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はばたけ新成人（市中央体育館）

12 月定例会

「子ども条例」を原案可決
本市議会は、平成 26 年 12 月定例会を 11 月 27 日から 12 月 18 日まで
の 22 日間の会期で開きました。
この定例会では、市長提出案件のうち、子どもにやさしいまちづくり
条例の制定について、質疑・一般質問や付託した厚生消防委員会で議論
が相次ぎ、最終日の本会議でも反対や賛成の討論がありましたが、賛成
多数で原案どおり可決しました。その他の条例議案 22 件、一般会計・
特別会計等の補正予算 11 件、公の施設の指定管理者の指定についての
議案 28 件など、合わせて 64 議案についても、いずれも原案どおり可決
しました。また、市長専決処分 17 件の報告を受けました。

…… 第２回
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議会報 告 会 を 開 催 し ま す ！
！ ……

市民の皆さんに議会活動に参画いただく機会として、平成 26 年に続き、議会報告会を開催いたします。
多くのご参加をお待ちしております。
詳細については、次号の議会だよりやホームページにて、改めてお知らせします。
（５面に関連記事を掲載）

【日時】平成27年５月15日（金）午後７時～
植物油インキで印刷しています。

【場所】市役所西棟３階

大会議室
再生紙を使用しています。
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代 表 質 問

した長野県神城断層地震は、 市長 開発区域内の主要な道
地域の強い結びつきが犠牲者 路が接する開発区域外の道路
ゼロにつながったとして、初 の幅員の取り扱いについて、
期救助に当たった消防団の活 現在、近畿ブロック開発許可
躍が報道されていた。
・宅地防災行政連絡協議会を
地域防災力の中核である消 構成する近畿内の府県及び開
防団の抜本的な強化のため、 発事務を行っている市に対し、
国により装備の基準が改正さ 運用状況を調査している。
れたが、市長の考えと平成
今後、各自治体の考え方や
年度の予算化の状況は。
取り組みを参考に基準を研究
市長 基準改正の意義を受け したい。
止めて装備の充実を図ること
で、消防団員が安心して活動
精
神
障がい者の医療費
でき、市民の生命や財産を守
助成制度実施の時期は
るという使命の達成をサポー
公明党 山中 益敏
トしていきたい。
年度予算は現在調製中で、 問 精神障害者保健福祉手帳
基準改正や消防団の意見等も １級所持者を対象とした医療
配慮し、限られた財源の中で 費助成制度の実施時期は。
また、２級所持者への対象
はあるが、装備の充実に対応
拡大は。
していきたい。
市長 自動償還方式（※）に
よる制度実施のため、既存の
住環境を守るため
開発指導要領の変更を 福祉医療システムを改修する
日本共産党 井上 昌弘 期間が必要で、平成 年８月
診療分からの実施を目指して
いる。
また、大きな方向性として
は、今後対象者を２級所持者
にも拡大していきたいと考え
ている。新たな財源の確保に
努めた上で、実施時期を検討
していきたい。
※自動償還方式…医療機関に
保険証とともに医療受給者
27
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問 都市計画法では、３㌶を
超える開発の際、既存住宅の
道路幅が６・５㍍以上の道路
と接していなければならない
としているが、市の開発指導
要領では、
この歯止めがない。
住環境を守る立場から、例
外を認めない方向で要領を変
更すべきでは。

証を提示することで、市役
所で申請せずとも、助成額
が医療受給者等の口座へ自
動的に振り込まれる方式

拡大する市の非正規職員
臨時保育士の待遇改善を
改革新政会 松村 和夫

問 市長は、市の業務で非正
規職員を拡大させている。
市立保育所の臨時保育士は
正規職員と同じ資格と同じ労
働なのに、賃金は半分以下と
聞く。これは不合理であり、
処遇を改善すべきでは。

