
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ２５奈良未来の会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
浅川　　仁

＜一括質問一括答弁＞ 　①新斎苑整備事業について
　②クリーンセンター建設について
　③ポイントカード制度について
　④ＪＲ関西線新駅設置について

２ ４ 自由民主党 １　財政について 市長
奈良市議会議員団代表

八尾　俊宏 ２　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　奈良市の防災について 市長

４　補正予算について 市長

５　奈良市子どもにやさしいまちづくり条例について 市長

３ ３４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

井上　昌弘 　①消費税増税、アベノミクスの評価、原発再稼働、平和の課
＜一括質問一括答弁＞ 　　題などについて

２　来年度予算編成方針について 市長

３　福祉行政について 市長

　①シルバーパス、生活保護における移送費及びケースワーカ
　　ーについて

４　リニア中央新幹線誘致について 市長

　①電磁波、建設残土処分、電力消費、採算性、必要性など多
　　角的な検証と国民的議論が必要ではないか

５　開発指導行政について 市長

　①奈良市開発指導要綱の見直しについて
　②奈良県庁コンビニ立地について
　③住民主体のまちづくりについて

４ ３１公明党 １　第４次総合計画後期基本計画の策定に向けた取り組みにつ 市長
奈良市議会議員団代表 　　いて

山中　益敏
＜一括質問一括答弁＞ ２　平成２７年度予算編成方針について 市長

３　空家等対策の推進に関する特別措置法について 市長

４　新斎苑建設計画について 市長

５　精神障がい者の医療費助成制度について 市長

６　第６期介護保険事業計画策定に向けた取り組みについて　 市長

７　奈良市幼保再編実施計画における休園及び廃園について 市長

８　スポーツ振興と観光戦略の取り組みについて 市長

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２６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

５ ２２改革新政会代表 １　臨時職員や非常勤嘱託職員等の非正規雇用労働者の待遇改 市長
松村　和夫 　　善と雇用安定及び業務の民間委託について

＜一括質問一括答弁＞

　①パートタイム労働法や労働契約法また総務省２０１４年通
　　知に準拠した処遇の改善について

２　自転車道の整備について 市長

　①「やすらぎの道」の自転車道整備の進捗状況について
　②奈良市の交通政策の中に必要かつ重要なツールとして自転
　　車を位置づけ、自転車を活用したまちづくりの方針につい
　　て

３　原発再稼働について 市長

　①原発事故時において広域避難協定に基づいた敦賀市民の受
　　け入れ準備が進んでいない中での原発再稼働に対する市長
　　の見解について

４　被爆７０周年における市の取り組みについて 市長

　①来年は被爆７０年目の節目の年であり、また来年４月には
　　ＮＰＴ再検討会議が開催される。被爆のことを正しく学び
　　被爆・戦争体験を継承し、核廃絶に向けて新たな視点で啓
　　発事業の実施を
　

６ １３ １　第４次総合計画後期基本計画について 総合政策部長
＜一括質問一括答弁＞

　①市民の意見を反映するための考え方について
　②人口予測の見直しについて
　③見直しのポイントと各部間に対する指示について

２　地域おこし協力隊について 市長

３　仮称奈良阪川上線について 建設部長

４　興東中学校、柳生中学校統合について

７ １５ 山本　憲宥 １　教育行政について 教育総務部長
＜一括質問一括答弁＞

　①補正予算について
　②スクールバスについて

２　環境行政について 市長、
環境部長

　①クリーンセンター施設基本計画策定等業務について
　②公募型プロポーザル募集について
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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 １２ 白川健太郎 １　子どもの遊び場確保について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 都市整備部長

　①「子どもにやさしいまちづくり条例」に定める「子どもの
　　居場所、遊び場づくり」の主旨について
　②市内の公園・緑地の現状と今後の方向性について

２　あやめ池駅南北通路のエレベーター設置について 市民生活部長

　①現在までの進捗状況について
　②今後のスケジュールについて

３　介護認定と基本チェックリストについて 保健福祉部長

４　胃がんリスク検診について 保健所長

９ ３２ 高杉美根子 １　観光施策について 総合政策部長、
＜一括質問一括答弁＞ 観光経済部長

　①奈良市の食と観光ＰＲについて
　②外国人観光客の受け入れ体制について

２　男女共同参画施策について 市長

　①男女共同参画に関する苦情処理について
　②配偶者暴力相談支援センターについて
　③日本女性会議の誘致について

３　交通政策について 市長

４　高齢者肺炎球菌ワクチンについて 市長

５　教育行政について 教育総務部長、
学校教育部長

　①学校施設の整備について
　②市立図書館の充実について

１０ ９ 階戸　幸一 １　犯罪被害者支援法について 市民活動部長、
＜一問一答＞  保健福祉部長、

　①奈良市の犯罪被害者支援に対する窓口について 子ども未来部長、
　②奈良市の体制と条例について 学校教育部長、

市長

２　救急医療政策について 市民生活部長

　①医師会への補助金について
　②公的病院財政措置について
　③私的二次救急医療機関助成措置について
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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

１１ ８ 酒井　孝江 １　八条町のＪＲ駅新設とリニア新駅について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①知事が大和郡山市への利便性を意識し、リニア駅の候補地
　　に見ておられるようだが、リニア奈良駅と東部市街地との
　　まちづくりの連動について聞きたい。

