
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ２７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

植村　佳史 　①改良住宅の適正な環境管理と視察について
＜一括質問一括答弁＞ 　②新火葬場の建設について

　③猿沢線道路拡幅工事事業の白紙撤回を求める請願について
　④奈良市清酒で乾杯条例の推進状況について
　⑤観光行政における奈良公園の浮見堂鷺池の景観悪化につい
　　て
　⑥猿沢池東側の空き家による景観悪化対策について
　⑦法改正により総合教育会議で市長は、中学校教科書採択の
　　方針について協議することが、可能となりましたが、協議
　　を行いますか。
　⑧ふるさと納税について（予算３０００万円と目標３億円の
　　整合性・その他）
　⑨クリーンセンターの建設計画について

２　教育行政について 教育委員長

　①教科書採択について、研究部会が記入する教科用図書調査
　　報告書の総合評価方式は、絞り込みの懸念があり前回より
　　廃止されているが、今回はどうなっているのか。
　②教科書採択作業に入る前にどのような教科書を採択したい
　　のか、前もって採択したい教科書の必要要件について公表
　　しておくことが望ましいと考えるがいかに。

２ １４奈良未来の会代表 １　市長の行政姿勢について 市長
鍵田美智子

＜一括質問一括答弁＞ 　①財政状況について
　②議案第７２号について
　③ならまちセンターについて
　④民間保育所運営委託料の支払い遅延について

２　教育行政について 教育長

３ ２４日本共産党 １　戦争立法について 市長
奈良市会議員団代表

北村　拓哉 ２　原発再稼働について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　ブラック企業の社名公表について 市長

４　マイナンバー制度について 市長

５　教科書採択について 教育委員長、
教育長

６　小中学校普通教室へのエアコン設置について 市長

７　子ども医療費助成　現物給付について 市長

８　ポイント制度、入浴補助復活について 市長

９　クリーンセンター移転計画について 市長

１０　幼保再編計画について 市長

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２７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 ６ 公明党 １　地方創生に向けた地方版総合戦略について 市長
奈良市議会議員団代表

九里　雄二 ２　新斎苑整備事業について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　西九条佐保線と新駅構想について 市長

４　プレミアム商品券による本市経済の活性化について 市長

５　生活困窮者自立支援制度について 市長

６　待機児童ゼロに向けた子育て支援について 市長

７　教育行政について 市長

５ ２１改革新政会代表 １　まちづくりについて 市長
山口　　誠

＜一括質問一括答弁＞ 　①奈良県と奈良市のまちづくりに関する包括協定について
　　・奈良公園周辺のまちづくり
　　・大和西大寺駅周辺のまちづくり
　②空き家対策について
　　・目的と効力について
　　・特定空き家等の今後の対応について

２　安心・安全への取り組みについて 市長

　①マイナンバー制度に向けた対応について
　②定住促進に向けた少子化対策について
　③住民からの要望に対する市の対応について
　④独居高齢者等の安否確認について

３　教育行政について 教育長

　①自転車の安全指導についてモラルを高めるための考え方に
　　ついて
　②公職選挙法改正により自立させるための教育方針について

６ １５ 山本　憲宥 １　東アジア文化都市２０１６について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①経緯と準備状況及び今年度の計画について
　②実施体制及び連携協力体制について
　③継続的効果について

２　空き家対策について 市民生活部長

　①空家等対策の推進に関する特別措置法について

３　スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）事業について 学校教育部長

７ ２ 道端　孝治 １　ネパールへ派遣された職員の処遇について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 消防局長

８ ３６ 山口　裕司 １　生活保護行政について 市長、
＜一問一答＞ 保健福祉部長

　①貧困の広がりに対する認識。生活保護基準引き下げの影響
　　と住宅扶助の引き下げなどについて。

２　固定資産税について 財務部長

３　市民課窓口業務の民間委託について 市民生活部長

　①民間委託の現状と今後について。
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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

９ ３０ 森岡　弘之 １　公共施設等の総合管理について 財務部長
＜一括質問一括答弁＞

２　空き家等の対策について 市民生活部長

３　学校における読書環境の充実について 教育総務部長

４　図書館行政について 教育総務部長

１０ １０ 横井　雄一 １　行政改革について 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　

　①家庭系ごみの収集業務の民間委託拡大のための新たな入札
　　制度の構築について、その進捗状況を問う。
　②環境部内業務の平準化の影響について問う。

２　聴覚障がいなど特別な配慮が必要な子供の教育について 学校教育部長

　①奈良市の基本姿勢について問う。
　②椿井小学校を難聴学級のセンター校としてさらに充実させ
　　ることについて問う。
　③三笠中学校の機能充実について、小中一貫教育の観点から
　　問う。

