
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ １１自民党 １　市長４期目の市政運営について 市長
奈良市議会・結の会代表

太田　晃司 ２　財政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①令和２年度決算について
　②行財政改革について

３　奈良市第５次総合計画について 市長

４　新型コロナウイルス感染症対策について 市長

　①健康医療政策について
　②観光経済政策について

５　環境行政について 市長

　①環境清美工場について
　②新クリーンセンターについて

２ １５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

早田　哲朗 ２　行財政運営について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　奈良市第５次総合計画について 市長

４　八条・大安寺周辺地区まちづくりについて 市長

５　学校環境・教育の充実について 教育長

６　高齢者福祉の充実について 市長

７　環境清美工場の焼却炉の一時停止について 市長

３ ３０明日の奈良を創る会代表 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＞ 　①４期目の就任に当たり、奈良市の将来像について
　②デジタル社会への対応について
　③新型コロナウイルス対策関連予算について

２　財政健全化について 市長

　①公共施設の統廃合について

３　地域自治協議会について 市長

　①設立３年を迎えた地域自治協議会の評価について
　②３年後の地域自治協議会への支援交付金の考え方について
　③今後の地域自治協議会の考え方について

４　環境対策について 市長

　①今回のごみ焼却工場の全停止事故について
　②現有ごみ焼却場の今後の改修方針について
　③新クリーンセンター建設について
　④脱炭素（カーボンニュートラル）社会への対応について

５　県域水道一体化について 市長、
　 企業局長
　①統合の考え方について
　②議会で議論できる時期について
　③市民への広報の考え方について

６　奈良市決算審査意見書の受け止めについて 市長、
企業局長

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表

（令和３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 ２０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

山口　裕司 　①行政のデジタル化について
＜一括質問一括答弁＞ 　②行革について

　③子どもの医療費無料化について
　④高齢者の補聴器補助について
　⑤右京バンビーホームと神功バンビーホーム統合について
　　（議案第８９号）
　⑥非核平和行政について

２　新型コロナ感染症対策について 市長

３　令和２年度決算と新年度予算編成について 市長

４　環境清美工場の焼却停止とごみ処理について 市長

５　地球温暖化・気候変動について 市長

６　豪雨災害について 市長

５ ２５日本維新の会 １　国民健康保険の高額療養費の請求について 市長
奈良市議団代表

大西　淳文 　①簡素化することができないか。
＜一問一答＞

２　市民葬、規格葬儀の制度導入について 市長

　①検討の報告は受けているのか、制度導入についてどのよう
　　に考えるか。

３　賞味期限切れの災害用備蓄品の入替えについて 市長

　①計画的にされているのか、フードバンクへの提供を基本と
　　して行えないのか　等々。

４　下請施工を必要とする場合の市内業者への優先発注や市内 市長
　　業者からの建設機材や材料の調達について

　①どのような対応となったのか、効果についてどのように判
　　断できるのか。

５　第８期介護保険事業計画における介護保険施設等整備事業 市長
　　者の選定結果について

　①市税収入が見込める株式会社を選定できなかったのか。
　　（認知症対応型共同生活介護事業者の選定が全て社会福祉
　　法人であったことを踏まえて）

６　新型コロナウイルスワクチン接種について 市長

　①県市連携が図れているのか。

７　市独自で行った市内の飲食店に対する午後８時までの時短 市長
　　要請について

　①どのような効果を期待し、見合った結果があったのか。

８　水道の広域化について 市長

９　基準を超えるダイオキシン類が含まれるばいじんを排出し 市長
　　たことについて

　①どのように受け止めているのか。
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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

６ ２４ 横井　雄一 １　２０２５年の新しい奈良に向けて 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①ＰＯＷＥＲ　４　ＶＩＳＩＯＮの具体的な内容について問
　　う。

２　コロナ禍の地域経済の復活について 市長

　①市内事業者への優先発注について、その実績と継続・強化
　　を問う。

３　都市政策行政について 市長

　①近鉄奈良駅前広場の再整備の進捗について、市の認識を問
　　う。

４　環境政策について 環境部長

　①電池の回収体制の整備について、その進捗状況を問う。

７ ２６ 藤田　幸代 １　コロナ禍における支援について 市長
＜一問一答＞

　①陽性者の自宅療養と濃厚接触者の自宅待機に関する支援の
　　確保について。
　②ひとり親家庭への就労支援とワクチン接種後の副反応に対
　　する支援について。
　③女性の貧困対策について。
　④希望する受験生に対して優先的にワクチン接種することに
　　ついて。

