策について

５　奈良市ポイント制度について 市民部長、
向井副市長

　①ボランティアポイントの取り組みについて
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発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

７ ２６ 藤田　幸代 １　行政内の組織編成による所掌事務のあり方について 総合政策部長、
＜一問一答＞ 危機管理監、

　①令和元年度に組織編成されたことにより、危機管理課、福 福祉部長、
　　祉政策課に移管された所掌事務が適正であったのかについ 市長
　　て問う。

２　中学生を対象とした性教育のあり方について 健康医療部長、
教育部長、

　①１８歳未満の女子で妊娠届を出した実態数を踏まえ、小中 教育長
　　学校での性教育の現状とはぐくみセンターでの思春期を迎
　　える子供への対応について確認し、学校での性教育の今後
　　の課題を尋ね、外部講師を迎えた性教育を提案する。

３　Ｒｅｓｔａｒｔなら（若者サポートセンター）の支援体制 福祉部長
　　の充実について

　①厚生消防委員会で質問をし支援内容について検証してきた。
　　その課題点を踏まえ、今後の支援体制を充実させる取り組
　　みを提案し、その考えを問う。

４　精神障害者の地域支援について 市長

　①厚生消防委員会で質問する中から見えてきた相談支援の現
　　状の課題を踏まえ、その課題認識と今後の相談支援のあり
　　方について市長に問う。

５　待機児童対策のための保育士確保について 子ども未来部長

　①潜在保育士に復職を勧めるための働き方を提案し、その考
　　えを問う。奈良市で働く保育士を確保するため、保育士に
　　インセンティブを与える処遇改善について問う。

８ ８ 山本　直子 １　産後ケア事業について 健康医療部長
＜一括質問一括答弁＞

２　地域の防災・防犯対策について 危機管理監

３　議案第１１８号　奈良市市民参画及び協働によるまちづく 市民部長
　　り条例の一部改正について

４　議案第１２０号　奈良市体育施設条例の一部改正について 市民部長

９ １７ 大西　淳文 １　庁舎に係る既存不適格事項について 市長
＜一問一答＞

２　浸水想定区域に対する対応について 市長

３　会計年度任用職員について 市長、
企業局長

４　行政・教育財産の目的外使用について 総務部長、
教育部長、
企業局長
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発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１０ ２ 塚本　　勝 １　大和西大寺駅周辺整備について 都市整備部長
＜一括質問一括答弁＞

２　予防消防の体制について 消防局長

３　奈良観光の交通渋滞について 観光経済部長

４　起業家支援について 観光経済部長

１１ ４ 山出　哲史 １　学校図書館の機能の充実について（新しい学習指導要領を 教育部長
＜一問一答＞ 　　踏まえて）

２　奈良市第５次総合計画策定のありようについて（総合計画 総合政策部長
　　と同様に、令和３年度を開始年度とする、分野別計画との
　　整合性をどのように図っていくか等）

３　災害発生時の奈良市職員の行動について（デジタル化され 危機管理監
　　た奈良市職員必携災害時初動マニュアルに関連して）

１２ ３８ 伊藤　　剛 １　防災行政無線等、防災・減災対策について 危機管理監
＜一括質問一括答弁＞

２　再生可能エネルギーの活用について 環境部長

３　道路インフラの保全の現状と課題について 西谷副市長、
建設部長

４　登美ヶ丘バンビーホームについて 教育部長

５　富雄丸山古墳の発掘調査について 教育部長

６　教員の負担軽減への取り組みについて 教育部長

７　世界遺産学習全国サミットについて 教育部長

１３ ２０ 山口　裕司 １　会計年度任用職員制度について 総合政策部長
＜一括質問一括答弁＞

２　聴覚障害者への支援について 健康医療部長、
福祉部長

　①新生児聴覚検査について
　②加齢性難聴者への補聴器購入助成について
　③音声を文字に変換するシステムについて

１４ １９ 酒井　孝江 １　市政について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 教育部長

１５ ２２ 八尾　俊宏 １　防災について 市長、
＜一問一答＞ 危機管理監、

健康医療部長

２　健康医療行政について 市長、
健康医療部長

１６ １８ 柿本　元気 １　平松まちづくりと子どもセンターについて 市長
＜一問一答＞

２　会計年度任用職員について 市長

３　下水道事業について 企業局長
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１７ ３９ 森岡　弘之 １　交通安全施策について 危機管理監
＜一括質問一括答弁＞

２　各部門における業務改革の取り組みについて 総合政策部長

３　奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例の一部改正 市民部長
　　について

４　学校施設長寿命化計画について 教育部長

１８ ５ 林　　政行 １　奈良市総合福祉センター及びならやま屋内温水プールにつ 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　　いて

２　防犯カメラについて 危機管理監

３　災害時要援護者情報の地図化について 危機管理監

１９ ３１ 鍵田美智子 １　奈良市幼保再編計画について 子ども未来部長
＜一問一答＞

２　奈良市の観光・環境行政について 市長、
環境部長、
観光経済部長

２０ ６ 松下　幸治 １　市政運営について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 教育長、

　①ワーク・ライフ・バランスの推進（育児休暇の取得）につ 消防局長
　　いて
　②救命率の向上と救急搬送の適正化について
　③消防力の適正化について
　④児童相談所設置に係る県市の役割分担について
　　・感情可視化・分析ソリューションの児童相談所での活用
　　　について（２問目）
　　・感情可視化・分析ソリューションによる労務管理につい
　　　て（２問目）
　　・心拍変動データなどを生かした健康長寿施策の推進につ
　　　いて（２問目）
　　・心拍・音声・画像などによる感情解析ＡＩの教育への応
　　　用について（２問目）

２１ １６ 三橋　和史 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　避難誘導標識等の整備について 市長、
危機管理監

３　同報系防災行政無線の整備について 市長、
危機管理監

４　消防車や救急車の円滑で安全な交通について 危機管理監、
消防局長
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