
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ １ 自民党 １　市長の政治姿勢について 市長
奈良市議会・結の会代表

塚本　　勝 　①国の令和３年度補正予算案に対する対応策や予算措置につ　
＜一括質問一括答弁＞ 　　いて

　②新年度の予算編成方針と財源確保について
　③行財政改革について
　④社会資本整備総合交付金等について
　⑤これまでの観光の取組について
　⑥クリーンセンター事業について
　⑦本市における人事行政と業務の効率化について

２　教育行政について 教育長

２ ２７公明党 １　新型コロナワクチン追加接種について 市長
奈良市議会議員団代表

田畑日佐恵 ２　子宮頸がん　ＨＰＶワクチンについて 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　奈良市子どもセンターについて 市長

４　今後の観光について 市長

５　現環境清美工場について 市長

６　ＧＩＧＡスクール構想について 教育長

３ ２１日本共産党 １　新型コロナ感染対策について 市長
奈良市会議員団代表

山本　直子 ２　暮らしと営業について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　平和を守り、子どもたちに受け継いでいくことについて 市長

４　気候危機問題について 市長

５　ジェンダー平等社会実現の取組について 市長

６　現環境清美工場緊急停止からのその後と新クリーンセンタ 市長
　　ー建設について

７　奈良モデル「県域水道一体化計画」について 市長

８　新斎苑建設について 市長

９　来年度予算編成について 市長

４ ６ 明日の奈良を創る会代表 １　市政運営並びに市長の政治姿勢について 市長、
山出　哲史 向井副市長、
＜一問一答＞ 　①まちづくりにおける「市民の参画」「市民との協働」を推 教育長、

　　進するために必要な庁内連携の姿について 企業局長
　②ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進につい
　　て
　③新型コロナウイルス感染拡大の第６波を踏まえた奈良市保
　　健所の人員体制について
　④奈良市総合福祉センターに隣接するならやま屋内温水プー
　　ルの今後の取扱いについて
　⑤小学生の通学の安全に関わる課題と対策について
　⑥県域水道一体化に関わる取組について
　⑦新斎苑事業に関わる合併特例債について

５ １３日本維新の会 １　市長の政治姿勢について 市長
奈良市議団代表

栁田　昌孝
＜一括質問一括答弁＞
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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 ２ 榎本　博一 １　バンビーホームについて 教育部長
＜一括質問一括答弁＞

　①伏見小学校区のバンビーホームについて

２　フードバンク事業について 子ども未来部長

　①事業の在り方について

３　デジタル化について 総合政策部長

　①行政サービスのデジタル化等について

４　開発事業紛争について 都市整備部長

　①開発事業紛争調整について

７ １５ 早田　哲朗 １　自治体ＤＸ推進計画について 総合政策部長
＜一括質問一括答弁＞

２　デジタルデバイドの解消について 総合政策部長、
教育部長

３　奈良交通路線バスの富雄南団地線における実証運行につい 都市整備部長
　　て

４　通学路の安全対策について 教育部長

８ ８ 桝井　隆志 １　生活保護制度について 福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

　①冬季加算の緊急増額について（灯油高騰対策）
　②夏季加算の設置の要望について（冷房代金）
　③クーラーの設置、買換えの扶助費について
　④ケースワーカーの増員について

２　不登校への支援について 教育部長

　①ＨＯＰ青山について、現場の職員への周知について
　②民間フリースクールの活動状況の把握と支援について
　③不登校児童支援全般について

３　学校給食の無料化について 教育部長

　①学校給食無料化について、これまでの検討の経過と今後の
　　見通し

４　小学校、中学校の３５人以下学級について 教育部長

　①全ての学年の３５人以下学級の進捗状況と今後の見通し

５　介護保険について 福祉部長

　①施設入所について、今年８月からの補足給付の改変に伴う
　　負担増について

９ １７ 鍵田美智子 １　針テラス関連について 観光経済部長
＜一問一答＞

２　鼓阪・佐保地域のまちづくりについて 子ども未来部長、
総務部長、

　①旧鼓阪幼稚園跡地活用 教育部長、
　②学校規模適正化（若草中学校区） 都市整備部長、
　③旧奈良監獄・鴻ノ池運動公園を含めたまちづくりの全体像 危機管理監
　　について
　④奈良公園周辺地域の防災整備について
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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

