
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ １７自由民主党 １　来年度予算編成について 市長
奈良市議会議員団代表

北　　良晃 　①行政評価について
＜一括質問一括答弁＞ 　②財政構造改革の考え方について

　③ふるさと納税について

２　市長の政治姿勢について 市長

　①防災行政について
　②地方創生事業の進捗状況について
　③東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンについ
　　て
　④新斎苑建設事業について
　⑤外国人旅行者の取り組みについて

３　東部振興について 市長、
教育長

　①森林の保全、育成について
　②学校の統合再編と跡地利用について

２ ３７奈良未来の会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
森田　一成

＜一括質問一括答弁＞ 　①議案第１００号について
　②議案第１０９号について
　③環境部職員の処分に係る人事異動について
　④奈良県と奈良市とのまちづくりに関する包括協定について

３ ２３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

小川　正一 　①自衛隊の海外派兵について
＜一括質問一括答弁＞ 　②ＴＰＰ協定について

２　平成２９年度予算編成について 市長

３　新斎苑建設計画について 市長

４　国保について 市長

５　介護保険について 市長

６　幼保再編について 市長

７　クリーンセンター建設計画について 市長

８　奈良少年刑務所の保存活用について 市長

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２８年１２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 ６ 公明党 １　平成２９年度予算編成方針について 市長
奈良市議会議員団代表

九里　雄二 ２　新斎苑整備事業について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　クリーンセンターについて 市長

４　近鉄大和西大寺駅周辺の整備事業について 市長

５　西九条佐保線及び新駅構想について 市長

６　観光政策について 市長

７　教育行政について 教育長

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議案第１００号　平成２８年度奈良市一般会計補正予算に
　　ついて
　②議案第１０９号　奈良市行政組織条例の一部改正について
　③議案第１１０号　奈良市附属機関設置条例の一部改正につ
　　いて
　④議案第１１４号　奈良市立こども園設置条例等の一部改正
　　について
　⑤奈良市の行政改革について
　⑥奈良市の医療、福祉政策について
　⑦大宮通り新ホテル・交流拠点事業について

６ １５ 山本　憲宥 １　奈良市における文化振興の推進について 市民活動部長
＜一括質問一括答弁＞

　①文化振興事業の補助について
　②なら国際映画祭について

２　奈良市地域おこし協力隊について 市民生活部長

　①これまでの活動状況・活動実績について
　②今後の課題について

３　大和西大寺駅周辺整備事業について 都市整備部長

　①自由通路整備工事及び駅舎補償工事の具体的な内容につい
　　て
　②財源確保の見通しと取り組みについて

４　まちづくりについて 建設部長

　①ＪＲ平城山駅のバリアフリー化について

７ １３ １　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①新斎苑建設関連について
　②クリーンセンター建設関連について

２　不法投棄について 環境部長

８ ３４ 井上　昌弘 １　ＪＲ関西線の整備及び西九条佐保線の拡幅事業について 都市整備部長
＜一括質問一括答弁＞

　①事業推進が住民生活に与える影響について

企業局長
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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

９ １９ 伊藤　　剛 １　奈良市データヘルス計画について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　道路陥没に関するリスク管理について 市長、
市長（２問目）

３　奈良市西部地域における文化財の保存と継承について 市長、
市長（２問目）

４　空き家の利活用について 市民生活部長、
総合政策部長
（２問目）

５　胃がん、肺がん検診について 保健所長

６　産前・産後の支援について 保健所長

７　バンビーホームの施設整備について 学校教育部長、
学校教育部長
（２問目）

１０ １０ 横井　雄一 １　手話言語条例づくりの取り組みについて 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①手話言語市区長会への加入を初め、今後の取り組みについ
　　て問う。

２　障害者差別解消法の周知等について 保健福祉部長

　①まちかどトーク等による市民への周知活動と、合理的配慮
　　の訴求に対する市の具体的な対応について問う。

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の実態について、本市の対応の
　　仕方を問う。

４　家庭系ごみ収集業務の民間委託の進捗について 環境部長、
市長

　①２８年度の進捗について、環境部と労働組合との間におけ
　　る不可解な取り交わしについて問う。

１１ ８ 酒井　孝江 １　観光について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①観光客をふやす取り組みについて。

