
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ １１自民党 １　新年度予算について 市長
奈良市議会・結の会代表

太田　晃司 ２　本市の重要施策について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　観光行政について 市長

４　子育て行政について 市長

５　教育行政について 教育長

２ ３８公明党 １　令和二年度予算案について 市長
奈良市議会議員団代表

伊藤　　剛 ２　奈良市国土強靱化地域計画について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　現環境清美工場の長寿命化と新クリーンセンター建設につ 市長
　　いて

４　奈良市子どもセンターについて 市長

５　地域福祉計画について 市長

６　幼保無償化について 市長

７　奈良市観光活性化に向けた官民連携について 市長

８　学校における働き方改革について 教育長

３ ４ 改革新政会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
山出　哲史

＜一括質問一括答弁＞ 　①令和２年度事業計画策定及び予算編成について
　②今後の事業計画について
　③奈良市第５次総合計画のありようについて
　④教育施策の実施のあり方について
　⑤職員の意識調査の実施について
　⑥新クリーンセンター事業について
　⑦新斎苑事業について
　⑧針テラス事業について

４ ９ 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 教育長

白川健太郎 　①「改憲発議に反対する全国緊急署名」について
＜一括質問一括答弁＞ 　②景気判断と対策について

　③新型肺炎について

２　新年度予算について 市長

３　市政課題について 市長

　①新クリーンセンター建設について
　②奈良県総合医療センター跡地活用について
　③子どもセンターについて
　④市立保育園民営化について

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表

（令和２年３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

５ １ 道端　孝治 １　ＰＴＡ組織と行政との関係性について 教育部長
＜一括質問一括答弁＞

６ ２６ 藤田　幸代 １　子どもの貧困対策について 市長、
＜一問一答＞ 子ども未来部長、

　①税制改正により未婚のひとり親家庭に寡婦控除が適用され 総務部長
　　ることへの本市の対応について問う。
　②次期「奈良市子どもの豊かな未来応援プラン（子どもの貧
　　困対策計画）」策定に向けての考えを問う。

２　支援が必要な児童生徒へのＩＣＴ端末の活用について 教育部長

　①国の１人１台のＩＣＴ端末整備の動向を見込み、本市にお
　　いて読み書き等に支援が必要な児童生徒への令和２年度の
　　端末配置と運用への配慮を問う。

３　未就学児安全対策整備について 子ども未来部長

　①令和元年５月に起きた保育園児らを巻き込んだ交通事故を
　　受け、本市での未就学児の園外活動等での安全確保のため
　　の対策について問う。
　②厚生労働省が推進している「キッズゾーン」を設定するこ
　　とについて問う。

４　議案第９号　奈良市児童相談所基金条例の制定について 市長

　①基金創設の目的と概要、運用について問う。
　②担うべき児童相談所の役割、事業について問う。
　③今後、基金を維持していくための取り組みについて問う。

７ ３ １　子育て支援について 市長
＜一問一答＞

　①市の考え方について

２　障害者就労支援について 観光経済部長

　①市の取り組みについて

３　公共交通空白地対策について 都市整備部長

　①これまでの実績などについて

８ ８ 山本　直子 １　新斎苑建設事業の進捗について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　奈良市パートナーシップ宣誓制度の導入について 市長

３　旧イオン富雄店の解体問題と地域のまちづくりについて 市長

４　富雄保育園の民営化と富雄第三幼稚園の統廃合問題につい 市長
　　て

５　仮称子どもセンター建設事業について 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

９ ６ 松下　幸治 １　国民の知る権利・教育権及び個人情報保護の確立における 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　　４権分立と電子自治体等の実現について

　①ノーマライゼーション実現に向けた奈良市手話言語条例の
　　改正について
　②デジタル手続法にのっとった電子自治体の実現について
　③選挙公約を踏まえてスーパーシティ構想の実現について

