
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ２ 奈良未来の会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
道端　孝治

＜一括質問一括答弁＞ 　①平成２８年度　予算案・関係議案について
　②新斎苑建設計画について
　③地方版総合戦略について

２ ３ 自由民主党 １　財政運営について 市長
奈良市議会議員団代表

太田　晃司 　①予算編成について
＜一括質問一括答弁＞ 　②財政再建について

２　市長の政治姿勢について 市長

　①新斎苑基本計画（案）について
　②クリーンセンター建設計画について
　③猿沢線事業について

３　住民自治について 市長

　①地域自治協議会について

４　住宅行政について 市長

　①空き家対策について

５　奈良市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 市長

　①奈良町おもてなし戦略について
　②農家民泊について

企業局長
　　ついて

３ ３６日本共産党 １　憲法と安保法制（戦争法）について 市長
奈良市会議員団代表

山口　裕司 　①安保法制（戦争法）について、また憲法の立憲主義の原則
＜一括質問一括答弁＞ 　　について市長の認識を問います。

２　自衛隊入隊予定者の市長表敬訪問と自衛隊員募集について 市長

３　２０１６年度予算案について 市長

　①国の動向との関係について
　②奈良市の予算案について
　　・全体を通じて
　　・高齢者福祉について
　　・少人数学級について
　　・生活道路の修繕について
　　・まちづくりに関する基本構想策定について

４　新斎苑基本計画について 市長

５　ごみ行政について 市長

企業局長

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２８年３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 １８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

宮池　　明 　①奈良市まち・ひと・しごと創生総合戦略における女性が輝
＜一括質問一括答弁＞ 　　く応援プロジェクトについて質問します。

　②新斎苑整備について質問します。
　③奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例一部改正案
　　について質問します。
　④子供・若者の施策について質問します。

２　教育施策について 教育長

　①ＩＣＴ教育及び小中一貫教育について今後の取り組みを質
　　問します。
　②学校給食室整備について新年度の取り組みを質問します。
　③子供・若者の支援ネットワークの施策構築について質問し
　　ます。

３　上下水道の経営効率化について 企業局長

　①計画されている上下水道の経営効率化等について質問しま
　　す。

５ ２０改革新政会代表 １　平成２８年度予算について 市長
内藤　智司

＜一括質問一括答弁＞ 　①財政計画に基づいた予算編成について
　②今後の退職手当債の借り入れによる財政への影響について

２　職員の定員適正化計画について 市長

　①平成２８年度以降の職員の定員適正化計画について
　②職員の人材育成プランについて

３　議案第１８号について 市長

　①地域自治協議会設立について
　②庁内の体制について

４　新斎苑基本計画について 市長

５　東アジア文化都市事業について 市長

６　議案第２３号について 企業局長

７　教育行政について 教育長

　①安心・安全な学校生活について
　②学校の統合再編における今後の進め方について
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＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

６ １４ 鍵田美智子 １　市長の政治姿勢について 市長、
＜一問一答＞ 教育長、

　①奈良市学校規模適正化に関して 子ども未来部長
　②奈良市教育振興基本計画に関して
　③奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につい
　　て
　④奈良市教育振興戦略懇談会について

７ ２７ 植村　佳史 １　市長の政治姿勢について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 学校教育部長

　①多様な観光客の誘致について

２　台湾地震救援について 向井副市長

３　観光経済行政について 観光経済部長

　①なら工藝館のギャラリー阿字万字『あぜまめ』の利便性に
　　ついて

４　保健福祉行政について 保健福祉部長

　①ヘルプマーク事業について

８ ３４ 井上　昌弘 １　上下水道の民営化について 企業局長
＜一括質問一括答弁＞

２　市営住宅について 市民生活部長

３　マイナンバーについて 市民生活部長

４　国民健康保険について 保健福祉部長

５　子ども医療費助成について 子ども未来部長

６　就学援助について 教育総務部長

９ 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　保健福祉行政について 市長

３　移住・定住に向けた取り組みについて 市民生活部長

４　観光行政について 観光経済部長

５　検診体制の充実について 保健所長

６　教育行政について 学校教育部長

１０ １０ 横井　雄一 １　まちづくり基本構想の策定について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①奈良公園周辺地区の基本構想の中で、都市計画道路猿沢線
　　拡幅事業に関する地元住民の声がどのように反映されてい
　　くかを問う。

２　奈良市総合財団の将来について 市長

　①奈良市総合財団の将来計画について問う。

３　美しく、安全で快適なまちづくりについて 環境部長

　①奈良市路上喫煙防止に関する条例（路上喫煙禁止地域の拡
　　大）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　まちづくりについて 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　

２　観光について 市長

３　クリーンセンターについて 市長

４　新斎苑について 市長

５　市民生活について 市長

６　学校について 学校教育部長、
教育総務部長

７　上下水道について 企業局長

１２ １５ 山本　憲宥 企業局長
＜一問一答＞ 　　ついて

　①コンセッション方式について
　②上下水道サービスについて
　③企業局組織について

２　子育て環境の充実について 子ども未来部長

　①民間保育施設の誘致について
　②待機児童の解消対応策について

３　安全・安心に暮らせるまちづくりについて 危機管理監

　①災害時等の情報発信と組織間連携について

４　次世代を見据えた公教育改革について 学校教育部長

　①英語教育の充実について

１３ ２３ 小川　正一 １　遠距離通学補助について 教育長
＜一括質問一括答弁＞

２　東部山間のまちづくりについて 教育長、
市民生活部長、
企業局長

　②田原・興東診療所について

３　消防職員の充足率と救急救命士について 消防局長

４　学研奈良登美ヶ丘駅周辺のまちづくりについて 都市整備部長

１４ ６ 九里　雄二 １　近鉄大和西大寺駅周辺の整備事業について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 都市整備部長

２　奈良市の転出超過による人口減少対策について 市長

３　防犯カメラ設置対応について 市長

４　非正規雇用者採用と待遇改善の取り組みについて 総務部長
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順 議席
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＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１５ ９ 階戸　幸一 １　奈良市の医療について 市民生活部長
＜一括質問一括答弁＞

　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）

２　住民自治組織について 市民活動部長

　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
　③モデル地区設立に向けた準備と行政側との連携について

３　認定こども園への再編について 子ども未来部長

　①市立幼稚園と保育園を再編し認定こども園化することにつ
　　いて

４　空き家とごみ屋敷について 津山副市長

　①空き家対策とごみ屋敷の対応について

５　議案第２３号　奈良市小規模上下水道施設の公共施設等運 企業局長
　　営権に係る実施方針に関する条例の制定について

　①運営権の民営化による将来像について

１６ ５ 柿本　元気 １　奈良市政について 市長、
＜一問一答＞ 教育総務部長、

　①平成２８年度予算について 学校教育部長
　②奈良市の教育行政について
　③新斎苑整備に対する市長の姿勢について
　④ならまちセンター改修事業について

１７ ３５ 松岡　克彦 １　議案第５１号　みどりの家はり・きゆう治療所について 市長、
＜一問一答＞ 保健福祉部長、

保健所長

２　シルバーパス制度（入浴補助事業）について 市長、
保健福祉部長

３　介護保険制度について 市長、
保健福祉部長

１８ ３０ 森岡　弘之 １　平成２８年度予算について 財務部長
＜一括質問一括答弁＞

２　奈良市プレミアム商品券事業について 観光経済部長

３　若者の政治参加を促す施策について 市長、
学校教育部長

４　読書環境の充実について 教育総務部長
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