２　まちづくりについて 観光経済部長、
建設部長

　①住みよいまちづくりについて。

３　安全について 保健福祉部長

　①安心できる対応について。

４　子育てについて 学校教育部長

　①子どもが伸び伸びと育つことができるように。
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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

１２ ３ 太田　晃司 １　子育て世代を包括的に支援する取り組みについて 保健所長
＜一括質問一括答弁＞

２　奈良市内における開発行為の許可の取り扱いについて 都市整備部長

３　環境行政について 向井副市長、
市長（２問目）

１３ １４ 鍵田美智子 １　地域包括ケアシステムについて 市長、
＜一問一答＞ 保健福祉部長

　①地域包括ケアシステム基本構想等について
　②地域包括支援センターの運営状況他について

１４ １１ 山本 直子 １　子どもの貧困対策について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 子ども未来部長、

　①子どもの実態調査について 教育総務部長
　②就学援助について
　③こども食堂の実施について

２　市立富雄保育園の民営化について 市長、
子ども未来部長

３　奈良市の文化振興補助金について 市民活動部長、
市長

１５ ３０ 森岡　弘之 １　新斎苑建設事業について 市民生活部長
＜一括質問一括答弁＞

２　２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催を本市 市長
　　の活性化につなげる取り組みについて

３　生活道路の維持補修について 建設部長

４　主権者教育を充実させる取り組みについて 学校教育部長

１６ ２１ 山口　　誠 １　都市開発整備について 都市整備部長
＜一括質問一括答弁＞

　①第１種低層住居専用地域の問題、現状と対策について

２　近鉄大和西大寺駅南駅前広場周辺整備について 都市整備部長

　①設備及び利用形態について

３　観光行政について 観光経済部長

　①宿泊客数をふやすための施策について

４　教育行政について 子ども未来部長

　①幼保再編計画について
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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 ３３ 松石　聖一 １　教育行政について 市長、
＜一問一答＞ 教育長

　①ＩＴ教育について
　②夜間学級について

２　防災行政について 市長

　①災害時情報格差をなくすこと

３　議案第１１０号について 市長

４　ならまちの整備について 市長

　①周辺施設との関係など

５　議案第１２３号について 市長

６　クリーンセンターについて 市長

　①移転計画の現状について
　②現工場の延命策について
　③工場の運転委託について

７　新斎苑の建設について 市長

　①地域のコミュニティーの再生について
　②地域振興策について

１８ ２ 道端　孝治 １　三碓幼稚園の再編方針について 市長
＜一括質問一括答弁＞

１９ １２ 白川健太郎 １　介護保険事業について 保健福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

　①総合事業について
　②地域包括支援センター運営について

２　幼保再編計画と幼稚園での３年保育の実施について 子ども未来部長

３　ふるさと納税制度について 財務部長

　①制度の考え方について
　②「ふるさと母校応援寄附金」について

４　西ノ京地域の道路整備状況について 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

２０ １８ 宮池　　明 １　権利擁護センター設置について 保健福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

　①権利侵害を受けやすい判断能力の不十分な高齢者や障がい
　　者等を支援することを目指して本市は、市民後見人の育成
　　事業を実施されている。しかし、育成だけでなく、自治体
　　が積極的にその市民後見人に対しサポートすることが重要
　　となることから市の考えを質問します。

２　今後の総合的な観光戦略と振興施策構築について 観光経済部長

　①クロージングを迎える東アジア文化都市事業以降の観光の
　　戦略について質問します。

３　ライフラインの改良・修繕に係る課題の解消について 企業局長

　①人口減少と超少子高齢社会の要因により、改良・修繕工事
　　を担う事業者の減少、従業員の高齢化、人材難、技術の維
　　持等の問題がある。しかし、ライフラインの改良・維持を
　　計画的に図らないと市民の暮らしに影響が出ることから、
　　課題解消について質問します。

２１ ３６ 山口　裕司 １　聴覚障がい者に対する支援について 保健福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

　①人工内耳の助成について

２　聴覚障がい児に対する教育について 学校教育部長
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