３　バリアフリーな行政サービスについて 総務部長、
保健福祉部長

　①公文書類の適切な文字の大きさ等について問う。
　②市役所を訪れる障がい者への対応について問う。

４　一般財団法人奈良市総合財団が受託する施設の運営につい 総合政策部長
　　て

　
　①現場とのコミュニケーションについて問う。
　②人材育成の将来ビジョンについて問う。
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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

１１ ８ 酒井　孝江 １　議案第６５号　奈良市附属機関設置条例の一部改正につい 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　　て

　①路上に崩れてきそうな危険な空き家の問題が起きているが、
　　市はどのように対策を考えているか。

２　鶴福院商店街の都市計画道路の強行について 市長

　①昨年度予算の調査予算でも質問して、鶴福院商店街はかな
　　り意欲ある店もあり、拡幅は問題だと指摘した。しかし、
　　突然住民に通告し、大反対が起きている。商店街繁栄の道
　　を。

３　敷島町違法開発の対応について 市長

　①敷島町の水利組合の偽造同意書類をつけての開発は、業者
　　を警察に告発しても、市は開発許可を取り消さない。中核
　　市として開発行為の許可権者になったのに、そのあり方が
　　問われている。

４　奈良県庁西市道歩道撤去の対処について 市長

　①県が車道を拡幅したが、車すれすれに路肩を歩く人が絶え
　　ず、危険。

５　西部会館について 市長

　①中部公民館の２階ロビーは誰でも入れるよい雰囲気で、幼
　　児が笑顔で話したり、お弁当を食べたり、何時間もくつろ
　　げる穏やかな雰囲気だが、西部会館１階ロビーは人が近づ
　　きにくい。他。

６　寡婦控除のみなし適用について 市長

　①以前、保育料についてお願いし、実現していただき、あり
　　がとうございます。ところで川崎市は３４事業を始められ
　　ました。市はどうでしょうか。

７　車やバイクでの子供について 市長

　①走っている車の後部座席で幼児が歩き回っているのを見か
　　ける。また、走っているバイクの運転手の前や後ろに幼児
　　が乗せられているのを見かける。何か対応は。

８　学校校舎の耐震等について 教育長

　①校舎の耐震はほぼ完了したようですが、渡り廊下やプレハ
　　ブ校舎は。他。

９　バンビーホームについて 教育長

　①議会報告会で保護者から「バンビーホームに待機児童が出
　　るおそれがある」と聞いたが、バンビーホームに待機児な
　　どあってはならない。他。
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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 １２ 白川健太郎 １　高齢者による地域活動の支援について 保健福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

　①万年青年クラブへの補助金について
　②活動に対する奈良市の援助について

２　道路冠水対策について 建設部長

３　近鉄西ノ京駅～西の京高校間の安全対策について 建設部長、
市民生活部長

４　京西公民館のテニスコートについて 子ども未来部長

１３ ３２ 高杉美根子 １　地方創生について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 総合政策部長、

観光経済部長

２　幼保再編について 子ども未来部長、
市長（２問目）

３　子供の貧困対策について 教育長、
子ども未来部長

１４ ２０ 内藤　智司 １　地域自治協議会の基本方針と今後について 市長、
＜一問一答＞ 市民活動部長

　①地域自治協議会の位置づけの明確化について
　②地域コミュニティーの実態調査の分析結果と課題への対応
　　について
　③行政支援としての「事業費の助成」の考え方について
　④「地域安全」においての効果について
　⑤地域コミュニティーの拠点づくり、持続可能な組織につい
　　て
　⑥地域自治協議会と行政の役割分担について
　⑦ファシリテーターの活動の進捗状況について
　⑧地域自治協議会の継続的発展のための人材育成について
　⑨庁内検討委員会の進捗状況について
　⑩組織の設立に当たっての今後のスケジュールについて
　⑪地域自治協議会を設立するための条例改正や規則の制定時
　　期について

１５ ３５ 松岡　克彦 １　介護保険制度について 保健福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

　①介護保険利用料について
　②介護認定について

２　学校トイレの洋式化について 教育総務部長

３　あやめ池駅エレベーター設置について 市民生活部長

１６ １８ 宮池　　明 １　第４次総合計画後期基本計画の行財政運営について 市長、
＜一問一答＞ 総合政策部長、

　①後期基本計画の行財政の基本的な考え方を質問します。 企業局長

２　バンビーホーム学習プログラム事業について 市長、
副市長、

　①今般、バンビーホーム学習プログラム作成・運営業務委託 財務部長、
　　に係るプロポーザル募集が行われた。制度設計に疑義が生 学校教育部長
　　じていることから質問します。

３　地域の福祉について　 保健福祉部長

　①今年度から地域包括ケア推進グループが設置されたことか
　　ら、基礎自治体における、地域の福祉の考え方を質問しま
　　す。
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