
順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１ １６自由民主党 １　新年度予算について 市長

奈良市議会議員団代表

東久保耕也 　①市長２期目の最初の予算に対する思いについて
＜一括質問一括答弁＞ 　②消費税増税による歳入歳出両面の影響について

　③市債残高の状況と今後の取り組みについて

２　新たな農業、農村政策について 市長

　①国の「４つの改革」についての考え

３　東部地域の振興計画について 市長

　①新年度の東部地域の施策においての地域づくりの考え

４　東部地域の教育行政について 教育長

　①地域の課題や現状を踏まえた教育についての考え

２ ３８奈良未来の会代表 １　市長の行政姿勢について 市長

＜一括質問一括答弁＞ 　①平成２６年度予算について
　　・収支不足対策について
　　・インフラ整備について
　②リニア新駅誘致について
　　・取り組み状況と新年度の戦略、今後の活動について
　③ＪＲ関西線の高架延伸と大和北道路「奈良インターチェンジ」
　　について
　　・関連の整備計画の進捗と今後の予定及び新駅設置について
　④鴻ノ池陸上競技場インフィールド改修工事について
　　・課題の把握と取り組み体制について

３ １９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

伊藤　　剛 ２　福祉行政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　観光行政について 市長

４　環境行政について 市長

５　教育行政について 市長、
教育委員長、
教育長

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２６年３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
４ ３５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

松岡　克彦 　①「集団的自衛権行使」容認について
＜一括質問一括答弁＞

２　補正予算について 市長

３　来年度予算について 市長

４　高齢者福祉について 市長

　①介護保険制度について
　②後期高齢者医療保険制度について
　③シルバーパス制度について

５　若草山モノレールについて 市長

６　職員の処遇について 市長

７　教育行政について 市長

８　あやめ池駅のエレベーター設置について

５ ９ 改革新政会代表 １　平成２６年度予算について 市長、
階戸　幸一 水道局長（２問

＜一括質問一括答弁＞ 　①新年度事業と財政について 目）
　②将来のまちづくりについて（コンパクトシティーとしての地
　　域連携）
　③将来の医療と介護について（医療政策・介護政策）

２　平成２６年度教育行政について 教育長

　①小学校校舎整備について
　②学校給食について
　③コミュニティ・スクールについて
　④ＩＣＴ教育について

３　企業局について 水道局長

　①上下水道統合について

６ ２７ 植村　佳史 １　新火葬場の建設について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　太安萬侶の墓誌の国宝指定を求める要望について 市長

３　子供政策について 子ども未来部長

　①子ども条例について

４　奈良市心のふるさと応援寄附について 総務部長、
市長（２問目）

５　交通政策行政について 都市整備部長

　①仮称「古市南のバス停」新設について

６　観光経済行政について 観光経済部長

　①奈良市清酒の普及の促進に関する条例について

７　市民活動行政について 市民活動部長

　①なでしこの花を奈良女性の応援花について
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
７ ２ 道端　孝治 １　防災対策について 危機管理監

＜一括質問一括答弁＞

　①土砂災害警戒区域の避難対策等について

２　放置自転車対策について 市民生活部長

　①放置自転車の保管場所について

８ ３０ 森岡　弘之 １　自転車駐車場の整備事業について 市民生活部長
＜一括質問一括答弁＞

２　奈良市ポイントカード制度について 保健福祉部長

３　観光施策における県との連携について 観光経済部長

４　ＪＲ奈良駅前の整備事業について 都市整備部長

５　英語教育について 学校教育部長

６　連携型小中一貫教育について 学校教育部長

９ ２４ 北村　拓哉 １　「買い物弱者（買い物難民）」対策について 福井副市長、
＜一括質問一括答弁＞ 津山副市長

２　子ども施策について 市長、
教育長、

　①子ども・子育て支援新制度について 子ども未来部長
　②幼保再編計画について
　③少人数学級について
　④子ども医療費の窓口無料化制度について

３　ならまちセンター改修事業について 市長

４　ごみ行政について 環境部長

１０ １０ 横井　雄一 １　新斎苑建設を契機としたまちづくりについて 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①新斎苑建設を契機としたまちづくりについて、市長の見解を
　　問う。

