
順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１ １７公明党奈良市議会 １　市長の行政姿勢について 市長

議員団代表

伊藤　　剛 　①財政について
　②新斎苑について
　③クリーンセンターについて
　④防災・減災対策について
　⑤駐車場公社解散について
　⑥特殊勤務手当について

２　医療福祉行政について 市長

３　観光行政について 市長

４　環境行政について 市長

５　教育行政について 教育長

２ ３６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

西本　守直 　①今、自治体のあり方が問われている。
　　この点で、市長の姿勢を問いたい。
　　提出議案や行財政改革、まちづくり、その他について

２　震災瓦れきの処理問題に関連して 市長、
水道局長

３ １ 政翔会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
大坪　宏通

４ ２２民主党 １　議案第109号　奈良市職員の特殊勤務手当に関する条例の 市長
奈良市議会代表 　　一部改正について

松村　和夫
　①検討委員会の提言について市長の認識と評価は
　②特殊勤務手当の改廃は各部長の責任で実施すべきでは
　③今後も特殊勤務手当を職場の勤務実態に応じ検討していく
　　べきでは

２　再任用職員、臨時職員、嘱託職員、外郭団体の職員の 市長、
　　あり方と労働条件について 教育長

　①再任用職員の活用方法を検討すべきでは
　②臨時、嘱託職員のあり方と労働条件について
　③外郭団体の職員の労働条件について

３　家賃滞納整理方針について 市長

　①これまでの取り組みの成果について
　②問題点及び今後の取り組みについて

４　債権管理条例の制定について 市長

　①回収不能な債権は不納欠損すべきでは
　②各課で債権回収のための整理方針と処理要領を定める
　　べきでは

５　公契約条例の制定について 市長

　①制定に向けて進捗状況と制定までの工程は
　②入札参加事業者に対する奈良市独自の審査基準を定める
　　べきでは

６　既存建屋の宿泊施設への転用について 市長

　①宿泊施設が不足しており、規制緩和する考えはないか

７　ナラ枯れ対策について 市長

　①世界遺産「春日山原始林」のバッファゾーンでナラ枯れが
　　進行している。一層の対策をとるべきでは

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２４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
５ ３９政友会代表 １　市長の政治姿勢について 市長

上原　　雋
　①平成23年度決算を受けて、今後の財政再建策について

２　中心市街地活性化策について 市長

　①株式会社まちづくり奈良の今後の活動について
　②三条通り拡幅計画の進捗状況と今後の計画推進について

３　教育行政について 教育長

６ ３０ 大橋　雪子 １　防災行政について 市民生活部長

２　認知症対策について 保健福祉部長

３　保育行政について 市長

４　都市計画道路について 建設部長

７ ２３ 井上　昌弘 １　行財政改革について 福井副市長、
教育総務部長

　①学校・園の業務及び市民課の窓口業務の民間委託について

２　就学援助制度について 学校教育部長

　①認定基準の見直し及び制度のわかりやすい周知等について

３　まちづくりについて 都市整備部長

　①京奈和自動車道大和北ルート及び西九条佐保線の計画
　　について

８ ２ 植村　佳史 １　市長の政治姿勢 市長

　①45年続いた職員物故者慰霊祭について

２　観光経済・環境行政について 環境部長、
観光経済部長

　①三重県、久慈市の瓦れき2,000トン受け入れ報道について
　②おもてなし民間トイレ事業について

３　教育行政について 教育長

　①大安寺バンビ―ホーム（学童保育）の耐震化について

４　保健福祉行政について 保健福祉部長

　①生活保護費支給について

５　市民生活行政について 市長、
市民生活部長

　①新火葬場建設について
　②市立奈良病院周辺の交通安全対策について
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
９ ８ 階戸　幸一 １　（仮称）伏見地域ふれあい会館について 市民活動部長

　①８月31日交渉が合意に至らなかった理由について

２　奈良市のまちづくりについて 都市整備部長

　①学研奈良登美ヶ丘駅周辺のまちづくりについて
　②登美ヶ丘中町線の交通規制について

３　奈良市のまちづくりについて 市民生活部長

　①交通規制による生活道路の安全確保について

４　保育行政について 子ども未来部長

　①待機児童について
　②保育園運営及び経営について

５　施設整備について 市民活動部長

　①スポーツ施設の経年劣化について

１０ ４ 東久保耕也 １　バンビ―ホームについて 教育長

　①奈良市東部地域におけるバンビ―ホームの設置について

２　東部や月ヶ瀬、都祁の農作物の安全性と友好姉妹都市の 観光経済部長
　　風評被害対策について

１１ ７ 酒井　孝江 １　精神障害者保健福祉手帳所持者も「障害者医療費助成 保健福祉部長
　　制度」の適用対象にすべきことについて

　①市の「障害者医療費助成制度」が重度の身体・知的障がい
　　者の医療費が全額助成されているのに精神障がい者には適
　　用されていない。

２　幼稚園入園を３歳からにすべきことについて 子ども未来部長

　①生駒市や大和郡山市など近隣自治体も３歳から幼稚園に入
　　園できる。子育てで悩む若い母親にとってさまざまな人々
　　にかかわってもらえることは非常にありがたい。市民が子
　　育てしにくいからと奈良市を出ていっている現状がある。

