
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ２６奈良未来の会代表 １　まちづくりについて 市長
三浦　敎次

＜一括質問一括答弁＞ 　①まちづくりにおける住民説明会に関すること

２　クリーンセンター建設計画及び新斎苑建設計画について 市長

　①現在までの進捗状況
　②今後の対応

２ ３９自由民主党 １　東部振興について 市長
奈良市議会議員団代表

松田　末作 ２　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　福祉行政について 市長

４　市民環境行政について 市長

５　建設行政について 市長

３ 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 　

山口　裕司 　①平和の問題について
＜一問一答＞ 　　・集団的自衛権の問題と解釈改憲について

　　・航空自衛隊奈良基地祭での自衛隊機の展示飛行について
　②医療・介護総合法（案）について
　　・この法案が成立すると行き場のない高齢者を生み出すこ
　　　とになると思うが市長の認識について
　③老春手帳優遇措置事業（シルバーパス）について
　　・入浴補助とポイントカードについて
　④子ども医療費の窓口負担をなくすことについて
　　・急な子どもの病気などでも、安心して医療機関にかかれ
　　　るようにするために
　⑤国民健康保険について
　⑥奈良市の医療政策について
　⑦まちづくりや景観の問題に関連して
　　・県の若草山へのモノレール建設計画について
　　・平城宮跡「土系舗装」工事・国営公園化問題について
　　・市役所前の県有地（元県営プール跡地・元奈良警察署跡
　　　地）について

　 　　・県庁舎でコンビニが営業していることについて
　　・奈良県と奈良市との連絡調整について
　⑧公契約条例について
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(平成２６年６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 １８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

宮池　　明 　①奈良市のファシリティーマネジメント（ＦＭ）について問
＜一括質問一括答弁＞ 　　う

　②新斎苑建設について問う
　③布目ダム水源地域整備事業や東部地域等水道整備事業等に
　　おける水道企業債元利償還にかかる一般会計負担分の補助
　　金繰り出しの未払いについて問う

２　地域包括ケアシステムの構築について 市長

　①庁内体制整備について問う
　②地域包括ケアシステムにおける介護予防と生活支援につい
　　て問う
　③医療と介護の連携について問う
　④総合的な福祉等基本計画の構築と第４次総合計画への位置
　　づけについて問う

３　子ども・子育て支援新制度への移行について 市長
　
　①子ども・子育て支援新制度に移行しない私立幼稚園の就園
　　奨励費について問う
　
４　観光及び農業等の振興施策について 市長

　①歴史観光名所等への案内板及び観光トイレ設置について問
　　う
　②外国人に対する観光施策について問う
　③攻める農業における政策構築の方向性を問う
　④農業振興の観点から県の観光施策に対し積極的に連携の方
　　針を立てることなどについて問う

５　本市の若者へのサポートについて 市長

　①本県における若者サポートの実態から本市の若者支援につ
　　いて問う

５ ２０改革新政会代表 １　平成２５年度決算見込みについて 市長
内藤　智司

＜一括質問一括答弁＞ ２　市長の政治姿勢について 市長

　①これまでの行政組織の再編を通しての効果と今後の考え方
　　について
　②ＪＲ関西線新駅を中心とした１０年後の奈良のまちづくり
　　について
　③受益者負担における現在の取り組み状況について
　④奈良市における定住人口の現状と人口減少対策について

３　環境対策について 市長

　①ＣＯ２削減対策と省エネ対策としての街路灯ＬＥＤ化の効

　　果について

４　地産地消の取り組みについて 市長、
教育長

　①学校給食における地元産米普及促進の実施状況と今後の拡
　　大計画について
　②大和茶ブランド化の今後の展開について
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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

６ １４ 鍵田美智子 １　民間保育所等運営費補助金について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　家庭的保育事業について 子ども未来部長

７ ３ 太田　晃司 １　災害時の観光客対策について 危機管理監
＜一括質問一括答弁＞

２　防災センターにおける防災啓発の取り組みについて 消防局長

３　職員の健康管理について 市長

８ ３５ 松岡　克彦 １　シルバーパス制度（入浴補助事業）について 市長、
＜一問一答＞ 保健福祉部長

　①入浴補助事業の‟縮小„・‟廃止„の方向を問う

９ ７ 藤田　幸代 １　奈良市バリアフリー基本構想について 市民生活部長
＜一括質問一括答弁＞

　①特定事業計画の取り組みについて
　②ＪＲ平城山駅のバリアフリー化について

２　認知症対策について 市長、
　 保健福祉部長
　①認知症による行方不明者の実態と対策について
　②地域包括支援センターを中心とする体制づくり、日常生活
　　圏域の偏りについて
　③今後の取り組みについて（２問目、市長）

