
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ３４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

森田　一成 ２　教育行政について 教育長
＜一括質問一括答弁＞

２ ２４改革新政会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
内藤　智司

＜一括質問一括答弁＞ 　①（仮称）子どもセンター事業について
　②財政運営の考え方について
　　・財政指標に基づく「財政カルテ」の受け止めについて
　　・次年度の財政見通しについて
　　・子どもセンターの完成後、運営に係る財政措置について
　③公共施設の老朽化に伴う統廃合の計画について

２　上水道県水一元化について 市長、
企業局長

３ １４公明党 １　新型コロナウイルス感染症対策について 市長
奈良市議会議員団代表

宮池　　明 ２　行政姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　防災行政について 市長

４　自治会の加入促進に係る施策について 市長

５　全世代型の社会保障を見据えた令和の時代の新たな福祉都 市長
　　市宣言及び福祉憲章等の制定について

６　県域水道の一体化について 企業局長、
市長

４ ３２日本共産党 １　国の重要テーマに対する認識 市長
奈良市会議員団代表

井上　昌弘 　①核兵器禁止条約の発効、日本学術会議会員の任命拒否問題
＜一括質問一括答弁＞ 　　に対する認識

２　新型コロナウイルス感染拡大防止の対応について 市長

　①全市民が早期収束を望んでいる。ＰＣＲ検査の拡充、医療
　　・介護・障害・子供などの関連施設での定期検査に踏み切
　　るべきではないか

３　県の進める広域行政（水道・消防・国保）への対応につい 市長
　　て

　①県域水道一体化への参加は奈良市にとってメリットがなく
　　消防広域化に参加しなかった教訓を踏まえるべき。
　　国保の県単位化の中間見直し案が市民の暮らしに与える影
　　響について

４　少人数学級について 市長

５　リニア中央新幹線中間駅誘致について 市長

６　来年度予算編成の重点について 市長

　①「アフターコロナ」という認識でよいのかを問う

７　議案第１１５号　市長専決処分の報告及び承認を求めるこ 市長
　　とについて

　①判決が確定しているのに２審へ控訴することを議会に諮る
　　意味について、また、今後の対応について問う
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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

５ １ 道端　孝治 １　プレミアム付商品券について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　幼保再編により閉園となった跡地の活用について 市長

３　富雄駅北側市道の道路整備について 建設部長

６ １２ 階戸　幸一 １　議案第１１５号　市長専決処分の報告及び承認を求めるこ 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　　とについて（訴えの提起）

　①地位確認等請求事件について
　②地方自治法第９６条第１項第１２号を違反したことについ
　　て
　③報告経路及び関係者の確認について
　④市職員の懲戒処分について

２　水道事業等の統合について 企業局長

　①県域水道一体化について

３　ドクターカー運用について 消防局長、
健康医療部長

　①拠点と医師の確保について
　②ドクターカーの現状について

７ ３９ 森岡　弘之 １　ごみ不法投棄抑止対策の強化について 環境部長
＜一括質問一括答弁＞

２　観光客を継続的に増大させる施策について 観光経済部長

３　本市公立学校における学習状況について 教育部長

　①ＧＩＧＡスクール構想の導入後の状況について
　②今年度の学習計画の進捗状況について

４　学校現場における新型コロナウイルス感染症対策の強化に　　　教育部長
　　ついて

５　屋内運動場へのエアコン設置について 教育部長

８ ８ 山本　直子 １　ひとり親家庭支援及び子どもの貧困対策について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給を国に求めること、
　　緊急小口資金は条件緩和と金額の引上げ、母子父子寡婦福
　　祉資金貸付金について　など

２　生活保護行政について 市長

　①申請の簡素化と条件の緩和について
　②最低生活費の引上げについて

３　文化芸術活動臨時支援事業及び文化振興補助金について 市長

　①支援事業の現在の状況は
　②奈良市の文化振興補助金の制度設計について

４　議案第１１５号について 市長

　①セクハラやパワハラについて、市として今後どのように取
　　り組んでいくのか
　②これまでの研修の実績と今後の計画について

５　新斎苑事業について 市民部長、
建設部長

　①完成後の管理、運営について
　②地元対策としての道路整備について
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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 ６ 松下　幸治 １　奈良県発令による奈良市財政の重症警報について 市長
＜一問一答＞

