
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ３ 自由民主党 １　市長の政治姿勢について 市長
奈良市議会議員団代表

太田 晃司 　①副市長の欠員について
＜一括質問一括答弁＞ 　②学校給食について

　③たばこ税について

２　人口政策プロジェクト会議について 市長

３　公共施設等の更新と民間活用について 市長

４　東部振興について 市長

５　土砂災害時における防災対策について 市長

２ １４奈良未来の会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
鍵田美智子

＜一括質問一括答弁＞ 　①まちづくりについて（新駅誘致とその周辺のまちづくりに
　　ついて）
　②防災行政について
　③議案第１１５号について
　④補正予算案について
　⑤福祉行政について（介護保険について、精神障害者医療費
　　助成について）

３ ３２公明党 １　市長の行政姿勢について 市長
奈良市議会議員団代表

高杉美根子 　①平成２５年度決算について
＜一括質問一括答弁＞ 　②平成２６年度一般会計補正予算について

　③人口政策プロジェクトについて
　④「今後の地方公会計の整備促進」と「公共施設等総合管理
　　計画」について
　⑤リニア中央新幹線新駅誘致について
　⑥女性の登用と多様な働き方について
　⑦クリーンセンター建設計画について

２　防災行政について 市長

３　保健福祉行政について 市長
　
　①地域包括ケアシステムの構築について
　②介護保険制度について
　③胃がんリスク検診について
　④定期予防接種について

４　消費者教育の充実について 市長

５　教育行政について 教育長

　①学校図書館の運営支援体制と学校司書の配置について
　②地方教育行政法の改正と大綱の策定について

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２６年９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

４ １１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

山本　直子 　①集団的自衛権行使容認の閣議決定について
＜一括質問一括答弁＞ 　②原発再稼働の動きについて

　③消費税増税について
　④平成２５年度決算について
　⑤議案第８５号平成２６年度一般会計補正予算について

２　暮らしについて 市長

　①老春手帳優遇措置事業入浴補助事業について
　②災害対策について

３　まちづくりについて 市長

　①リニア中央新幹線中間駅誘致について
　②若草山の移動支援と県営プール跡地の計画について

４　教育設備について 市長

　①市内小・中学校普通教室のエアコン設置について

５ ９ 改革新政会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
階戸　幸一

＜一括質問一括答弁＞ 　①平成２５年度奈良市一般会計歳入歳出決算の認定について
　②副市長の欠員について
　③職員の定員管理及び人事のあり方について
　④観光都市奈良としての新駅周辺のまちづくりについて
　⑤安心・安全なまちづくり（危機管理・防災・自治組織）に
　　ついて
　⑥障害者医療費助成制度について

２　本市の教育行政について 教育長

　①奈良市教育委員会施策評価について
　②住民自治組織との連携（地域と学校のかかわり）について

６ １７ 北　　良晃 １　東部地域振興計画について 総合政策部長
＜一括質問一括答弁＞

　①振興計画の進捗状況
　②今後の執行予定
　③課題

２　都祁地域の公共交通について 市民生活部長

　①バス路線の対応

７ １ 松下　幸治 １　奈良市の清掃業務について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 市民活動部長、

　①廃棄物の保管等に係ること 環境部長
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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

８ ７ 藤田　幸代 １　本市における防災の取り組みについて 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 危機管理監、

　①災害に対する危機管理体制について 学校教育部長
　②防災教育について

２　地域包括ケアシステムの構築について 保健福祉部長

　①定期巡回・随時対応型訪問介護看護、配食サービスについ
　　て
　②地域包括支援センターについて

３　バンビーホームの体制について 教育長、
学校教育部長

　①「人口政策プロジェクト」にある１９時までの延長保育に
　　臨む体制について
　②「子ども・子育て支援新制度」を受けて本市の基準設定に
　　ついて
　③「放課後子ども総合プラン」でのバンビーホームと放課後
　　子ども教室との連携について

４　発達障がいのある児童の支援体制について 学校教育部長

　①発達障がい児の状況と通級指導教室での支援体制について
　②通級指導・特別支援を受けていない発達障がい児の支援体
　　制について

９ ２３ 小川　正一 １　少子化問題について 総合政策部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市民生活部長、

　①少子化の要因について 総務部長（２問
　②青年労働者の就業状況について 目）
　③経済的自立支援について（市営住宅などについて）

２　コミュニティーバスについて 市民生活部長

　①敷島町でのコミュニティーバスの実証の結果と今後の対策
　　について

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環境部内業務の平準化、特殊勤務手当の条例改正の効果に
　　ついて問う。
　②家庭系ごみの収集業務の民間委託の拡大について、その展
　　望を問う。

２　職員の規範意識の向上について 総務部長

　①奈良市職員倫理条例（平成２５年７月１日施行）の効果に
　　ついて問う。

３　食の安全について 学校教育部長

　①児童・生徒の食物アレルギーのケアについて問う。
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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