２　人材の育成について 市長

　①市長が求める「奈良市職員像」とは。人材育成の基本方針に
　　ついて、市長の見解を問う。

３　事業予算の適正管理について 津山副市長

　①個別事業の予算管理が適正に行われているかを問う。

４　近鉄奈良駅前広場南側歩道の整備について 建設部長

　①奈良市の玄関口の一つである近鉄奈良駅前広場南側歩道の整
　　備について、市の整備方針を問う。
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１１ ８ 酒井　孝江 １　クリーンセンターの移転の見込みと現在地の活用について 市長

＜一括質問一括答弁＞

　①山間部という発想を改め、大和郡山市や京都府内の自治体で
　　は体育公園などの都市型施設と一体となった例もあるが。

２　震災時対応について 危機管理監

　①奈良へ戻ってくる人に続いて大阪の人も生駒山を越えてくる
　　可能性。

３　平成２６年度一般会計歳入予算について 総合政策部長

　①国庫支出金が６．４％、県支出金が６．１％も増加するがそ
　　の根拠は。

４　地域おこし協力隊について 総合政策部長

　①平成２５年度１４４０万円から平成２６年度３０３５万円も
　　の費用拡大だが、これまでどのような効果があったのか。

５　地域自治協議会について 市民活動部長

　①どのような機能か。

６　なら国際映画祭の補助と県などとの連携について 市民活動部長

　①初期の１０００万円から１４００万円と急増しているが、市
　　の主催でもないのに多過ぎる。多角的な協力で映画祭をやる
　　べき。

７　ならまちセンター改修と映写室について 市民活動部長

　①映写室が使えない。

８　イクメンハンドブックについて 市民活動部長

　①すばらしいがさらに。

９　電気自動車充電設備について 環境部長

　①自動車会社は過去最高の収益なので、奈良市が出す必要はな
　　い。

１０　台湾の観光客の誘致について 観光経済部長

　①北海道のスキーや味覚、東京での買い物など現代的な観光が
　　基本だ。中国文化が日本の手本だったと思われている。古都
　　奈良がこれらの方を客として呼べるのか。
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１１　大仏鉄道観光整備と民間団体との協力について 観光経済部長

　①民間団体が見学会等をし、「京終さろん」でも講座が開かれ
　　ていた。協力すべきでは。

１２　「にぎわいの家」について 観光経済部長
　
　①地域の催しとかぶらないのか。

１３　奈良町にぎわい構想と京終地区について 観光経済部長

　①「京終さろん」などの講座が１３回開催される等し、一箱古
　　本市がＪＲの協力で予定される等あるので、構想に入れるな
　　どしては。

１４　いちご奈良市ブランド「古都華」と流通について 観光経済部長

　①あまり見かけないが、商品ブランドとして小さい。奈良県中
　　央卸売市場で取り扱われるようにならないと流通ルートに乗
　　らない。

１５　田原地区直売所構想について 観光経済部長

　①唯一の主要な幹線道路の県道は通行車が少ないが。

１６　橋梁の長寿命化の調査の精緻化について 建設部長

　①正しい状況を見きわめる調査体制の充実を。

１７　「猿沢線街路整備」と鶴福院の商店街について 建設部長

　①商店街はかなり意欲ある店もあり、拡幅で打撃を受ける。

１８　子育て世帯向け空き家改修について 建設部長

　①詳しく聞きたい。

１９　所在不明児(居所不明児）について 教育総務部長

　①奈良県は２８人いるとの報道。市は。
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１２ １５ 山本　憲宥 １　教育行政について① 教育総務部長、