１０ １２ 佐野　和則 １　衆議院議員総選挙の開票作業遅延について 選挙管理委員会委員長

＜一括質問一括答弁＞

　①開票作業遅延の原因と今後の対策について

２　選挙開票における職員の労務管理について 市長

　①開票作業後の深夜から翌朝までの残業について、また振替
　　休暇の取得状況について

１１ ３１ 酒井　孝江 １　市政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

１２ １０ 道端　孝治 １　バンビーホームでの学習環境について 教育部長
＜一括質問一括答弁＞

２　指定通学路以外の道路での安全確保について 教育部長、
市長

１３ ３８ 伊藤　　剛 １　不妊治療費助成事業と不育症検査助成事業について 健康医療部長
＜一括質問一括答弁＞

２　高齢者のデジタル格差解消とポイント事業への取組につい 福祉部長
　　て

３　奈良市学校施設長寿命化計画について 教育部長

４　富雄丸山古墳の発掘調査について 教育部長

５　下水道ストックマネジメント計画について 企業局長、
建設部長

１４ ９ 白川健太郎 １　買物・公共交通空白地域における対策について 観光経済部長、
＜一括質問一括答弁＞ 都市整備部長、

西谷副市長、
向井副市長

２　奈良市におけるＳＤＧｓの取組について 総合政策部長

３　奈良市子どもセンターについて 子ども未来部長、
総務部長

１５ １９ 阪本美知子 １　子育て支援について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①学校給食の無償化
　②ひとり親や生活困窮家庭への支援～フードバンク事業他

２　市営住宅の現状と課題について 都市整備部長

　①申し込んでもなかなか入居できない現状をどう変えていく
　　のか。

１６ ４ 山岡　稔季 １　働き方改革、通年ノーネクタイについて 総合政策部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市長

２　手数料や税などのキャッシュレス決済について 総合政策部長

３　マイナンバーカードの有効活用について 総合政策部長

１７ ５ 林　　政行 １　奈良市バリアフリー特定事業計画について 福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

２　障害者手帳のデジタル化について 福祉部長

３　誰もが利用することができる遊具について 子ども未来部長、
教育部長

４　歩道の改修や修繕に対する考え方について 市民部長
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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

１８ ２４ 横井　雄一 １　まちづくりについて 企業局長
＜一括質問一括答弁＞

　①近鉄奈良駅前の下水道からの悪臭対策について問う。

２　コロナワクチン対応について 健康医療部長

　①ワクチン接種の推進について、奈良市の見解を問う。

３　児童相談所（子どもセンター）の設置準備について 子ども未来部長

　①開設に向けた準備状況について問う。

１９ ３９ 森岡　弘之 １　防犯カメラ設置事業について 危機管理監
＜一括質問一括答弁＞

２　障害者の雇用促進について 総合政策部長

３　私道整備事業補助金交付制度について 建設部長

４　投票所の設備について 選挙管理委員会委員長

２０ ３３ 北村　拓哉 １　医療的ケア児への支援について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 向井副市長

２　学校現場での課題について 教育部長

　①学校給食について
　②保護者負担の軽減についてなど

３　重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の 市長
　　調査及び利用の規制等に関する法律（「土地利用規制法」）
　　について

２１ １６ １　子供の見守りについて 市長、
＜一問一答＞ 教育長、

　①安心・安全なら見守りネットワークについて 福祉部長、
観光経済部長

２　子供の遊び場について 市長、
総合政策部長、

　①キッズパーク、プレーパークについて 教育部長、
　②鴻ノ池運動公園、黒髪山キャンプフィールドについて 都市整備部長、

子ども未来部長

３　子供服のリユースについて 市長、
子ども未来部長、

　①子供服を集めて、独り親家庭や、子育てをしている生活困 環境部長
　　窮家庭に提供する事業について

２２ ２５ 大西　淳文 １　地方公営企業法第７条の２の規定について 市長、
＜一問一答＞ 総務部長、

　①任命権者としての見識を問う。 代表監査委員

２　流域下水道維持管理等負担金の統一単価について 市長

　①奈良市民にとって不利な統一単価の是正について問う。

２３ ７ 岡本　誠至 １　介護保険事業計画に係る施設整備について 福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

　 　①公募情報の公開について
　②選定結果の公開について

２４ ２２ 八尾　俊宏 １　環境行政について 市長、
＜一問一答＞ 環境部長

２５ ２９ 松石　聖一 １　まちづくりについて 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　仲川氏に対する損害賠償について 市長

３　議案第１２４号と、針テラスの現状について 市長
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