
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ２２自民党 １　市長の政治姿勢について 市長
奈良市議会・結の会代表

八尾　俊宏 ２　教育行政について 教育長
＜一括質問一括答弁＞

２ ２７公明党 １　避難所での新型コロナウイルス感染症対策について 市長
奈良市議会議員団代表

田畑日佐恵 ２　新型コロナウイルス感染症対策の支援事業について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　市立小・中学校への新型コロナウイルス感染症に関する対 教育長
　　応等について

４　消防局が救急対応した場合の特殊勤務手当について 市長

５　新斎苑建設推進事業について 市長

３ １８改革新政会代表 １　令和２年度奈良市一般会計補正予算について 市長、
柿本　元気 教育長
＜一問一答＞ 　①コロナ対策関係について

２　奈良市子どもセンター建設計画について 市長、
向井副市長、

　①国都審における都市計画変更の手続について 西谷副市長

４ ２０日本共産党 １　新型コロナウイルス感染症対策について 市長、
奈良市会議員団代表 教育長

山口　裕司 　①経済や社会の在り方について
＜一括質問一括答弁＞ 　②消費税５％への減税に踏み切るよう国に求めることについ

　　て
　③感染拡大を防止するための取組について
　④営業や生活への支援について
　⑤議案第６０号　令和２年度奈良市一般会計補正予算（第２
　　号）について
　⑥今後の市政運営について

２　新斎苑建設について 市長

３　子どもセンター建設について 市長

５ １３ 横井　雄一 １　地域経済の復活について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①地域経済復活のための、期間限定で市内事業者に優先発注
　　するさらなる制度づくりについて問う。

２　公民館の使い方について 西谷副市長

　①必要な修繕実施、備品追加や利用者への指針を示す等、公
　　民館の新しい使い方について問う。
　
３　環境行政について 環境部長

　①純粋な民間事業者へのごみ収集業務委託の実施状況につい
　　て問う。
　②ごみ分別を徹底するための啓発活動の強化について問う。
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氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

６ ３８ 伊藤　　剛 １　防災・減災に関する地域間格差について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 危機管理監

２　経済観光政策の発信と今後の取組について 市長

３　市立保育園・幼稚園・こども園の衛生管理について 子ども未来部長

４　道路インフラの予防保全について 建設部長

５　学校行事と部活動の在り方について 教育部長

７ ３１ 鍵田美智子 １　きたまちの整備について 市長、
＜一問一答＞ 教育部長、

　①奈良市の学校規模適正化に係る中学校区別実施計画「後期 危機管理監、
　　計画」について 都市整備部長
　②鼓阪小学校の講堂について
　③きたまちの景観計画について
　④避難所の体制及び計画並びに新たな土砂災害警戒区域につ
　　いて

８ ２１ 北村　拓哉 １　コロナ禍での学校再開について 教育長、
＜一括質問一括答弁＞ 教育部長

２　中学校の教科書採択について 教育部長

９ ６ 松下　幸治 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　緊急経済対策について 市長

１０ １０ 山本　憲宥 １　議案第６５号　奈良市水道事業給水条例の一部改正につい 市長、
＜一問一答＞ 　　て 企業局長、

総務部長
　①生活及び営業の支援策として協議されたプロセスについて
　②新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当
　　に対する見解について
　③総括原価方式の下で、歳入の減少が及ぼす将来への影響に
　　ついて

２　仮称奈良市子どもセンターについて 市長、
総務部長、

　①事業の進捗と今後の計画について 子ども未来部長、
都市整備部長

３　新型コロナウイルスの影響における経済対策について 総務部長

　①市内業者に対する積極的な発注による経済対策について

１１ １５ 早田　哲朗 １　新型コロナウイルス感染症対策について 健康医療部長
＜一括質問一括答弁＞

２　避難所での感染症対策等について 危機管理監

３　学習支援について 教育部長

４　いじめ等の相談窓口の運用について 教育部長

５　特別定額給付金について 福祉部長

６　認知症初期集中支援チームについて 福祉部長
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発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１２ ３ １　緊急告知ラジオについて 危機管理監
＜一問一答＞

　①緊急告知ラジオの普及について

２　橋の耐震化について 建設部長

　①阪奈道路上をまたぐ橋の耐震化工事について

１３ ３２ 井上　昌弘 １　県域水道一体化について 企業局長
＜一問一答＞

　①一体化のスケジュールについて
　②事業統合による水道料金の見通しについて

２　通学路交通安全プログラムについて 教育部長

１４ ３７ １　今後の行財政改革の取組について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　コロナ事象と人権問題について 市長

３　柏木運動公園の代替地について 市長

１５ ３９ 森岡　弘之 １　市政情報の伝達について 総合政策部長
＜一括質問一括答弁＞

２　市立奈良病院でのオンライン診療について 健康医療部長

３　準要保護世帯の給食費について 教育部長

４　市立図書館の運営について 教育部長

１６ ７ 阪本美知子 １　新型コロナウイルス対策について 子ども未来部長、
＜一括質問一括答弁＞ 環境部長

　①児童福祉施設への対応
　②家庭ごみ収集への対応

２　夜間中学校の充実と今後の展望について 教育部長

　①補食費について
　②外国籍生徒の増大に対する対応

１７ ８ 山本　直子 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一問一答＞

　①仮称奈良市子どもセンター建設と柏木公園の用途変更につ
　　いて

１８ ５ 林　　政行 １　ユニバーサルツーリズムについて 観光経済部長、
＜一括質問一括答弁＞ 福祉部長

１９ ４ 山出　哲史 １　新型コロナウイルス感染症に関わる、諸課題への対策と対 市長、
＜一問一答＞ 　　応並びに危機管理等の在り方について 教育長、

総合政策部長
　①関連する情報のコントロール及び市民や事業者に対する広
　　報、啓発の実績と評価について
　②４月２２日より窓口業務の制限を実施したことについて
　③５月１９日に報道発表された「奈良市の目指す教育」につ
　　いて
　④項目１に関わる事項について
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＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

２０ １７ 大西　淳文 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一問一答＞

２　新型コロナウイルス感染症対策経費について 市長、
教育部長

２１ 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

２２ １６ 三橋　和史 １　議会における指摘事項等の取組状況及びその把握体制につ 市長
＜一問一答＞ 　　いて
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