２　地方自治制度の変革及び都市戦略としての奈良新都づくり 市長
　　戦略の実現に向けた県市連携、広域化における関西広域連
　　合との連携について

　①県市連携や広域化等の市政運営の戦略性の欠如と今後の展
　　開について

３　税収や国からの交付税措置に依存しない収入確保に向けた 市長
　　成長戦略における民間活力活用について

　①市有資産の有効活用における民間活力を生かした収入確保
　　策について

４　女性が輝く社会づくりと（母子保健政策を含む）子供及び 市長
　　家庭政策の一体的推進について

　①妊婦健診での初診からの無料化及び妊娠届出と診察の一体
　　化について
　②母子保健を含む子供及び家庭部局組織の一体化について

５　危機管理上で重要となる職員及びその家族の安全確保の推 市長
　　進、職員の市内居住等（独身寮を含む）による参集時間の
　　短縮について

　①災害時の要員計画に基づく人事戦略について
　②各種疾病・感染症等と大規模災害の同時多発危機への備え
　　について

１０ １３ 横井　雄一 １　危機管理について 危機管理監
＜一括質問一括答弁＞

　①外国人観光客の災害時の対応について問う。

２　財政について 総務部長

　①歳入増のための保有資産の有効活用について問う。

３　福祉行政について 市長

　①聴覚障害者への支援事業について、その進捗を問う。

１１ ２７ 田畑日佐恵 １　本市の防災・減災対策について 危機管理監、
＜一括質問一括答弁＞ 消防局長

２　本市のひきこもり支援について 福祉部長

３　多胎妊婦の産前産後支援について 健康医療部長、
子ども未来部長
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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

１２ ７ 阪本美知子 １　パートナーシップ宣誓制度について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 総合政策部長、

　①パートナーシップ宣誓制度導入の意義 教育部長
　②職員理解を進める取り組み
　③学校での当事者の困難と向き合い、理解を進める取り組み

２　公立保育所３園の民間委託について 子ども未来部長、
市長

　①幼保再編計画の目指すもの
　②公立保育所の役割は何か
　③奈良市の将来展望

１３ ３２ 井上　昌弘 １　新型コロナウイルス対策について 西谷副市長
＜一括質問一括答弁＞

　①観光をはじめとした奈良市経済への影響と対策について

２　国民健康保険について 向井副市長

　①短期証について

３　障害者施策について 向井副市長

　①法定雇用の状況について
　②介護サービスと福祉サービスの関係について（６５才問題）

４　市営住宅について 西谷副市長

５　会計年度任用職員制度について 向井副市長

６　公立・公的病院の再編統合リストについて 向井副市長

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 ２ 塚本　　勝 １　新型コロナウイルス発生後の奈良観光の状況について 西谷副市長、
＜一括質問一括答弁＞ 観光経済部長

２　消防救急無線デジタル事業をめぐる談合に関する賠償請求 消防局長
　　について

３　避難所運営の効率化について 危機管理監

１６ ３９ 森岡　弘之 １　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
＜一括質問一括答弁＞ 　　後の対応について

２　本市の地球温暖化対策について 環境部長

３　新型コロナウイルスの影響による、本市の観光事業をはじ 観光経済部長
　　めとする経済の急激な低迷への対策について

４　令和２年度予算について 総務部長
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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

１７ １２ 階戸　幸一 １　幼保再編計画について 子ども未来部長
＜一問一答＞

　①本市の幼保一元化の現状について
　②民間保育園のこども園への移行について

２　地域自治協議会について 市民部長

　①行政側の窓口一元化について
　②地域自治の事業について

３　ポイント制度委託について 市民部長

１８ １７ 大西　淳文 １　下請等における市内業者への優先発注について 市長
＜一問一答＞

２　交通安全功労被表彰者の推薦について 危機管理監

３　新斎苑多目的室の運用について 市民部長

１９ ２９ 三浦　敎次 １　市立奈良病院の地域医療支援病院承認について 健康医療部長
＜一括質問一括答弁＞

　①地域医療支援病院承認に係る要件並びに従前との違いにつ
　　いて問う

２　クリーンセンター建設計画について 環境部長

　①候補地決定に係る諸問題について問う

２０ ３１ 鍵田美智子 １　きたまちのまちづくりについて 市長、
＜一問一答＞ 都市整備部長、

建設部長、
教育長、
危機管理監

２１ ５ 林　　政行 １　重度障害者に対する対応について 福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

２２ ３０ 松石　聖一 １　議案第１号　市長専決処分の報告及び承認を求めることに　　　市長
＜一括質問一括答弁＞ 　　ついて

　①針テラス事業に係る財産の取得について

２　議案第２号　市長専決処分の報告及び承認を求めることに 市長
　　ついて

　①訴えの提起について

３　議案第３号　一般会計補正予算（第７号）について 市長、
教育長

４　議案第１４号　一般会計予算について 市長、
教育長
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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

２３ ３７ １　行財政改革について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①行財政改革重点取組項目への取り組みとその成果及び次期
　　計画への考えについて
　
２　新駅周辺整備計画について 市長

　①八条・大安寺地区に関するまちづくり基本計画の作成状況
　　と今後の取り組み計画について

３　新斎苑建設について 市長

　①米谷町焼却灰最終処分場に新斎苑建設現場の発生残土を投
　　入しようとしている考えについて

４　市長の多選禁止について 市長

　①多選禁止条例への取り組み経過とこの公約についての市長
　　の考えについて
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