２　議案第１４３号　奈良市ならまち振興館条例の廃止につい 観光経済部長
　　て

　①ならまちは、観光に来たとき、休む場所があまりなく、休
　　憩所が限られている。その一つが、ならまち振興館２階和
　　室だったが、今後どうなるか。

３　議案第１４４号　奈良市観光自動車駐車場条例の一部改正 観光経済部長
　　について

　①奈良町南観光駐車場用地は、井上町の国際交流センター用
　　地として買収されたと聞いている。どのような機能を予定
　　しているのか。

４　奈良市下水道事業について 企業局長

　①これまで浄化槽設置者で下水引き込み管を断る方の以後の
　　申し込みについて、市が負担していたとのことだが、一括
　　工事に比べ、どの程度の費用となっていたのか。

　 ５　土砂災害警戒区域指定の周知について 危機管理監

　①土砂災害警戒区域などが指定されることになったが、市民
　　への周知は。

６　公共施設等の統廃合について 財務部長

　①公共施設等の統廃合を検討する委員会が設置されたが、市
　　民には情報が公開されていない。内容の報告の機会を。

１２ ２ 道端　孝治 １　ふるさと納税における寄附金について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 　 財務部長

　①目的の決められた寄附金の取り扱いについて

２　バンビーホームについて 学校教育部長

　①児童育成料の改定案とバンビーホームの設備及び運営にお
　　ける最低基準について
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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

１３ ３ 太田　晃司 １　奈良市子どもにやさしいまちづくり条例の制定について 子ども未来部長、
＜一括質問一括答弁＞ 教育長

２　あやめ池小学校校舎改築その他工事について 教育総務部長、
建設部長

１４ ２４ 北村　拓哉 １　学童保育（バンビーホーム）について 学校教育部長
＜一括質問一括答弁＞

２　子ども施策について 子ども未来部長
　
　①議案第１３３号　奈良市子どもにやさしいまちづくり条例
　　の制定について

３　市立幼稚園の閉園・統廃合、幼保再編計画、幼保連携型認 子ども未来部長
　　定こども園化について

　①議案第１３４号、第１３５号、第１４６号に関連して
　②奈良市立幼稚園における園児募集停止、休園及び閉園の基
　　準に関する要綱について

４　世界遺産包括的保存管理計画について 市長

５　ならまちセンター展示ホールについて 市長

６　リフォーム助成制度について 市長

１５ ６ 九里　雄二 １　空き家対策について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 　 総合政策部長

　①空家等対策の推進に関する特別措置法制定に伴う本市の条
　　例化を含めた今後の取り組みについて
　②サポート体制と窓口の一本化について

２　奈良市の産業振興について 市長、
　 観光経済部長
　①若者・女性の定住促進に向けた就業支援
　②人口減少に伴う定住促進に向けた本市の産業活性化

３　健康促進の取り組みについて 保健所長

　①県主管の健康ステーションと本市の取り組み
　②今後の健康づくりの取り組みと医療費の削減効果
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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 １０ 横井　雄一 １　地域公共交通行政の体制づくりについて 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①地域公共交通行政を担う人材確保と庁内組織について、そ
　　の方向性を問う。

２　ろう者と手話について 市長

　①手話を広める必要性について、市長の思いを問う。

３　近鉄奈良駅駅前広場の再整備について 市長

　①駅前広場全体の再整備について、市長の思い入れを問う。

４　都市計画道路猿沢線拡幅事業について 建設部長

　①都市計画道路猿沢線拡幅事業について、今後の進め方を問
　　う。

１７ ２７ 植村　佳史 １　子ども未来と教育行政について 市長、
＜一問一答＞ 教育長、

子ども未来部長

２　新火葬場建設について 市長

１８ １８ 宮池　　明 １　審議会等の附属機関の設置運用について 総務部長
＜一問一答＞

　①本市が設置している諮問機関等の運用について質問します。

２　ボランティアポイント制度について 市民活動部長

　①制度設計や制度活用等について質問します。

３　日常生活圏域ニーズ調査について 保健福祉部長

　①本市として初めてニーズ調査を実施されたことから数点、
　　質問します。

４　子どもにやさしいまちづくり条例について 子ども未来部長

　①条例制定について、正当性や必要性等の観点で質問します。
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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 ２０ 内藤　智司 １　職員定員適正化計画について 総務部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市長（２問目）

　①市長が就任された平成２１年度と平成２６年度を比べ、正
　　規、嘱託、臨時職員別人数と総合計人数はどのように推移
　　したのか。
　②超過勤務手当について年々予算額を縮減しているが、今年
　　度の上半期の執行状況はどのようになっているのか。予定
　　より超過している部とその主な原因は何か。

２　今後の予算編成の考え方について 財務部長

　①市長に就任された平成２１年度予算と比較して平成２６年
　　度予算ではどのように推移したのか、マニフェスト関連事
　　業の総額と一般財源ベースについて。また観光施策経費に
　　ついて。
　②退職手当債等が終了されるが、来年度及び再来年度はどの
　　ような影響になるのか。また、消費税増税が１年半先送り
　　された場合、本市財政への影響はどのようなものが考えら
　　れるのか。
　③公共施設等の老朽化対策について。公共施設等総合管理計
　　画の公共施設のマネジメントにおける位置づけと策定後の
　　スケジュールについて。

３　来年度の予算編成方針について 総合政策部長、
市長（２問目）

　①国の地方創生への取り組みに対して、本市はどのように進
　　めようと考えているのか。
　②行財政改革の観点からの歳入増に向けた取り組みについて。
　③現在、本市は多くの事業を実施している。市単独経費を投
　　入してまで実施している事業の評価や効果等についてどの
　　ような検証を行っているのか。
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