
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ １ 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 教育長

道端　孝治 　①決算報告について
＜一括質問一括答弁＞ 　②財政見通しについて

　③第４次総合計画について
　④新クリーンセンターについて
　⑤子どもセンターについて
　⑥修学旅行の誘致について
　⑦避難所対策について

２ ３９公明党 １　危機管理体制の強化について 市長
奈良市議会議員団代表

森岡　弘之 ２　令和３年度予算編成方針について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　新型コロナウイルス感染症による差別や偏見を防止する取 市長
　　組について

４　本市の経済状況を回復させる施策について 市長

５　（仮称）子どもセンターについて 市長

６　コロナ禍に対応した教育行政について 教育長

３ ４ 改革新政会代表 １　市長の行政運営と政治姿勢について 市長、
山出　哲史 　（政策決定の根拠・プロセスの透明性・法令遵守並びに中長 教育長

＜一括質問一括答弁＞ 　　期的ビジョンのありようについて、政策実行現場への関与
　　の在り方について、行政トップとしての危機管理の在り方
　　について、開発や工事を伴う事業の追加補正予算案の提出
　　の在り方について、重要議案上程のタイミングについて、
　　議会に対する重要な行政情報の開示について）

　①新斎苑事業について
　②新クリーンセンター事業について
　③市庁舎耐震化工事について
　④（仮称）奈良市子どもセンターについて
　⑤市民参画及び協働によるまちづくりの推進について
　⑥７月臨時会補正予算案決定のプロセスについて
　⑦公的施設・設備の運営について
　⑧教育行政への関与について

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表

（令和２年９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 ８ 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

山本　直子 　①核兵器廃絶について（日本政府に「核兵器禁止条約」批准
＜一括質問一括答弁＞ 　　を訴えることについて）

　②消費税率５％引下げを政府に求めることについて
　③生活保護制度について
　④国民健康保険制度について
　⑤議案第９４号　奈良市一般会計補正予算について
　　・新型コロナウイルス感染症対策について
　　・保健所機能について
　　・教育現場のコロナ対策としての少人数学級の検討につい
　　　て
　　・生活困窮者に対する支援について
　⑥新斎苑建設について
　⑦新クリーンセンター建設計画について
　⑧仮称「奈良市子どもセンター」建設計画について
　⑨県が提言した「地域別診療報酬」引上げについて
　⑩報告第４４号　令和元年度奈良市一般会計歳入歳出決算の
　　認定について

５ ２ 塚本　　勝 １　フードバンク事業について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　地域福祉計画の検証と効果について 福祉部長

３　消防救急デジタル無線機に関する提訴について 消防局長

４　ドクターカーの運用について 消防局長、
健康医療部長

６ ３８ 伊藤　　剛 １　データヘルス計画の現状と今後について 健康医療部長
＜一括質問一括答弁＞

２　本市の公共交通政策について 都市整備部長、
西谷副市長

３　バンビーホームに関する施設整備及び感染症対策について 教育部長

４　古墳の発掘調査と文化財の活用について 教育部長

７ ２４ 内藤　智司 １　奈良市重要課題事業について 市長、
＜一問一答＞ 西谷副市長、

　①新斎苑建設事業関連について（東山霊苑火葬場敷地の借地 向井副市長、
　　期間延長について） 市民部長、
　②本庁舎耐震工事関連について 総務部長、
　③新クリーンセンター建設事業関連について 環境部長

２　仲川市長の３期目マニフェストについて 市長、
総合政策部長、

　①「トップダウンの改革から、職員が自ら行動・変革する組 子ども未来部長、
　　織」について 市民部長
　②「地域力を向上させる自治協議会の設立を支援」について
　③「待機児童対策をさらに加速。２年以内の待機ゼロ」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

８ ２１ 北村　拓哉 １　新型コロナ対策について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 健康医療部長、

　①検体採取、ＰＣＲ等検査の実績などについて 教育部長、
　②市内全ての医療機関に対し、緊急に前年実績比の減収分を 福祉部長
　　補填する必要性について
　③がんや結核以外の呼吸器疾患の早期発見のため、特定健診
　　項目に「胸部レントゲン検査」の追加を検討する考えにつ
　　いて
　④新型コロナウイルス対策として医療機関へ衛生・医療材料
　　の継続支給（安定供給）を進める考えについて
　⑤密を避けた不登校対策経費について　ほか

２　少人数学級の実現について 教育部長

３　学校規模適正化計画について 教育部長

９ ５ 林　　政行 １　奈良市の補助金交付について 総務部長
＜一括質問一括答弁＞

２　児童相談所設置に伴う人材について 子ども未来部長

１０ １１ 太田　晃司 １　公共施設のマネジメントについて 総務部長
＜一括質問一括答弁＞

２　未利用財産の活用について 市長

３　ごみ関連業務の民間委託について 環境部長

１１ ２８ 九里　雄二 １　コロナ禍における本市観光産業を中心とした事業者への影 観光経済部長
＜一括質問一括答弁＞ 　　響及び観光イベントの実施見通しについて

２　国の１次及び２次補正の地方創生臨時交付金に連動した本 総務部長
　　市補正予算の編成と考え方について

３　クリーンセンター建設の検討状況について 環境部長

４　学校トイレの洋式化の進捗と見通しについて 教育部長

１２ ７ 阪本美知子 １　「奈良県総合医療センター周辺地域まちづくり協議会」の 都市整備部長
＜一括質問一括答弁＞ 　　今後について

　①まちづくり協議会が開かれていないことについて
　②まちづくり協議会の位置づけ
　③基本構想の検討状況

２　奈良市男女共同参画計画について 市民部長

　①第２次奈良市男女共同参画計画の進捗状況

３　通学路交通安全プログラムについて 教育部長
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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