＜一括質問一括答弁＞ 教育長
　①旧大柳生小学校中学校施設整備工事について
　②中学校区別実施計画（案）について

２　教育行政について② 学校教育部長、
建設部長

　①中学校給食室建設事業について
　②学校・園施設の整備事業について

３　公共施設等総合管理計画の策定について 総合政策部長

　①ファシリティーマネジメント（ＦＭ）について

１３ １４ 鍵田美智子 １　福祉施策について 保健福祉部長
＜一括質問一括答弁＞ 　

　①障がい者支援について

２　教育施策について 学校教育部長

　①インクルーシブ教育の理念を大切にした特別支援教育の推進
　　について

３　障がい者の社会参加推進について 観光経済部長

　①事業見直しの中での労働環境について

１４ ６ 九里　雄二 １　ＬＥＤへの切りかえによる奈良市の省エネ政策について 環境部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市長（２問目）

　①街路灯のＬＥＤ設置方針
　②公共施設の照明のＬＥＤ化方針

２　中小企業対策及び雇用政策について 観光経済部長、
市民活動部長

　①中小企業活性化対策
　②若者の雇用促進
　③女性の再就職に向けた取り組み

３　子ども・子育て支援新制度について 子ども未来部長

　①子ども・子育て支援新制度の進捗状況
　②待機児童解消に向けた新設保育園のスケジュール

４　安全なまちづくりについて 都市整備部長、
建設部長
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１５ ２３ 小川　正一 １　東部山間地域のまちづくりについて 市長、

＜一括質問一括答弁＞ 建設部長
　①新規移住者のための空き家バンクなどの政策について
　②生活環境の改善と自然環境について（合併浄化槽などについ
　　て）
　③交通対策
　④産業の振興と自然エネルギーなどについて

２　消防力の充足について 消防局長

　①充足率を高める必要性について
　②退職者の補充も必要であるが、再任用者の有効活用について
　③一日も早い充足力の整備を図るべきではないかについて

１６ ２０ 内藤　智司 １　奈良市の安全安心まちづくりについて 市民生活部長、
＜一括質問一括答弁＞ 福井副市長（２

　①空き家の適正管理に関する条例化について 問目）

２　市立保育園の現状と今後の考え方について 子ども未来部長、
総務部長

　①市立保育園の正規保育士と臨時保育士の割合について
　②幼保一元化を進める中での職員の処遇における課題と現状に
　　ついて

３　庁内の職員適正化計画について 総務部長、
市長（２問目）

　①職員数の適正化計画に基づく推移と現状について
　②近年における職員の時間外の推移について
　③近年における奈良市のラスパイレス指数の現状について
　④市役所の活性化に向けたこれからの施策について

１７ ５ 柿本　元気 １　生活保護のあり方について 保健福祉部長
＜一問一答＞

２　生活保護の今後の方向性について 市長
　

１８ ４ 八尾　俊宏 １　観光経済事業について 観光経済部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市長（２問目）

　①リニア誘致活動について

１９ ３１ 山中　益敏 １　財産売却収入とファシリティーマネジメントについて 総合政策部長
＜一括質問一括答弁＞

２　情報システムの最適化について 総合政策部長

３　クラウドファンディングによる資金調達について 市長

４　成年後見人制度の支援拡大について 保健福祉部長

５　農地の権利取得の下限面積変更による本市への影響について 観光経済部長

２０ ３４ 井上　昌弘 １　県立奈良病院移転後の跡地周辺のまちづくりについて 市長
＜一問一答＞

２　京奈和道のアクセス道の西九条佐保線の事業について 都市整備部長

３　春日夜間中学校補食費全額カットについて 教育総務部長

４　高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の公費助成について 保健所長

５　生活保護法「改正」に伴う運用について 保健福祉部長
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
２１ ３３ 松石　聖一 １　新年度予算について 市長

＜一括質問一括答弁＞

　①財政・まちづくり・防災・災害対策・市民生活・市民活動

２　２５年度関係 市長

　①ならまち周辺整備について
　②井戸の調査について
　③ならまち振興館跡地の利用について

３　防災について 市長

　①原発事故への対応について
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