１１ ８ 酒井　孝江 １　報告第４４号　都祁水道事業会計決算について 企業局長
＜一括質問一括答弁＞

　①水道局に移管した都祁水道事業が、早くも年間５２％、２
　　億円もの赤字が出ている。根本的な事業のあり方を検討す
　　べきでは。このままでは毎年赤字が膨らみ破綻する。

２　学校運営について 教育総務部長

　①夏休み後の教室温度が学習困難なほど。エアコン設置を。

１２ ３９ 松田　末作 １　まちづくりについて 都市整備部長
＜一括質問一括答弁＞

　①富雄駅前北地区の整備について

２　交通施策について 市民生活部長

　①二名三丁目大型商業施設付近での渋滞等の交通対策につい
　　て

３　福祉行政について 保健福祉部長、
子ども未来部長

　①精神障がい者への医療費助成制度について
　②公立保育所と私立保育園の保育士の給与格差について

１３ １９ 伊藤　　剛 １　住民への避難行動に関する周知徹底を図る取り組みについ 危機管理監
＜一括質問一括答弁＞ 　　て

２　空き家対策について 総合政策部長

３　郷土愛へつながる文化施策について 市民活動部長

４　地域包括ケアシステムについて 市長、
保健福祉部長、
市民生活部長

５　少子化対策と子育て支援策について 子ども未来部長

６　道路インフラ総点検について 建設部長

１４ １２ 白川健太郎 １　市内の中小業者に対する支援のあり方について 観光経済部長
＜一括質問一括答弁＞

　①消費税増税等による市内の中小業者への影響について
　②景気刺激策について

２　奈良市の感染症に対する体制について 保健所長

３　奈良県総合医療センター移転と跡地のまちづくりについて 市民生活部長、
都市整備部長、

　①跡地利用について、地元住民の意見をどのように反映させ 建設部長
　　るのか
　②跡地利用の奈良市としての位置づけについて
　③新病院へのアクセス道路の整備について

４　集中豪雨の対策について 危機管理監
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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

１５ ２１ 山口　　誠 １　公共交通のあり方、考え方について 市民生活部長
＜一括質問一括答弁＞

　①交通政策基本法が成立し、地域公共交通活性化法と都市再
　　生特別措置法等の一部を改正する法律が成立した。具現化
　　するため奈良市としての協議会運営について。

２　近鉄西大寺駅周辺の交通対策について 都市整備部長

　①観光バス、病院等への送り迎えなど渋滞について、現状認
　　識と対策、方法等について。

３　あやめ池周辺安全対策について 建設部長

　①あやめ池疋田線の起点となっている蛙股池３差路対策のた
　　めの認識と対策について。

４　介護保険制度について 保健福祉部長

　①介護保険制度改正で大きく変わった点。利用者、家族、事
　　業者の立場から、新たな介護保険制度のあり方、周知等地
　　域の対応について。

５　教育行政について 学校教育部長

　①高齢化社会における学校の取り組みについて。

１６ ５ 柿本　元気 １　補正予算について 市長
＜一問一答＞

　①女性の活躍応援事業経費について
　②バンビーホーム延長保育経費について
　③観光案内所整備について
　④シティプロモーション・広報ＰＲ事業経費について

２　住宅行政について 市長

　①奈良市の住宅行政の展望について

１７ ４ 八尾　俊宏 １　消防団を中核とした地域防災力の充実強化について 消防局長
＜一括質問一括答弁＞

２　奈良市の観光行政について 観光経済部長
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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

１８ １８ 宮池　　明 １　新公会計制度について 総合政策部長
＜一括質問一括答弁＞

　①新地方公会計制度導入に係る取り組みについて質問します。

２　庁内のオープンフロア化について 総務部長

　①庁内のオープンフロア化の課題について質問します。

３　本市の財政について 財務部長

　①平成２５年度決算状況及びこれからの財政運営について質
　　問します。

４　介護保険事業計画について 保健福祉部長

　①第６期介護保険事業計画は、地域包括ケアシステム構築に
　　向けた本格的な事業計画となることから質問します。

１９ ２４ 北村　拓哉 １　法蓮南町マンション建設について 都市整備部長
＜一括質問一括答弁＞

２　ならまちセンター展示ホールについて 市長

３　市営プールについて 市民活動部長

４　学童保育（バンビーホーム）について 学校教育部長

５　「教育委員会制度改革」について 教育長

２０ ３３ 松石　聖一 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　

　①財政・税制・観光・まちづくり・教育など

２１ ２７ 植村　佳史 １　子ども未来と教育行政について 市長、
＜一問一答＞ 教育委員長、

　①奈良市子どもにやさしいまちづくり条例骨子（案）につい 教育長、
　　て 子ども未来部長
　②「慰安婦誤報記事」について

２　危機管理行政について 危機管理監、
教育総務部長

　①避難所開設について
　②文科省緊急提言の「東日本大震災の被害を踏まえた学校施
　　設の整備」について
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