市長 年齢等で単純比較はで
きないが、市立保育所の臨時
保育士は２０２人で平均年収
額２５８万円、正規保育士は
３０４人で５５４万４千円で

臨時保育士が多く活躍する保育現場（伏見保育園）

進まない新斎苑建設
責任はどこにあるのか
奈良未来の会 浅川
仁
問 市長は毎月のように多く
の随行と費用を掛けて国内外
へ出張しているが、仕事には
優先順位がある。
市にとって避けられない新
斎苑の建設はどんどん遅れて
いる。これほど長い年月を費
やして、いまだにこの程度で
あることについて、どこに一
番の責任があるのか。
市長 市の最重要課題である
新斎苑の建設は、白毫寺の現
火葬場の移転と最新の火葬場
を早期に建設することをポイ
ントとしてきた。工程を着実
に進めようと担当課も努力し
ているし、より本格的な体制
を構築して力も入れている。
現時点で完成していない理
由を分析しても、それは言い
訳になる。市政が遅滞してい
るすべての責任は私にある。

消防団の装備充実
平成 年度の予算化は
自由民主党 八尾 俊宏
22

月２日～４日の本会議
では、 人の議員（うち代
表質問５人）が、質疑・一
般質問を行いました。
以下は、質問と答弁の要
旨です。

問 平成 年 月 日に発生
11

質疑・一般質問
（発言順）
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そこが知りたい
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ある。基本的な業務に大差は
ないが、子どもの養育が困難
な保護者への対応や保育園運
営の中核となる保育計画の立
案等、より困難度の高い任務
は正規保育士が中心となって
業務を行っており、賃金格差
が生じている。
しかし、今後の望ましい制
度について、様々な検証や調
査を行っていきたい。

個 人 質 問

調整中で、今後、供用開始の として、リレーセンター建設
手続きと周知を行い、 年３ や施工可能な範囲での道路改
月をめどに供用を開始したい。 良のほか、クリーンセンター
運用開始後に車両の通行量が
増えたり、生活道路がより不
便にならないよう、いろいろ
な形で提案をしている。

問 市内の複数の地域から、
近くに子どもを安全に遊ばせ
られる公園をとの声がある。
提案中の子ども条例にも子
どもの居場所・遊び場づくり
に関する条項があり、市長も
遊び場が子どもの成長に重要
との見解と聞いたが、市の公
園の現状と今後の方針は。

すべての子どもに公園を
現状と今後の方針は
日本共産党 白川健太郎

生活道路の問題解決を
クリーンセンター移転計画
自由民主党 山本 憲宥

早期の開通が求められる仮称奈良阪川上線

都市整備部長 現在、市内に
は都市公園と都市緑地を合わ
せて５３８カ所、面積は約７
３５㌶で、市民一人当たり面
積は約 平方㍍、法令で決め
られた標準の約２倍である。

しかし、設置に地域格差が 用せざるを得ず、歩行弱者の
あることが課題で、今後、少 安全性や利便性から、 年度
ない地域への対策としてちび からエレベーター設置に向け
っこ広場（※）を考えている。 た整備事業に着手している。
年度には、既存構造物調査
※ちびっこ広場…面積 平方
㍍以上で５年以上使用可能 やボーリング調査等の概略設
な土地を地域で確保して市 計の結果を基に詳細設計に取
に 申 請 し、 認 め ら れ る と、 り掛かる予定である。
社会資本整備総合交付金の
市が遊具を貸し出す制度
内示状況や財源の動向にもよ
るが、
詳細設計が完了した後、
速やかに本体工事に取り掛か
りたい。

近鉄菖蒲池駅の南北通路
エレベーターの早期設置を
公明党 高杉美根子
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市長 近鉄菖蒲池駅改札口付
近の南北の移動は、階段を利

問 犯罪被害者に対する支援
について、条例の制定や、既
にある市安全安心まちづくり
条例に規定できないか。
市長 市は、安全安心まちづ
くり条例により、市民や自治
会等と協働して、安全・安心
で快適なまちづくりの実現へ
総合的に取り組んでいる。
犯罪被害者には、直接的な
被害のほか、精神的ショック
や身体の不調、また医療費の
負担や転職・失職等による経
済的な困窮等の二次的な被害
が指摘されている。
支援策としては、事件直後
の援助と十分な情報提供が必

