
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ １３奈良未来の会代表 １　財政問題について 市長

＜一括質問一括答弁＞ 　①財政見通しについて
　②未収債権の対策強化について

２　市長の政治姿勢について 市長

　①新斎苑建設の進捗状況及び今後のスケジュールについて
　②クリーンセンター建設の進捗状況及び今後のスケジュール
　　について
　③人事政策について

３　マイナンバー制度について 市長

　①電話、窓口受け付け体制について
　②安心、安全対策について
　③申請手続について

４　一条高等学校における産学官連携事業について 教育長

２ １６自由民主党 １　市長の行政姿勢について 市長
奈良市議会議員団代表

東久保耕也 　①平成２６年度決算について
＜一括質問一括答弁＞ 　②新斎苑建設について

２　東部地域の振興について 市長

　①ジビエの活用について
　②地域おこし協力隊について

３　教育行政について 市長、
教育長

　①東部地域の教育について
　②月ヶ瀬小学校の校舎整備事業について
　③学校の跡地利用について

４　水道事業について 企業局長

　①都祁、月ヶ瀬地域の水道について
　②給配水管修繕業務委託について
　

３ １２日本共産党 １　国政とのかかわりについて 市長
奈良市会議員団代表

白川健太郎 　①戦争法案に対する市長の考えについて
＜一括質問一括答弁＞ 　②原発再稼働と国のエネルギー政策について

２　２６年度決算について 市長

３　市長の政治姿勢について 市長

　①いのち・くらしを守る市政に対する市長の考えについて
　②市民の声が反映される市政について
　③市職員の処遇について
　④民間委託の弊害について

４　地方創生について 市長

５　都祁・月ヶ瀬の合併から１０年となり、改めて市長の認識 市長
　　を問う

６　県とのまちづくりに関する包括協定について 市長

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２７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 ３０公明党 １　オリンピック・パラリンピック東京大会開催を本市の活性 市長
奈良市議会議員団代表 　　化につなげる施策について

森岡　弘之
＜一括質問一括答弁＞ ２　効率的な行財政運営について 市長

３　新斎苑整備事業について 市長

４　保険財政の健全化について 市長

５　若者を応援する施策について 市長

６　奈良市プレミアム商品券事業について 市長

７　上水道事業における施設等の更新について 企業局長

５ ９ 改革新政会代表 １　市長の市政運営について 市長
階戸　幸一

＜一括質問一括答弁＞ 　①平成２６年度一般会計決算黒字の要因について
　②前期基本計画１１１億円の収支不足の解消策について
　③後期基本計画の収支不足８５億円の分析について
　④退職手当債について 　
　⑤住民自治組織について
　⑥民間委託に対する検証と今後の課題について
　⑦奈良市幼保再編実施計画について
　⑧政策に対する行政間の連携及び組織体制について

２　下水道事業会計について 企業局長、
市長（２問目）

　①今日までの企業局の努力と成果について
　②下水道公営企業化後に新たに発生する資金不足の要因につ
　　いて
　③新たに発生する資金不足への対応策について

６ １４ 鍵田美智子 １　東山霊苑火葬場について 向井副市長、
＜一括質問一括答弁＞ 総務部長、

　①施設整備の予算執行がされない理由について 財務部長、
　②職員体制と安全衛生委員会の開催について 市長（２問目）
　③現火葬場の視察について
　④現施設の問題点理解について

２　市立奈良病院内の病児保育施設いちご保育園運営体制につ 子ども未来部長、
　　いて 市長（２問目）

　①運営に際してのサポート体制について
　②市立奈良病院と病児保育施設いちご保育園との連携体制に
　　ついて

３　ならまちセンター改修事業及び什器製作委託事業について 市民活動部長、
市長（２問目）

　①プロポーザル審査について
　②随意契約について
　③両事業に対する考え方について
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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

