
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ２６奈良未来の会代表 １　平成２７年度決算報告について 市長
三浦　敎次

＜一括質問一括答弁＞ 　①予算編成方針における具体的な取り組みとその成果につい
　　て
　②現在の財政状況について

２　クリーンセンター建設計画について 市長

　①進捗状況について
　②今後の対応について
　③他の方法の検討について

３　新斎苑建設計画について 市長

　①請願採択について
　②議会軽視について

４　家庭系ごみの有料化について 市長

　①現在の進捗状況
　②市民への説明責任と合意形成について
　③中核市におけるごみ有料化実施数について

２ １５自由民主党 １　財政問題について 市長、
奈良市議会議員団代表 教育長

山本　憲宥 　①平成２７年度決算について
＜一括質問一括答弁＞ 　②一般会計補正予算について

　③教育予算について

２　市長の政治姿勢について 市長

　①新斎苑建設計画について
　②クリーンセンター建設計画について
　③リニア中央新幹線中間駅誘致に向けた取り組みについて

３　東部地域の振興について　 市長

　①地方創生推進交付金事業について

４　東アジア文化都市事業について 市長

　①コア期間がスタートした今後の事業展開について

５　教育行政について 市長、
教育長

　①次期学習指導要領改訂について
　②学校施設の跡地活用について

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２８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

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憲法認識、多選禁止条例制定マニフェスト、同和行政終結
＜一括質問一括答弁＞ 　　に向けての認識、平和のための戦争展への後援名義取り消

　　し問題

２　２０１５年度決算について 市長

３　新斎苑について 市長

４　子ども医療費助成制度について 市長

５　国民健康保険について 市長

６　ごみ減量について 市長

７　特別職の退職手当問題について（議案第９２号に関連して） 市長

８　少年刑務所の保存活用について 市長

４ １９公明党 １　市長の政治姿勢について 市長
奈良市議会議員団代表

伊藤　　剛 ２　福祉行政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　幼保再編について 市長

４　観光行政について 市長

５　教育行政について 教育長

５ ９ 改革新政会代表 １　市長の行政運営について 市長
階戸　幸一

＜一括質問一括答弁＞ 　①平成２７年度一般会計決算について
　②市民の安心、安全対策について
　③保健所組織体制について
　④新斎苑について

２　教育行政について 教育長

　①地域自治組織との連携について

６ １４ 鍵田美智子 １　市長の政治姿勢について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 財務部長、

　①奈良市環境部について 市民活動部長
　②公共施設等総合管理計画について
　③人権文化センターについて
　④ならまちセンターについて

７ ３ 太田　晃司 １　社会資本整備総合交付金について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　アクティブ・ラーニングにおける学校教育での図書活用に 教育長
　　ついて

３　ヘルプマーク啓発事業の県との連携について 保健福祉部長
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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

８ ２３ 小川　正一 １　子育て支援について 子ども未来部長
＜一括質問一括答弁＞

　①待機児童について
　②休日保育について
　③月ヶ瀬こども園でのゼロ歳児保育について

２　本市の上下水道事業について 企業局長

　　る官民連携事業について
　②山間地域への職員配置と業務について

９ １８ 宮池　　明 １　歳入の確保の取り組みについて 財務部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市長（２問目）

　①平成２７年度決算における市税の課税強化と徴収率向上に
　　向けた取り組みの効果の検証について質問します。また、
　　使用料や利用料等の現年度における徴収強化の取り組みや
　　税外債権の回収率を向上するための取り組みについて質問
　　します。

２　地域自治協議会について 市民活動部長

　①地域自治協議会については、３月定例会で大きな議論とな
　　ったことから、今後の市側の取り組みについて質問します。

３　近鉄西大寺駅南土地区画整理事業及びＪＲ奈良駅南特定土 都市整備部長、
　　地区画整理事業について 市長（２問目）

　①国・県・市・鉄道事業者による奈良インターチェンジ周辺
　　まちづくり計画基本構想が立てられ、この事業に係るＪＲ
　　関西本線の高架化と新駅の開設が計画されている。一方で、
　　近鉄西大寺駅南土地区画整理事業及びＪＲ奈良駅南特定土
　　地区画整理事業については遅延している。地域住民にとっ
　　ても大きな事業計画であることから事業完了の目標を質問
　　します。