２　子ども・若者支援における発達障がい者児への支援につい 健康医療部長、
　　て 子ども未来部長、

教育部長、
　①１歳７か月児健康診査がコロナ感染予防の観点で個別健診 市長
　　になっていることについて。
　②（仮称）子どもセンターに移設する子ども発達センター内
　　で支援されるペアレントトレーニングについて。
　③幼児教育・保育の中で確保される療育の在り方について。
　④義務教育を卒業した若者への支援の継続が課題であること
　　について。

３　子ども・若者支援におけるヤングケアラーへの支援につい 教育部長
　　て

　①本市においての状況を把握することについて。
　②速やかな対応で支援していくことについて。

４　月ヶ瀬地域の行政サービス向上について 向井副市長

　①合併特例債を活用して建設されている新斎苑の利用に関し
　　て。
　②月ヶ瀬の生活圏となっている三重県伊賀市との連携協定を
　　結ぶ考えについて。

８ １８ 下村　千恵 １　女性活躍推進について 市長、
＜一問一答＞ 観光経済部長、

　①「奈良市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進捗状況に 市民部長
　　ついて
　②男女共同参画室の役割と啓発、部門間連携について
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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 ８ 桝井　隆志 １　新型コロナウイルス対策強化について（保健所職員の増員 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　　について）

　①新型コロナウイルス感染者の入院調整及び療養施設調整を
　　担う専門職の増員について
　②感染経路を特定し感染防止対策を講じる業務に当たる経験
　　のある職員の増員について

２　新型コロナウイルス対策強化について（新型コロナウイル 市長
　　ス対策施設の設置について）

　①救急搬送の必要性があるにもかかわらず受入れ病院が見つ
　　からない場合において、生命維持が可能な救急搬送待機施
　　設の設置について
　②臨時病床とも兼ねられる救急搬送待機施設の設置について

３　生活困窮者への対応について（生活保護制度について） 福祉部長

　①生活困窮者に対して適正に生活保護が決定されているかに
　　ついて
　②生活保護ケースワーカーの増員がされているかについて

４　生活困窮者への対応について（新型コロナウイルス感染症 福祉部長
　　生活困窮者自立支援金制度について）

　①新型コロナで生活に困っている方が利用できているかにつ
　　いて

５　国民健康保険制度について 福祉部長

　①短期証の期間について
　②国保料の滞納者への保険証の発行について
　③生活困窮者への国保料の減免を適用しているかどうかにつ
　　いて

１０ １３ 栁田　昌孝 １　新クリーンセンターについて 市長
＜一問一答＞

　①今後の、新クリーンセンター建設の進め方や計画について

１１ ３７ １　市長の行政姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①財政問題について
　②地方債の今後の動向について
　③観光事業と新型コロナウイルス関連対策について
　④ゲストハウスの状況とコロナ関連対策について
　⑤クリーンセンター建設計画について
　⑥クリーンセンター建設計画地周辺の住民への説明について
　⑦新斎苑整備事業に関する訴訟について
　⑧新斎苑整備事業に関する訴訟に関連する求償権の放棄につ
　　いて

１２ ２２ 八尾　俊宏 １　財政について 総務部長
＜一問一答＞

２　環境行政について 市長、
環境部長
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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

１３ １４ 宮池　　明 １　ウィズコロナ、アフターコロナにおける観光施策について 市長
＜一問一答＞ 　

　①ウィズコロナ、アフターコロナにおける観光施策について、
　　ワクチン接種が円滑に進んだことを見込み、本年秋及び来
　　年の観光経済施策を立案し施策を質問します。