問 近鉄菖蒲池駅南北通路の 条例に規定すべきでは
エレベーター設置は、平成
犯罪被害者への支援策
年度に竣工の予定と聞いた。
改革新政会 階戸 幸一
早期に設置すべきと考えるが。

28

エレベーターの早期設置を（近鉄菖蒲池駅南北通路）
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問 東部地区自治連合協議会
から、クリーンセンター移転
計画の白紙撤回を求める請願
が提出されており、また、生
活道路改良の要望がある。
移転することになれば搬入
車両等の増加で交通がマヒす
ることは明らかで、地元地域
にとって最大の懸案である道
路問題の解決に向けた考えは。
市長 協議会から要望のある
全区間の４車線化は、なかな
か厳しい。その代わりの対策

20

仮称奈良阪川上線
いつ開通するのか
奈良未来の会
西 正延
問 仮称奈良阪川上線は、平
成 年２月の現地説明会で、
秋には開通予定と聞いたが、
まだ開通の連絡が無い。遅れ
ている原因と開通の時期は。
市長 国道３６９号線から木
津川市に結節する仮称奈良阪
川上線については、最終工区
となる国道３６９号線交差点
部分の整備工事を完了したと
ころである。
この道路は、東部地域の活
性化と般若寺交差点の渋滞解
消などが見込まれることから、
早期開通が求められている。
現在、交通安全対策等につ
いて木津川市、木津警察署と
26
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要で、他市での取り組みも参 内の公園遊具整備といった、 築に係る工事車両の進入につ
市民が目的を指定した寄附は いて、児童や隣接する幼稚園
考に検討していきたい。
の園児、地域住民への安全管
できないのか。
理計画は。
八条町付近のＪＲ新駅
建設部長 学校敷地内では、
リニア駅もその場所か
児童と工事車両等の動線を極
無所属 酒井 孝江
力分離して工事を行い、やむ
問 市長は、先ごろ八条町の
を得ず交差する場合は交通誘
ＪＲ駅新設に関わる都市計画
導員等を配置して、児童の安
道路の変更を承認したが、八
全確保に努める。また、通学
条町付近は２年前、県知事が
路では、登下校時間帯を避け
リニア駅の候補地として否定
て工事車両を通行させ、大型
しなかった場所でもある。
車両が通行する狭い道路では、
八条町にリニアの駅ができ
交通誘導員を交差点ごとに配
る場合、現在の市街地との連
置して児童や周辺住民の安全
携はどう考えているのか。
を確保する計画である。
市長 現在、八条町付近への 市長 寄附者の意向によって
今後も、周辺自治会や住民
リニア中間駅誘致計画は無い。 は、公共性が低い事業や特定 に工事の説明を行って意見・
現在は複数の自治体が誘致 地域に偏った事業を指定され 要望を聞き、学校・園とも調
に名乗りを上げている状況で、 る可能性もあり、市がメニュ 整した上で工事を進めたい。
詳細なルートや市内に中間駅 ーを設定するほうが良いと考
の位置が決定される等の時期 え、現状は、分野または３団
が来れば、それに伴う駅周辺 体を選ぶ形としている。
一方、多くの自治体が工夫
の具体的なまちづくりを検討
していかなければならないと し、様々な可能性がある制度
であり、地域からの要望によ
考えている。
る寄附採択事業も検討し、市
民のニーズを勘案しながらよ
り良い制度の構築を図りたい。

ふるさと納税制度
使途を指定できないか
奈良未来の会 道端 孝治

工事車両からの安全を

ふるさと納税の活用例

問 ふるさと納税の寄附金に あやめ池小学校の校舎改築
ついて、
使途目的を明確化し、
自由民主党 太田 晃司
収入増につなげたいとのこと
だが、母校の老朽化対策や町 問 あやめ池小学校の校舎改

