
議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ １５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

山本　憲宥 　①副市長の欠員について
＜一括質問一括答弁＞ 　②新斎苑建設計画について

　③クリーンセンター建設計画について
　④奈良市改良住宅及びコミュニティ住宅条例の一部改正につ
　　いて
　
２　地方創生と新年度予算案について 市長

　①収支不足対策について
　②基本方針の「施策の質的転換」と「未来へつなぐ改革」に
　　ついて
　③地方創生交付金について
　　・地域消費喚起型と先行型について
　　・地方創生に向けた施策について
　　・観光案内所機能強化対策経費及びシティプロモーション
　　　用ホームページ作成について

３　教育行政について 市長

　①地方教育行政制度の改革について
　②中学校給食室施設整備（第３期・第４期）について

４　東部地域の振興について 市長

　①地域おこし協力隊の活動状況とその効果について
　②旧興東中学校の跡地活用策と東部出張所機能強化について
　③東部地域の生活基盤整備計画について
　④「プレミアム大和茶ティーバッグ」共同開発について

２ ２ 奈良未来の会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
道端　孝治

＜一括質問一括答弁＞ 　①地域ミーティングについて
　②改良住宅について
　③奈良市ポイント制度について

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２７年３月定例会）
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議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

３ １９公明党 １　来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　地方創生について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①地方版総合戦略について
　②プレミアム付き商品券について

３　新斎苑建設について 市長

４　住宅施策について 市長

５　福祉行政について 市長、
市長（２問目）

　①地域包括ケアシステムについて
　②子育て支援策について

６　観光振興策について 市長、
市長（２問目）

７　消防行政について 市長

　①奈良市・生駒市高機能消防指令センターについて

８　教育行政について 市長、
教育長、

　①中学校給食室建設について 教育長（２問目）
　②小中一貫教育について

４ ２３日本共産党 １　安倍政権の進める戦争する国づくりについて 市長
奈良市会議員団代表

小川　正一 ２　「地方創生」関連予算について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　２０１５年度予算（案）と暮らしと福祉について 市長

　①２０１５年度予算（案）について
　②老春手帳優遇措置事業・入浴補助制度について
　③介護保険について
　④子ども医療費助成制度について
　⑤リニアについて
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議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

５ ２０改革新政会代表 １　新年度予算について 市長
内藤　智司 　

＜一括質問一括答弁＞ 　①地方財政計画との関連について
　②自主財源確保のための施策について
　③来年度以降の財政見通しについて

２　職員人員計画について 市長

　①今後における定員適正化計画の考え方について

３　公共施設等総合管理計画について 市長

　①公共施設等総合管理計画策定後のスケジュールについて
　②本計画と幼保再編計画及び学校規模適正化計画との関係に
　　ついて

４　新斎苑について 市長

５　地域自治協議会について 市長

６　上下水道事業について 企業局長

　①配水管等老朽施設の更新・耐震化について
　②企業局庁舎増築について
　③下水道事業会計の平成２６年度決算見込みについて

６ ２７ 植村　佳史 １　市長の政治姿勢について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 市民活動部長

　①地域ミーティングについて

２　財務行政について 財務部長

　①ふるさと納税について

３　保健福祉行政について 保健福祉部長、
総務部長

　①生活保護について

７ １４ 鍵田美智子 １　市長の政治姿勢について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 財務部長

　①奈良市クリーンセンター施設に係るこれまでの整備につい
　　て
　②奈良市補助金制度の基準について
　③奈良市高齢者福祉の現状と課題について
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議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