３　市営住宅の募集について 建設部長

　①市営住宅の空き家募集に際し、連帯保証人が必要な物件し
　　か紹介できないのはおかしいのではないか。
　②母子家庭向け市営住宅について、もっと広い部屋をたくさ
　　ん用意するべきではないのか。
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１２２９ 高杉美根子 １　コンビニ交付サービスについて 市長

　①コンビニにおける証明書等の交付について

２　がん対策とがん検診の受診率向上について 保健所長、
総合政策部長

　①組織型検診について
　②がん検診台帳システムについて

３　観光トイレ施策について 市長

　①おもてなしトイレについて

４　通学路の安全対策について 市長、
学校教育部長、
建設部長

５　新県立奈良病院開設に伴う道路対策 建設部長

６　登録有形文化財について 教育総務部長

７　六条幼稚園建設予定用地の活用について 教育総務部長

１３２４ 松岡　克彦 １　議案第100号（駐車場公社解散）について 市長

　①事業計画の甘さと過大な投資について
　②責任の所在について
　③市民への説明責任について

２　国民健康保険について 市民生活部長

　①保険料の減免（とくに子ども）について

３　特定健診について 福井副市長

　①受診率の向上にむけてのとりくみ
　②健診料の無料化について

４　精神障がい者の医療費について 福井副市長

　①無料化について

５　水道施設の耐震化及び職員の体制強化について 技術部長、
業務部長

　①耐震化率と今後の計画
　②職員の体制強化の考えは

１４１４ 三浦　敎次 １　環境行政について 市長

　①環境清美工場でのごみの野積みによる悪臭について

２　環境行政について 環境部長

　①第４次総合計画実施計画におけるクリーンセンター
　　建設計画策定事業について

３　保健福祉行政について 保健福祉部長

　①生活保護の要件について
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１５ ９ 樽谷　佳男 １　市債について 総合政策部長

　①一般会計の年度末未償還元金の縮減対策について

２　経常収支比率について 総合政策部長

　①第５次奈良市行財政改革大綱の目的である経常収支比率が
　　平成22年より悪化しているが達成への見込みについて

３　奈良市財政調整基金について 総合政策部長

　①年度末残高が低額になっており、本来の財政調整機能が
　　果たせなくなっているが健全化への取り組みについて

４　滞納税について 総務部長

　①不納欠損額は高額で推移しており、かつ滞納税額は減少
　　しているとは言えないがその縮減策並びに目標について

５　学校用務員の業務委託について 市長、
教育総務部長

　①学校用務員の業務委託の対応と方針について
　②今後の民間への移行についての方針等について

１６ ６ 横井　雄一 １　観光行政について 市長

　①介護・介助が必要な観光客の受け入れ態勢の充実について

２　コミュニケーション支援事業について 保健福祉部長

　①事業内容のさらなる充実について

１７１５ １　市長の行政姿勢について 市長

　①平成25年度予算編成について

　②シルキア奈良の活用について

１８１９ 山中　益敏 １　防災行政 市民生活部長

　①災害時要援護者名簿について

２　下水道事業 市長

　①下水道事業経営改善について

３　治水事業 建設部長

　①ゲリラ豪雨における浸水対策について

４　救急搬送 市長

　①外国人の救急搬送について
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１９３５ 山口　裕司 １　特別支援教育について 学校教育部長

　①通級指導教室の現状と今後の課題について

２　難聴児に対する教育について 学校教育部長

　①センター校としての椿井小学校に設置しているきこえの教
　　室及び難聴学級の取り組みについて

３　聴覚障がい児の受験について 学校教育部長

　①高校受検における英語のリスニング検査についての対応を
　　制度的にどのようにするのか

４　補聴器購入等の助成について 保健福祉部長

　①身体障害者手帳を持たない軽度・中等度難聴児への補聴器
　　購入、修理への助成を

５　新生児聴覚スクリーニング検査について 市民生活部長

　①市立奈良病院での実施状況について

２０１２ 吉川　等子 １　保育行政について 市長、
子ども未来部長

　①待機児童の解消に向けた今後の施策について
　②認定こども園法の一部改正に伴う今後の方針について

２１ ３ 天野  秀治 １　市長の政治姿勢について 市長

　①「事業・業務の総点検」、事業の見える化、外部委員会
　　中心主義の意思決定手法、「新しい公共」の担い手づく
　　りについて問う。

２　国政の動向に対する対応について 市長

　①特例公債法案等、国政の停滞による影響に対する対策、
　　及び維新八策最終案中、地方に大きな影響を及ぼす可能
　　性のある政策に対する市長の考え方を問う。

３　窓口業務に関する政策提案 市長

　①窓口業務は最も職員が市民と触れ合うことができる機会
　　であり、職員の人間力を高められる場でもある。若い職
　　員を一律に経験させ、繁忙期に応援に入ることによる業
　　務量の平準化と職員養成に関する提案型質疑を行う。

４　特殊勤務手当と環境部の業務体制について 市長、
環境部長

　①中抜け等不祥事の要因であったノルマ制等に対し、業務
　　改善が進んでいない状況下における手当の見直しには問
　　題があると考える。前提とすべき制度改正、及び組織と
　　しての方針を問う。
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