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＞ 市長

　①県域水道一体化に伴い、奈良市民の水道料金負担が大幅に
　　増大する問題について問う

２　国民健康保険について 福祉部長

　①国保料減免制度について
　②コロナ禍の下、資格証や短期証の現在の仕組みについて廃
　　止も含めた見直しを求めることについて

３　ひとり親家庭における児童扶養手当の併給問題について 子ども未来部長

１４ ３０ 松石　聖一 １　財政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①決算と次年度予算編成の考え方
　②補正予算について

２　都市の快適空間づくりについて 市長

３　新斎苑と周辺の課題について 市長

４　奈良の鹿を護ることについて 市長

１５ １３ 横井　雄一 １　災害対策について 西谷副市長、
＜一括質問一括答弁＞ 危機管理監

　①住宅地の崖崩落及び倒木等のおそれがある危険箇所におけ
　　る安全対策について問う。

２　針テラスについて 観光経済部長

　①道の駅「針ＴＲＳ」事業の展望について問う。

３　教育行政について 教育長

　①一条高等学校のブランディングと一条高等学校附属中学校
　　の役割等について問う。
　②教育委員会の、議会質問に対する認識について問う。
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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

１６ １４ 宮池　　明 １　コロナ禍における秋の観光対策について 観光経済部長
＜一問一答＞

　①７月臨時議会において、県外からの修学旅行に対する３密
　　対策として観光バスの増車や宿泊部屋の追加等に支援する
　　予算が成立し、観光事業者からは歓迎する声も聞き及ぶ一
　　方で、観光バスを増車することで駐車スペースの確保も課
　　題と指摘も受けることから奈良市の見解を問う。

２　奈良市のデジタル自治体化について 総務部長、
総合政策部長

　①行政事務のデジタル化と、受付事務のオンライン申請等の
　　デジタル化の一方で、行政機関において公文書管理の原則
　　から一定期間、書類等の管理と保管による執務スペースの
　　占用が庁舎大規模化の要因でもある。行政書類等の管理と
　　保管のデジタル化の見解について問う。

３　地域共生社会実現に向けた重層的支援体制整備について 市長、
福祉部長

　①平成２９年の改正社会福祉法において、令和２年を目途と
　　し包括的支援体制を整備するため、各自治体で検討を加え
　　必要があると認めるときは所要の措置を講ずる旨が規定さ
　　れている。また、さきの国会において重層的支援体制整備
　　事業が新たに創設された動きもあり、この重層的支援体制
　　整備について奈良市の見解を問う。

４　子宮頸がんワクチン（ＨＰＶ）の定期接種情報について 健康医療部長

　①子宮頸がんワクチン（ＨＰＶ）の定期接種については、過
　　去に大きな社会的話題となり忌避する状況が発生したこと
　　から定期接種の勧奨は控えることとなった。一方で、他の
　　自治体では、定期接種の勧奨ではなく定期接種助成の権利
　　失効をお知らせする通知が出されている事例があることか
　　ら、奈良市のＨＰＶ定期接種助成の権利失効をお知らせす
　　る通知の考えを問う。

１７ ３ １　富雄北幼稚園、三碓幼稚園の今後について 市長
＜一問一答＞

　①富雄北幼稚園、三碓幼稚園の今後について考え方を問う

２　空川の整備について 建設部長

　①大和田町、丸山を流れる空川の河川整備の状況について問
　　う

３　県立総合医療センターへの移動手段について 都市整備部長、
市民部長

　①県立総合医療センターへの移動手段の現状について問う

４　公園への手すり設置について 都市整備部長

　①階段のある公園への手すり設置について考え方を問う

１８ 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
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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

１９ １８ 柿本　元気 １　奈良市の人権施策について 市民部長
＜一問一答＞

２０ １７ 大西　淳文 １　教育財産等の目的外使用について 企業局長、
＜一問一答＞ 教育部長

　①監査委員意見　教職員の学校校地内における通勤用自動車
　　の駐車について

２　建築物の解体における事前周知等について 健康医療部長

　①要綱等のルール化について

３　奈良県ビジターズビューロー負担金について 市長

　①負担額の根拠等について

４　スマートフォン決済アプリによる市税等の納付について 総務部長

２１ １２ 階戸　幸一 １　ＧＩＧＡスクール構想について 教育部長
＜一括質問一括答弁＞

　①新型コロナウイルス感染症による５月からのオンライン授
　　業の成果
　②タブレット端末導入後のスケジュールについて
　③オンライン授業による著作権問題について
　④不登校児童生徒に対するタブレット端末の活用法について
　⑤タブレット端末授業による視力等健康への考えについて
　⑥一条高校タブレット端末導入について
　⑦端末単価と仕様について
　⑧導入時期について

２　自治会交付金について 市民部長

　①不正請求に対する対応と対策

３　自主防災・防犯協議会交付金について 危機管理監

　①交付金のチェックについて
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