４　子ども・若者計画について 学校教育部長

　①子ども・若者計画策定に係る実態調査の経費が当初予算で
　　成立していることから、その事業の進捗について質問しま
　　す。
　　

１０ １０ 横井　雄一 １　ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業の進め方について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①今後の事業の進め方について基本的な考え方を問う。

２　家庭ごみ収集業務の民間委託の進捗について 市長

　①２７年度決算から見た財政効果と新しい取り組み内容を問
　　う。

３　庁舎内執務室のあり方について 総務部長

　①庁舎内執務室での販売行為について、本市の考え方を問う。
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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＞

　①道路について

２　教育について 教育総務部長、
学校教育部長

　①学校について

１２ ２ 道端　孝治 １　少年消防クラブについて 消防局長
＜一括質問一括答弁＞

２　公立学校の消防設備について 教育総務部長

３　奈良帝塚山地区の土砂災害警戒区域について 危機管理監

１３ ４ 八尾　俊宏 １　国民健康保険特別会計について 保健福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

２　人事行政について 総務部長、
市長

３　ＩＣＴを活用した維持管理について 建設部長

１４ １２ 白川健太郎 １　介護制度について 保健福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

２　幼保再編計画について　 市長、
子ども未来部長

１５ ３２ 高杉美根子 １　食品ロス削減について 総合政策部長
＜一括質問一括答弁＞

２　防災対策について 危機管理監

　①被災者支援システムについて
　②マンホールトイレについて

３　幼保再編について 子ども未来部長、
市長（２問目）

４　障害者差別解消法について 保健福祉部長

　①障害者差別解消法の施行に伴う市の取り組みについて
　②補助犬の受け入れについて
　③ヘルプマークの今年度の実施について

１６ ２０ 内藤　智司 １　職員の人材活用について 総務部長
＜一括質問一括答弁＞

　①職員のキャリア形成（人材育成）施策について
　②人事異動等に伴うメンタルケアについて

２　議案第９２号について 総務部長

　①退職手当の持つ意味と考え方について

３　保育所・幼稚園の職場環境改善策について 子ども未来部長

　①保育教育士の処遇改善について
　②保育教育士の安定確保に向けた施策について
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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

１７ ５ 柿本　元気 １　新斎苑建設事業について 市長
＜一問一答＞

　①鹿野園町の「地域活性化対策案」について

２　奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正につい 市長
　　て

３　待機児童対策について 市長

１８ ３５ 松岡　克彦 １　奈良市幼保再編計画について 市長、
＜一問一答＞ 子ども未来部長

　①あやめ池・伏見幼稚園の統合について
　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」について
　③幼保連携型認定こども園等について

２　議案第８８号　平成２８年度奈良市一般会計補正予算（第 市長
　　２号）について

１９ ７ 藤田　幸代 １　新生児聴覚検査について 保健所長
＜一括質問一括答弁＞

　①厚労省からの通知で自治体に「新生児聴覚検査」を推奨す
　　る取り組みを求められている。それについての奈良市の現
　　状と今後の対策と課題について質問します。

２　平成２８年度奈良市一般会計補正予算・土木費について 建設部長、
市長（２問目）

　①市道の道路舗装の劣化が激しい現状があり、また劣化状況
　　にある橋梁について長寿命化するための点検を平成３０年
　　度末までに完了しなければならない。そこで、補正予算に
　　計上されている道路橋梁維持費・道路橋梁総務費・道路橋
　　梁新設改良費について質問します。

３　学校における発達障がい児の支援について 学校教育部長、
教育総務部長

　①国の法律「障害者差別解消法」「改正発達障害者支援法」
　　の施行を受けて、奈良市の学校における発達障がい児に対
　　する支援の取り組みについて質問します。
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