
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ３９自由民主党 １　東アジア文化都市事業について 市長
奈良市議会議員団代表

松田　末作 　①基本計画と意義について
＜一括質問一括答弁＞ 　②観光産業に対する意義について

２　予算編成について 市長

　①今までの予算編成の反省を踏まえ、平成２８年度予算編成
　　において奈良市７区域で、予算化に向けて検討している事
　　業について

３　農業政策について 市長

　①ＴＰＰについて、農業の成長産業への育成について（日本
　　の食糧自給率、若者の農業への希望、ＴＰＰの考え、収入
　　保険制度の導入検討について）

４　人口ビジョンについて 市長

　①人口減少の最大の原因について
　②人口増加への最大の原動力と今後の努力について

５　地域自治協議会について 市長

　①理念と必要性について
　②現在の自治会組織について

６　マイナンバー制度について 市長

　①制度の概要及び進捗状況について

７　建設工事におけるくいの施工について 市長

　①検査結果の公表について

８　職員の逮捕事件について 市長

　①奈良市職員の逮捕について
　②奈良市職員に対する今後の指導について

９　介護報酬について 市長

　①今後の介護報酬について

２ ３８奈良未来の会代表 １　市長の政治姿勢について 市長

＜一括質問一括答弁＞ 　①新年度予算編成について
　②新斎苑について
　③新クリーンセンターについて
　④県市連携関連について
　⑤月ヶ瀬温泉関連について
　⑥中学校給食について
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(平成２７年１２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

３ 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「テロ」根絶に向けた見解について
＜一括質問一括答弁＞ 　②安保法制（戦争法）廃止に向けた取り組みについて

　③総合計画と総合戦略について
　④来年度予算編成について

２　市民のくらしを守る市政について 市長

　①高齢者福祉について
　②入浴補助事業について
　③精神障がい者の福祉医療について

３　まちづくりについて 市長

　①市役所前の県営プール跡地について
　②登大路バスターミナル建設計画について

４　奈良市職員の処遇について 市長

　①賃金について

４ ７ 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

藤田　幸代 　①平成２８年度予算編成方針について
＜一括質問一括答弁＞ 　②奈良市行財政改革重点取組項目について

２　安全で安心なまちづくりについて 市長

　①第４次総合計画後期基本計画における計画的インフラ整備
　　について

３　福祉政策について 市長

　①地域福祉の視点に立った地域包括ケアシステムの構築につ
　　いて
　②ひきこもり対策について

４　教育行政について 市長、
教育長

　①学校現場が抱える問題解決について
　②１８歳以上選挙権導入による一条高校の体制・取り組みに
　　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

５ ２２改革新政会代表 １　クリーンセンター建設について 市長
松村　和夫

＜一括質問一括答弁＞ 　①新焼却場の早期建設に向けて、住民投票を実施することを
　　求めたい。

２　ごみ有料化と収集方法のあり方について 市長

　①ごみ有料化は何を目的に実施するのか。費用負担の公平化
　　を言う以前に収集サービスの公平化の取り組みを求めたい。

３　補助金制度について 市長

　①団体の運営のための補助金は見直しされたい。また、少額
　　の団体運営補助については廃止も検討されたい。

４　新斎苑の建設について 市長

　①新斎苑建設に向けて市長の決意を伺いたい。

５　春日山原始林のイノシシ対策について 教育長

　①イノシシの被害が深刻な状況にあり速やかな対策を求めた
　　い。

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開催に向けた進捗について
　②実施体制及び連携協力体制について

２　奈良市立診療所設置条例の一部改正について 市長、
市民生活部長

　①奈良市立興東診療所について

３　奈良市における主権者教育について 学校教育部長

　①選挙権年齢引き下げに伴う主権者教育について
　②副教材「私たちが拓く日本の未来」の活用について

７ ２ 道端　孝治 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①ごみ屋敷問題について
　②防犯カメラの設置・運用について

８ １２ 白川健太郎 １　ごみの持込予約制の開始と市民への広報について 総合政策部長、
＜一括質問一括答弁＞ 環境部長

２　民間開発による、住民と業者との紛争を解決する仕組みづ 都市整備部長
　　くりについて

３　消防団の待機場所の確保について 消防局長
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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