２　保健、医療施策について 市長、
健康医療部長

　①子ども医療費助成に係る現物給付化の拡大、ＨＰＶワクチ
　　ンのキャッチアップ施策及び各種ワクチン接種について質
　　問します。

３　子ども・若者等の福祉施策について 向井副市長、
教育長、

　①社会的養育と子ども・若者支援及び重層的支援について質　　　福祉部長、
　　問します。 子ども未来部長

１４ １７ 鍵田美智子 １　環境清美工場焼却炉の一時停止について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 環境部長

２　クリーンセンター建設推進について 市長、
環境部長

１５ ２１ 山本　直子 １　環境清美工場が突然の停止になった問題について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 環境部長

２　ごみ処理施設の広域化における今後の方針について 市長、
環境部長

３　妊娠中の方のコロナ対策について 市長、
健康医療部長

　①感染対策・ワクチン接種の対応・感染したときの対応につ
　　いて
　②産前産後ケアについて

４　災害備蓄における生理用品の位置づけについて 市長、
危機管理監

１６ １２ 佐野　和則 １　農業政策に対する市長の考え方について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①農業後継者の経営支援・担い手確保について
　②地産地消の取組について
　③農産物のブランド化について

２　公民館分館の耐震化について 教育部長、
教育長

　①公民館分館の耐震化の状況について
　②公民館分館の利用状況について
　③耐震化未実施公民館分館の今後の対応について

１７ ７ 岡本　誠至 １　奈良市の教育について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 教育部長

　①義務教育の重要性と支援体制について
　②特別な支援を必要とする児童・生徒への支援の現状と対応
　　について

１８ １０ 道端　孝治 １　富雄駅のバリアフリーについて 福祉部長、
＜一問一答＞ 建設部長

5



順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１９ ２８ 九里　雄二 １　令和２年度決算について 総務部長
＜一括質問一括答弁＞

２　新型コロナウイルス感染症対策におけるワクチン接種につ 健康医療部長
　　いて

３　がん検診について 健康医療部長

４　自転車の利用促進による環境保全とまちづくりについて 環境部長、
都市整備部長

２０ １９ 阪本美知子 １　児童相談所の準備状況について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 子ども未来部長

　①スタートに当たって充実した人員体制をどのように構築す
　　るのか
　②子どもの権利擁護体制をどうつくるのか

２　会計年度任用職員としての相談員のリアルについて 総合政策部長

　①資格が必要な職であるにもかかわらず、この処遇でいいの
　　か
　②会計年度任用職員の今後の方向性について

２１ ３２ 井上　昌弘 １　県域水道一体化について 企業局長
＜一括質問一括答弁＞

　①奈良県上水道エリアにおける広域化に係るアンケート調査
　　の回答内容について
　②公営企業会計システムと奈良市個人情報保護条例について

２　まちづくりについて 都市整備部長

３　子どもの医療費助成制度について 市長

４　生活保護について 福祉部長

２２ ４ 山岡　稔季 １　議案第９６号について 総合政策部長
＜一括質問一括答弁＞

　①市民・事業者等への支援について

２　新型コロナ対策について 市長、
健康医療部長

　①保健所の人員について
　②陽性者の対応について
　③医師会への協力について

３　観光振興対策について 観光経済部長

　①宿泊事業者への支援について
　②新たな観光施策について

２３ ３１ 酒井　孝江 １　市政について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 教育部長

２４ ６ 山出　哲史 １　市民参画及び協働によるまちづくりについて 市長、
＜一問一答＞ 向井副市長、

　①「市民の参画」及び「市民との協働」を推進するための取 総合政策部長、
　　組の現状に対する評価、課題への対応、今後の仕組みづく 総務部長、
　　り等について 市民部長

２５ ５ 林　　政行 １　医療的ケア児について 市長、
＜一問一答＞ 子ども未来部長、

教育部長
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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

２６ １６ １　教育行政について 教育部長
＜一問一答＞

　①鶴舞バンビーホームについて
　②富雄第三バンビーホームについて
　③富雄南小学校の通学路にある歩道橋について

２　高齢者のごみ出し支援について 市長、
環境部長

　①ごみ出しに負担を感じておられる方への支援について

３　奈良市ポイント制度について 市長、
市民部長

　①ポイントの効率的な運用について

４　プロボノの取組について 市長、
市民部長

　①地域の課題解決に取り組むプロボノについて
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