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＞ 市民生活部長、

　①新火葬場建設について 環境部長

２　観光経済行政について 市長、
観光経済部長

　①公益社団法人奈良市観光協会の運営について
　②奈良市歴史的風致維持向上計画について
　③ならまち、きたまちの観光振興について

３　教育行政について 学校教育部長

　 　①学童保育とバンビーキッズについて
　②不登校生徒の対応について

８ ２３ 小川　正一 １　奈良市の合併１０年について 津山副市長、
＜一括質問一括答弁＞ 教育総務部長

　①合併後の暮らしについて
　②「名勝月瀬梅林」について

２　山辺広域第三最終処分場について 環境部長

３　環境問題について 環境部長

４　防災・医療での近隣自治体との連携について 消防局長、
危機管理監

５　買い物弱者・コミュニティバスなどの取り組みについて 市民生活部長

９ ７ 藤田　幸代 １　福祉政策について 保健福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

　①地域包括ケアシステム構築のための地域福祉の考え方につ
　　いて

２　待機児童対策について 子ども未来部長

　①０～２歳児の待機児童解消のための小規模保育について

３　不登校対策について 学校教育部長

　①小学校・中学校における不登校児童・生徒に対するこれま
　　での対応について
　②今後の不登校児童・生徒の支援体制について

４　主権者教育について 学校教育部長

　①１８歳以上の選挙権導入による学校での主権者教育の考え
　　方について

１０ １０ 横井　雄一 １　行政改革について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①家庭系ごみ収集業務の民間委託の拡大等、一連の行政改革
　　の効果について問う。

２　奈良ブランドの推進について 市長

　①「大和茶・日本酒海外戦略事業」等について、ブランド力
　　を高める進め方について問う。
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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

１１ ８ 酒井　孝江 １　議案第９０号について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①腎臓内科が新設されることについて。

２　議案第８０号について 市長

　①奈良町町家保存活用資金として１５００万円が補正予算案
　　に上げられているが、これはどのようなものか等。

３　子供の貧困とバンビーホーム等について 市長

　①バンビーホームの役割について

４　公営企業会計について 企業局長

　①公営企業会計で水道事業や下水道事業に損益勘定留保資金
　　で赤字を補填しているが、これはなぜか等。

１２ ２６ 三浦　敎次 １　クリーンセンター建設計画について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①公害調停の意義について
　②市長のリレーセンター発言について

１３ ３ 太田　晃司 １　基金の効果的な運用について 財務部長
＜一括質問一括答弁＞

２　市立学校における政治教育について 学校教育部長

３　障がい福祉にかかわる情報保障について 保健福祉部長

１４ １１ 山本　直子 １　生活保護行政について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 保健福祉部長

　①住宅扶助削減について
　②冬季加算廃止について
　③医療移送費について
　④ケースワーカーの非正規拡大について
　⑤生活困窮者自立支援制度について

２　女性の働き方について 市民活動部長、
子ども未来部長

　①男女共同参画が考える女性の労働について
　②出産・育児に関する奈良市役所内の実態について
　③出産・育児に関する奈良の一般企業などの実態について
　④病児・病後児保育について

３　西部生涯スポーツセンターの現状と今後について 市民活動部長

　①現在の利用実態について
　②高齢者の健康増進とこの施設の果たす役割について

４　持ち込みごみの予約制について 環境部長

　①持ち込みごみの予約制を実施しなければならなかった理由
　　について
　②自治会に未加入の世帯についての対策
　③年末など、電話受付が混み合う状況への対策について

１５ 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 都市整備部長
＜一括質問一括答弁＞

２　奈良市の観光政策について 観光経済部長

３　災害対策について 危機管理監

４　ふるさとテレワークへの取り組みについて 総合政策部長
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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

１６ ２０ 内藤　智司 １　職員の定員適正化計画について 市長、
＜一問一答＞ 総務部長、

　①今後の財政見直しに伴う職員定員適正化計画の考え方につ 消防局長
　　いて
　②消防職員の適正人員と採用計画について

２　職員の時間外勤務削減対策について 総務部長

　①時間外勤務削減対策における３６協定導入について

３　２０１５人事院勧告への対応について 市長

４　２８年度予算における人件費について 市長

　①職員の賃金独自カットの２８年度への対応について

５　ふるさと納税における今後の取り組みについて 財務部長

１７ ５ 柿本　元気 １　介護保険料について 保健福祉部長、
＜一問一答＞ 市長

　①過誤納金還付通知書について

２　住宅行政について 市民生活部長、
市長

　①住宅の適正な運営について

１８ ３４ 井上　昌弘 １　マイナンバー制度について 総務部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市民生活部長

　①施行１カ月前に当たり、市の準備状況及びセキュリティー
　　対策について質問

２　子ども医療費助成制度について 子ども未来部長

　①奈良県は償還払いだが、多くの都道府県では現物給付であ
　　る。この現物給付が大半の中で奈良が償還払いをしている
　　理由、及び現物給付している自治体にペナルティーを課し
　　ている根拠について質問

３　生活保護について 保健福祉部長

　①後発医薬品使用調査と特定健診について

１９ １９ 伊藤　　剛 １　精神障がい者福祉について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　医療費調査分析事業について 市長、
保健福祉部長（２
問目）

３　空き家対策について 市民生活部長、
総合政策部長（２
問目）

４　肝炎対策について 保健所長

５　観光活性化施策について 教育総務部長、
観光経済部長
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