世界遺産の保存・活用
包括計画と今後の方針は
日本共産党 北村 拓哉

問 近年、若草山モノレール
計画など、世界遺産を破壊し
かねない事態が発生している。
世界遺産包括的保存管理計画
を策定中と聞くが、市長の考
えは。また、今後の方針は。
市長 世界遺産を適切に保護
するためには、市民等が本質
的価値をしっかりと共有する
ことが何より大切である。
今回の計画は、共有すべき
価値を明確にし、保存管理の
基本的な方針を示すことで、
遺産の保護や緩衝地帯の保全
を進める際の指標として、持
続可能な保存・活用への反映
を期待している。
平成 年度中に完成させ、
その後、文化庁を通じてユネ
スコに提出する予定である。

問 空家等対策の推進に関す
る特別措置法の成立に伴い、
これまで対応できなかった危
険な空き家等について、より
積極的な対策が可能となった。
担当課を決め、総合的な空

総合的な空き家対策を
担当課設置の必要性は
公明党 九里 雄二
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工事車両からの安全を（あやめ池小学校）

き家対策を進めるべきでは。
市長 法の施行に伴い、今後
は特定空家等（※）の取り扱
いと空き家等の有効活用の両
面から施策を推進していかな
ければならない。
市民からの相談等について、
複数の部局で対応することも
想定されることから、
今後は、
空き家対策も含め住宅政策全
般について主担当課として住
宅課が窓口を務めていく。
※特定空家等…放置すれば倒
壊や衛生
上著しく
有害とな
る恐れの
ある空き
家などの
こと

手話を広める
意見交換の場づくりを
改革新政会 横井 雄一

問 市長は、市聴覚障害者協
会の会長や役員と初めて手話
を通じて話をしたと聞いたが、
その感想は。
また、手話を広め、バリア
フリーなまちにするための集
まりを立ち上げてはどうか。
市長 ろう者の日常生活や手
話に関する様々な思いや現状
を聞き、手話はろう者の生活