３　有害獣被害に対する対応策について 観光経済部長

　①有害獣被害の現状と対策について

４　学校給食におけるアレルギー対策について 学校教育部長

　①現状として、学校給食におけるアレルギーを持つ児童・生
　　徒の対応について
　②文部科学省からのガイドラインに基づく対応の徹底につい
　　て
　③今後の取り組みと課題について（２問目）
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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

１０ ２２ 松村　和夫 １　開発審査について　 都市整備部長
＜一括質問一括答弁＞ 　

　①開発申請があれば法令や条例に基づいてのみ審査するのか

２　国や県の補助基準に上乗せ実施している事業の数と財政負 財務部長
　　担について

　①既得権益化している事業は適時検証し改革すべきだ

３　県・市の二重行政解消に向けての「連絡調整会議」設置に 市長
　　ついて

　①県及び市は行政の無駄をなくし必要な事業を効率的に実施
　　するため県に設置を求めるべきである
　
４　奈良市における防犯対策について 総合政策部長

　①昨今の犯罪発生件数の推移、振り込め詐欺の手口の巧妙化
　　を踏まえた奈良市の取り組みについて

５　元林院を初めとする町並みの保存と伝統文化の活性化によ 観光経済部長
　　る観光振興について

　①伝統文化の活性化によるにぎわいづくりについて
　②観光振興を考えるに当たっての奈良らしさへの考え方につ
　　いて

１１ ８ 酒井　孝江 １　若草山モノレール敷設の市の許可について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①若草山の一重目まで、県がモノレールを敷設しようとして
　　いるが、重大な文化破壊で県民だけでなく多くの文化人、
　　日本イコモスからも反対の声もあり代替案も出ていますが
　　市の対応は。

２　奈良市営住宅条例の一部改正について 市民生活部長

　①母子家庭同様に困窮している父子家庭への優先枠の新設に
　　賛意を述べるとともに、さらなる改善へ向けて今後の対応
　　をお聞きする。

１２ ２７ 植村　佳史 １　市民活動行政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　所在不明児について 市長

３　観光経済行政について 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

１３ ２４ 北村　拓哉 １　ならまちセンター展示ホールの使用継続について 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　

２　子ども・子育て支援新制度に関する条例化について 子ども未来部長

３　子ども医療費助成制度の現物給付について 市長

４　買い物弱者対策について 福井副市長、
津山副市長

５　全国学力・学習状況調査の結果公表について 教育長

１４ ３０ 森岡　弘之 １　市立奈良病院の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＞

２　予防給付の本市事業への移行について 市長

３　市立図書館の充実について 教育総務部長

４　通学路の安全対策について 教育総務部長

５　インターネットによるトラブル防止対策について 学校教育部長

１５ １０ 横井　雄一 １　ならまちの交通政策について 市民生活部長
＜一括質問一括答弁＞

　①ならまちを行き交う歩行者の安全とスムーズな車の通行と
　　が両立する方策について問う。
　
２　都市計画道路猿沢線街路整備単独事業の進め方について 建設部長

　①地元住民も納得できる事業の進め方について問う。

３　子ども・子育て支援新制度の施行について 子ども未来部長

　①私立幼稚園の新制度への移行に関する取り組みについて問
　　う。

１６ １１ 山本　直子 １　奈良市子どもにやさしいまちづくり条例について 子ども未来部長
＜一問一答＞ 　

２　家電や小型家電のリサイクルと最終処分について 環境部長

３　富雄駅周辺の交通量増加による安全対策や環境への影響に 市民生活部長
　　ついて

４　自主防災組織と災害時の防災倉庫のあり方について 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

１７ １９ 伊藤　　剛 １　地域包括ケアシステム構築への組織体制について 市民生活部長（１
＜一括質問一括答弁＞ 問目）、

市長（２問目）

２　子育て支援策について 子ども未来部長
(１問目、２問目)

３　おたふく風邪及びＢ型肝炎対策について 保健所長

４　奈良市総合医療検査センター老朽化対策について 保健所長

５　地場産業対策について 観光経済部長、
財務部長

６　小水力発電について 環境部長
(１問目、２問目)

７　バンビーホーム時間外延長と施設充実について 学校教育部長

１８ ９ 階戸　幸一 １　中学校給食について 学校教育部長、
＜一問一答＞ 教育長

　①中学校給食の進捗状況について

２　在宅医療・介護の連携について 市民生活部長、
保健福祉部長、

　①本市の在宅医療の取り組みについて 福井副市長
　②地域包括ケアシステム構築について
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