８ ３２ 高杉美根子 １　子ども・子育て支援新制度について 子ども未来部長、
＜一括質問一括答弁＞ 学校教育部長

　①待機児童の解消について
　②バンビーホームについて
　③幼稚園就園奨励費補助について

２　健康長寿の推進について 市長、
保健福祉部長、

　①健康長寿推進のための基礎調査について 保健所長
　②特定健診について
　③胃がんリスク検診について

３　地域包括ケアの推進について 保健福祉部長

　①認知症対策事業について

４　住みたくなる街について 総合政策部長

　①空き家対策について
　

９ ２４ 北村　拓哉 １　教育委員会制度「改革」について 教育長
＜一括質問一括答弁＞

　①教育委員会の「独立性」を守るための市教委の見解等を問
　　う。

２　中学校の教科書採択について 教育長、
学校教育部長、
教育総務部長

３　少人数学級の後退について 市長

４　ならまちセンター展示ホールの廃止問題について 市長

５　買い物弱者対策について 副市長

１０ １０ 横井　雄一 １　奈良県と奈良市のまちづくりに関する連携協定について 市長
＜一括質問一括答弁＞  

　①構想に入った４つの地区について、その事業の進め方等に
　　ついて問う。

２　リニア新駅誘致活動について 市長

　①誘致に関する、市民の機運を高める活動内容について問う。

３　奈良町の交通安全対策について 市民生活部長

　①「（仮称）シルバー安心ストリート」の目的や試験実施等
　　について問う。

４　障害者福祉政策について 保健福祉部長

　①みどりの家はり・きゆう治療所の将来の運営について問う。
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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　議案第３７号について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①昨年の改修の予算には、これをうかがわせる分はなく、突
　　如として廃止、工事となりました。ここは多くの市民と企
　　業が利用し頼りにしてきましたが、お考えをお聞きしたい。

２　議案第２７号について 総務部長

　①実効性は薄いと思えるが、どのように実効性を持たせるの
　　か。

３　起業家支援の現実化と拡大について 観光経済部長

　①きらっ都・奈良は発足以来２年半たつが起業した人はおら
　　れるのか。目標等はあるのか。

４　「奈良の食ブランド化」について 総合政策部長

５　バンビーホームについて 学校教育部長

１２ １７ 北　　良晃 １　都祁地域の教育行政について 教育長、
＜一問一答＞ 教育総務部長、

　①都祁地域の教育環境について 学校教育部長
　②都祁地域の学校規模適正化の方針について
　③都祁地域の学校規模適正化の経緯について
　④都祁地域の学校規模適正化の今後の進め方について

２　有害鳥獣対策について 観光経済部長

１３ １ 松下　幸治 １　防災対策について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①防災拠点となる市庁舎整備について

２　消防行政について 市長

　①奈良県広域消防組合に入っていないことについて

３　地域自治について 市長

　①地域ミーティングの成果について
　②地域で決める学校予算を地域振興予算と一体的に交付する
　　ことについて
　③地域自治の将来像について

４　教育行政について 市長

　①教育委員会制度、市長の教育についての考えについて
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議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１４ ７ 藤田　幸代 １　福祉政策について 保健福祉部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市民活動部長、

　①第６期介護保険事業計画について 保健所長
　②地域包括ケアシステム構築に向けた具体的な取り組みにつ
　　いて

２　防災減災対策について 危機管理監

　①災害に対しての緊急情報の伝達について
　②災害時の緊急情報が届かない地域への対応について（２問
　　目）

１５ ３４ 井上　昌弘 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　

２　保健福祉行政について 保健福祉部長

　①国民健康保険、無料低額診療、住民参加型の移動支援につ
　　いて

１６ ９ 階戸　幸一 １　奈良市の救急医療体制について 市民生活部長
＜一問一答＞

　①休日夜間応急診療所について
　②二次受け救急体制について

２　議案第４０号・第４１号について 市民生活部長

１７ ５ 柿本　元気 １　奈良市の住宅行政について 市長
＜一問一答＞

　①「議案第４０号　奈良市改良住宅条例の一部改正について」
　　・「議案第４１号　奈良市コミュニティ住宅条例の一部改
　　正について」について

１８ ４ 八尾　俊宏 １　奈良市ポイント制度について 市民活動部長
＜一括質問一括答弁＞

２　プレミアム付き商品券について 観光経済部長

３　防災行政について 危機管理監

１９ ３０ 森岡　弘之 １　情報システムの最適化について 総務部長
＜一括質問一括答弁＞

２　社会保障・税番号制度について 総務部長

３　道路維持事業について 建設部長

４　図書館行政について 教育総務部長
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議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

２０ １１ 山本　直子 １　奈良市改良住宅、コミュニティ住宅条例の一部改正につい 市民生活部長
＜一括質問一括答弁＞ 　　て

２　社会保障・税番号制度対応事業について 総務部長

３　子どもの学校健診について 学校教育部長

　①公立小中学校における児童・生徒の学校健診状況について

４　環境清美対策について 環境部長

　①パッカーバックモニター整備について
　②持ち込みごみ電話受付システムの構築について
　③事業系ごみ減量・分別指導について

２１ 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・健康づくり・防災・危機管理・まちづ
　　くり・病院事業など

２　ＪＲ奈良駅前道路の協力金について 市長

３　庁舎管理について 市長

２２ ３１ 山中　益敏 １　東九条排水区の浸水対策事業について 企業局長、
＜一問一答＞ 市長
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