９ ３２ 高杉美根子 １　「日本遺産」認定の取り組みについて 教育総務部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市長（２問目）

２　成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種について 市長

　①２７年度予算の接種率及び個別通知について

３　道路の整備について 建設部長

　①新奈良県総合医療センター開設に伴う道路整備と通学路の
　　整備について

４　中学校給食室の建設について 市長

　①４期５校の給食室建設の進捗状況について

５　学校におけるがん教育の推進について 学校教育部長

１０ ９ 階戸　幸一 １　住民自治組織について 市民活動部長
＜一問一答＞

　①条例改正及び規則や要綱について
　②庁内検討委員会について

２　奈良市の医療について 市民生活部長

　①休日夜間応急診療所について
　②救急体制について（１次救急から３次救急）

３　みどりの家はり・きゆう治療所について 保健福祉部長

　①運営方法及び事業のあり方について

４　ごみ屋敷条例について 総合政策部長

　①居住し、ごみを放置している家屋について

１１ ８ 酒井　孝江 １　議案第１０２号　平成２７年度奈良市一般会計補正予算に 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　　ついて

　①まちづくりについて
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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

１２ ２７ 植村　佳史 １　保健福祉行政について 保健福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

　①ヘルプマーク施策について

２　観光経済行政について 観光経済部長

　①オリンピック・パラリンピックにおけるヘルプマーク施策
　　について
　②外国人おもてなし施策における天皇陵の多言語表示につい
　　て
　③日本酒条例サミットについて

３　教育行政について 学校教育部長

　①学校教育における講師派遣の選択について
　②いじめ対策について

４　危機管理行政について 危機管理監

　①災害時における避難所等の災害拠点のエネルギー確保につ
　　いて

５　市民生活行政について 市民生活部長

　①自転車の安全対策とパークアンドライドについて

６　市民活動行政について 津山副市長

１３ １１ 山本　直子 １　自衛隊からの募集適齢者情報の閲覧請求について 市長
＜一問一答＞

２　奈良市民の医療や健康に関するアンケート調査について 市長、
保健福祉部長

３　奈良市行財政改革重点取組項目について 市長、
総合政策部長、

　①家庭系ごみ収集事業の民間委託の拡大について 環境部長
　②家庭系ごみの有料化について

４　子育て支援対策について 市長、
子ども未来部長

　①無認可保育所へ預けざるを得ない世帯への補助について

１４ １９ 伊藤　　剛 １　電力コスト削減について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　官学連携による地域活性化について 市長

３　富雄駅北地区の整備について 都市整備部長

４　平城地区周辺にある史跡等の有効活用について 教育総務部長

５　下水道事業の運営について 企業局長

１５ １０ 横井　雄一 市長
＜一括質問一括答弁＞

　　いて問う。

２　地域コミュニティーと自主防災の確立について 市民活動部長、
危機管理監

　①子供の安全・安心を中心に据え、地域コミュニティーを損
　　なわずに自主防災を確立する考え方について問う。
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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 ３３ 松石　聖一 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一問一答＞

　①今日までの成果と今後の課題
　②県・市の協調
　③防災行政
　④庁内の体制・危機管理

１７ ２４ 北村　拓哉 １　買い物弱者対策について 津山副市長
＜一括質問一括答弁＞

２　子ども医療費助成について 子ども未来部長

３　幼保再編計画について 子ども未来部長

４　市立一条高校の「教育改革」について 教育長

５　クリーンセンター移転計画について 市長、
教育長

１８ １８ 宮池　　明 １　歳計剰余金の処分について 市長、
＜一問一答＞ 財務部長

　①実質収支額から算定される地方自治法第２３３条の２及び
　　地方財政法第７条第１項、地方財政法施行令第４７条の規
　　定に基づく歳計剰余金の額について質問します。

２　本市における地域福祉の展開について 保健福祉部長

　①地域包括ケアの構築を目指す中で、その基盤となる地域に
　　おける福祉の構築についてと、行政とその他の団体及び機
　　関の役割について質問します。

３　本市のＩＣＴを活用したラーニングについて 教育長、
学校教育部長

　①ＩＣＴ教育におけるラーニングの目標と評価についてその
　　展開を質問します。

6