２　民間活用やＩＣＴ化による組織スリム化について 市長

３　消防本部や教育委員会、監査委員事務局などの共同設置に　　　　　市長
　　ついて

４　県域水道一体化と４市統合の財政比較検証について 市長

５　（仮称）奈良市子どもセンターの将来像と財政問題につい　　　市長
　　て

６　クリーンセンターの５市町共同設置について 市長

７　人口が減少する街から増加する街へ 市長
　　スーパーシティ構想について

８　国や県と連携した新型コロナ、感染症対策を含む危機管理　　　市長
　　について

１０ １３ 横井　雄一 １　災害対策について 危機管理監、
＜一括質問一括答弁＞ 市長

　①避難所への単独移動困難者の移動支援について、市の考え
　　を問う。

２　保健行政について 向井副市長

　①新型コロナウイルス感染者が出た家族のお世話について、
　　市の考え方を問う。

３　新型コロナ感染症対策の予算確保について 総務部長

　①補正予算で確保されてきた事業予算のうち、継続が望まれ
　　るものの予算確保について、市の考え方を問う。

１１ ４ 山出　哲史 １　奈良市の財政状況について 市長、
＜一問一答＞ 　　近畿財務局によるヒアリングの結果、及び市民への広報の　　　総務部長

　　在り方など

２　「奈良市緑の基本計画」の実施状況について 都市整備部長、
　　主に市民参画及び協働によるまちづくり推進の観点から 市民部長

３　災害への備えについて 危機管理監
　　職員のミッションシート作成状況、避難行動要支援者の避
　　難行動個別計画・支援プランの作成状況など

１２ ２８ 九里　雄二 １　新型コロナウイルス感染対策の庁内体制について 健康医療部長、
＜一括質問一括答弁＞ 危機管理監

２　本市のデジタル化の推進への課題と対策について 福祉部長、
総務部長、
総合政策部長、
向井副市長

３　介護人材の確保と介護報酬の改定に向けた本市の取組につ　　　福祉部長
　　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 ９ 白川健太郎 １　新型コロナウイルス感染症拡大における支援策について 観光経済部長、
＜一問一答＞ 教育部長、

健康医療部長

２　新クリーンセンター建設について 環境部長

３　（仮）奈良市子どもセンター建設について 子ども未来部長

４　旧奈良県総合医療センター跡地活用について 西谷副市長、
都市整備部長

５　西ノ京周辺地域の道路整備について 建設部長

１４ １９ 酒井　孝江 １　市政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

１５ ２ 塚本　　勝 １　派遣職員について 総合政策部長
＜一括質問一括答弁＞

２　福祉行政について 福祉部長

３　奈良市の医療体制について 消防局長、
健康医療部長

１６ ３１ 鍵田美智子 １　奈良公園周辺地区まちづくり基本計画について 都市整備部長
＜一問一答＞

２　公的霊園の今後について 市長、
市民部長、
総合政策部長

１７ ２６ 藤田　幸代 １　新型コロナウイルス感染の濃厚接触者への支援について 市長、
＜一問一答＞ 健康医療部長

　①濃厚接触者の判定を受けた場合、行政から２週間の自宅待
　　機の要請を受けるが、その間の生活等の支援が何もない状
　　況である。行政としての支援について問う。

２　奈良市の障がい者雇用促進の取組について 市長、
観光経済部長、

　①奈良市が進める障がい者雇用促進事業の取組について問う。　　福祉部長、
　②本庁の障がい者雇用状況と今後の取組について問う。 総合政策部長

３　興東館柳生中学校の抱える課題について 教育長

　①平成２９年から敷地内で続く崩落等による状況に対して生　
　　徒の安全を確保するための対応について問う。

４　私立保育園・こども園における保護者負担軽減の支援につ 子ども未来部長
　　いて

　①公立園で導入が始まっている園での使用済み紙おむつ処分
　　やコットベッド導入に関して、私立園でも少子化対策の一
　　環として保護者負担の軽減につなげるための導入に向けて
　　公的支援をすることについて。

１８ ５ 林　　政行 １　重度障害者等に対する通勤や職場等における支援について　　　福祉部長
＜一括質問一括答弁＞
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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 １０ 山本　憲宥 １　奈良市の上下水道事業について 企業局長
＜一問一答＞

　①水道施設の更新計画について
　 　②県域水道一体化における下水道事業の取扱いについて

２　汚水処理構想について 環境部長

　①衛生浄化センターの運営管理について
　②奈良モデルによる県管理下水処理施設の有効活用について

３　観光戦略と地域振興について 観光経済部長、
市民部長

　①奈良市東部地域の観光戦略について
　②Ｔｏｂｕ高原マルシェ２０２０について

２０ ３ １　子供の遊び場について 市長、
＜一問一答＞ 子ども未来部長、

　①キッズパークや冒険遊び場（プレーパーク）整備について 都市整備部長、
　　考え方を問う 教育部長
　②黒髪山キャンプフィールドの現状・活用について考え方を
　　問う

２　妊婦健康診査補助券について 健康医療部長

　①妊婦健康診査補助券の使用について考え方を問う

３　市民への広報について 総合政策部長

　①広報方法について考え方を問う
　　

２１ １７ 大西　淳文 １　都市計画法第１９条第３項に基づく都市計画に関する協議　　　市長、
＜一問一答＞ 　　等について 都市整備部長

　①柏木公園に係る上記協議等について不調となったことなど
　　について問う。

２　県域水道一体化構想について 市長、
企業局長

　①覚書締結に参加するに至った理由等々を問う。

２２ ３０ 松石　聖一 １　新型コロナ対策について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　教育環境の整備について 市長

３　新斎苑事業について 市長

４　西大寺周辺のまちづくりについて 市長

５　危険なバス停対策について 市長

６　東山霊苑の契約について 市長

７　議案第１３０号について 市長
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