27
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問 市は事業が増えているの

議 会 の情 報

に必要な言語であり、コミュ の義務規定ではないが、広い に、職員削減の考えで良いの
ニケーションに欠かすことが 意味では義務に入ると認識し、 か。重点施策を進めていく上
先進市の
で、必要な職員数を確保し、
できないものだと実感した。 答弁した。
議会報告会を視察
人材を育むため、定員適正化
今後、バリアフリーなまち
計画を考え直すべきでは。
１面でお知らせしましたよ
づくりのためには、福祉だけ 要綱による審議会設置
市長 厳しい財政状況の中、
うに、平成 年５月に第２回
でなく、生活に関わる様々な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
徹
底
を
請
願
議会報告会の開催を予定して
分野での取り組みが必要にな
公明党 宮池
明 業務の効率的な運用を図るた
平成 年 月定例会で提出 います。
め、職員の配置、再任用・臨
ってくると考えている。
まず、
現在、広報広聴委員会にお
ろう者と手話関係者に呼びか 問 自治体が法や条例でなく 時・嘱託職員の活用、更には、 され、建設企業委員会に付託
け、
意見交換の場を設けたい。 要綱に基づき設置している審 業務の民間委託等を行うこと していた「あやめ池ちびっこ いて、前回の検証をし、参加
議会について、違法性を問う で、人員を削減してきた。
広場の設置を求める請願書」 いただく方により一層満足し
訴訟が各地で提訴されている。
次期計画策定では、単なる については、委員会での審査 ていただけるような実施に向
子どもの義務と努力義務
市も数多くの審議会等を有 人員削減ではなく、正規職員 の結果、不採択すべきと報告 けて協議・検討を重ねていま
子ども条例の正しい解釈は
が取り組むべき業務と委託や があり、本会議で不採択と決 す。その中で、先進市の具体
自由民主党 植村 佳史 しているが、その状況は。
総務部長 要綱で設置する審 非正規職員で対応できる業務 しました。
的な実施内容を学ぶため、
議会のほとんどは、意見を求 の線引きをより明確にする必
年 月、四条畷市や宝塚市な
めるだけの私的諮問機関とし 要がある。その中で、限られ
ど、５市の議会報告会を現地
神
野
山
組
合
てきたが、施策の推進に当た た人員でも市民サービスを低
視察しました。
議会議員選挙
り、法令の遵守は必要不可欠 下させない体制を目指したい。
委員か
月 日の本会議において、 らは、そ
と考えている。
神野山組合（※）の議会の議 れぞれの
今後は、附属機関及び懇談
員について、規約に基づいて 市が工夫
会等の設置及び運営の基準の
選挙を行いました。
指針を作成し、附属機関とし
されてい
（選挙結果は８面に掲載） て、参考
ての設置が必要なものは平成
※神野山組合…山添村６カ大 になった
年３月定例会で条例提案を、
字と奈良市下深川町の区域 といった
また懇談会等として運営する
にある財産区が有する財産 意見のほ
ものは要綱等の見直しや改正
（神野山財産）の管理や処 か、参加
を行い、 年度からは法令を
分を共同処
遵守し運営していきたい。
者の減少
理する目的
について
で設立され
懸念する
増える事業と減る市職員
た一部事務
意見など
定員適正化計画の見直しを
がありま
改革新政会 内藤 智司
組合
した。
問 権利には義務が伴う。子
ども条例案は、子どもの権利
と大人の義務のみが強調され、
著しくバランスを欠いている。
９月定例会で「条例中に子
どもの義務の規定は」との質
問に対し、「自分と同様に他
者の権利を尊重するように努
めるとある」
と答弁があった。
これは努力義務であって、
義務ではないのでは。
子ども未来部長 自分にとっ
てと同じように他者の権利を
尊重することは、子どもが発
達に応じて学び、行使してい
くものだと認識している。そ
のため、条例においては努力
義務として規定することがふ
さわしいと考えている。
努力義務は、法的な意味で

26

市民懇談会の模様（生駒市議会）
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再任用職員が活躍する窓口（障がい福祉課）
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12

16

18

バンビーホームの新基準
◦施設整備費用とその財源
バンビーホームの値上げ
◦保護者への説明
◦児童育成料の減免制度
奈良町南観光案内所
◦運営を民間委託する理由

観
  光文教委員会

建
  設企業委員会
下水道排水管の勾配規定
◦勾配の確認方法
下水道事業の受益者負担
◦受益者負担金の賦課保留
◦下水道本管整備済み区域で
の未設置割合とその要因
あやめ池小学校の改築工事
◦通学・通園の安全対策

公の施設の指定管理
◦利用料金制により管理運営
される施設の指定管理料

環境清美工場内での事故
◦事故後の対策

市
  民環境委員会

以下は各委員会での質疑の主
◦工事車両が通行する時期と
（報告順）
な項目です。
車両台数

12

常任委員会の動き
今定例会では、 月４日に
議案を６つの常任委員会に
付託し、
同日資料要求を行い、
８日から 日及び 日の６日
間、それぞれの委員会を開催
して審査を行い、付託議案に
ついてはいずれも原案どおり
可決すべきものと決定し、
日の本会議において、予算決
算委員会を除いた各委員長が
報告を行いました。
62

◦地域経済を振興発展させる
施設の全面的移譲

総
  務委員会
個人情報保護
◦市個人情報保護審議会の所
掌事務
市職員の退職手当
◦市職員退職手当の改定理由
市職員の育児休業
◦育児休業に係る充足職員
◦職員削減と時間外勤務削減
の中での実行性

厚
  生消防委員会
民生委員の定数条例
◦市の民生委員の概要と市民
生委員推薦会の選定方法
子ども条例
◦子育て家庭への支援
◦先行市での問題
◦児童の権利条約との整合性
こども園設置条例
◦こども園設置と待機児童の
解消
介護事業の基準条例
◦介護支援専門
員の処遇向
上と事業
所の負担

予
  算決算委員会

観光文教分科会

中学校給食
◦第４期５校の給食室の設
計委託料
小学校スクールバス
◦コミュニティーバスとの
整合性

奈良町にぎわいの家
◦指定管理者のプロポーザ
ル募集及び活用計画

建設企業分科会

公園管理費の委託料
◦補正予算の必要性
ＪＲ奈良駅前駐車場
◦指定管理を奈良市市街地
開発株式会社とする理由

市民環境分科会

市スポーツ施設の指定管理
◦公募業者による市スポー
ツ振興への影響

◦民間企業による指定管理
と人員配置の法令遵守
◦選定に
おける
公募と
非公募
の基準

共同浴場の指定管理料
◦それぞれの債務負担額

総務分科会

マイナンバー制度
◦国の中間サーバー開発の
ための自治体負担金
市職員の超過勤務手当
◦これまでの執行率と今後
の予想

厚生消防分科会

結核医療費の公費負担金
◦市の結核対策の現状と今
後
介護保険特別会計
◦介護保険料区分の見直し

本会議の会期は
延べ 日間

日

日間

日間

日間

日間

数

年は次のように定例会

間

月 日

議案１８１件、
諮問 件等を審議

件、報告

件が

この１年間に市長から議案１
８１件、諮問

件、修正可決１件、報

件、認定 件となりました。

意見書 件

本会議で可決した意見書は
件でした。

請願３件

そのうち、１件は厚生消防委員

提出された請願は３件です。

また、議員が提出した議案は

件

年中に提出さ

傍聴者は３９６人

提出された陳情は 件でした。

陳情

が取り下げられました。

れた１件が不採択となり、２件

その他、平成

付託し、継続審査中です。

会に、２件は市民環境委員会に

ました。

この他、議会選挙が５件あり

件となりました。

３件で、原案可決２件、否決１

告

案同意

決１６４件、原案承認３件、原

提出され、審議の結果、原案可

75

平成

期

４回が開催されました。
会 議 名
３月定例会 ２ 月 日 ～ ３ 月 日

月１日

６月定例会 ６ 月 ９ 日 ～ 日

月 日～

９月定例会 ９ 月 ８ 日 ～

月定例会

質疑・一般質問に
人登壇
人

人）の議員が

質疑・一般質問には延べ
（うち代表質問

登壇し、議案及び市政全般にわ
たる項目について質問し、論議

人、６月定例会 人、

本会議を傍聴された方は、３
月定例会

定 例 会 の主 な流 れ

招集告示

市長が議会を招集し、開会日の一週間前
までに告示します。

会

内示会
告示日に提出予定案件の概要説明が行わ
れ、市長から議員に議案書が送付されま
す。

開

提案説明

市長から議案等の提案説明が行われ
ます。

➡

質疑・一般質問

質
疑…議案に対する質問をいい
ます。
一般質問…議案以外の市政全般につ
いての質問をいいます。

委員会審査

本会議で委員会に付託された議案等
について審査し採決を行います。
※原則すべての議案を６つの常任委
員会に付託しますが、委員会での
審査を必要としない案件について
は委員会付託を省略します。

➡

委員長報告
委員長から委員会の審査経過と結果
を報告します。
※予算決算委員会は省略
討 論

➡

10

23

14

人の合わせて３９６人でし

議

会

本

会

員

委

議

10
16

14

月定例

69

21

26

が行われました。

15

12

採

閉

会

議会の最終的な意思を決定します。

決

議案等を採決する前に賛否と意見を
表明することです。

会

本

25

20

18

28

27

59

85

11

18
24
22

79

26

10
12

20

15
54

９月定例会２０６人、
会

た。

67

12

79

（平成 26 年）
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