
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ３８奈良未来の会代表 １　市長の政治姿勢について 市長

＜一括質問一括答弁＞ 　①平成２９年度予算編成について
　②新斎苑建設について
　③東アジア文化都市事業について
　④ＪＲ関西線の新駅設置について
　⑤人権施策について
　⑥奈良ブランド推進課について

２ １６自由民主党 １　市長の政治姿勢について 市長
奈良市議会議員団代表

東久保耕也 ２　教育行政について 市長（２問目）、
＜一括質問一括答弁＞ 教育長

３　上下水道事業について 市長、
企業局長

３ ２４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

北村　拓哉 　①共謀罪法案について
＜一括質問一括答弁＞ 　②核兵器禁止条約について

　③野党と市民の共闘について
　④奈良県が進める奈良公園における開発計画について

２　２０１７年度予算案について 市長

３　子育て・教育分野について 市長

　①就学援助制度について
　②学校給食費の保護者負担の軽減について
　③市独自の少人数学級について
　④幼保再編計画について

４　高齢者福祉について 市長

５　災害に強いまちづくりについて 市長

　①市役所庁舎の耐震化について
　②北袋町、川久保町付近及び周辺地域の合流区域の浸水被害
　　対策について

６　開発に伴う住民と業者の紛争調停の仕組みについて 市長

７　新斎苑基本計画について 市長

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２９年３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 ３０公明党 １　平成２９年度予算編成について 市長
奈良市議会議員団代表

森岡　弘之 ２　新斎苑建設事業について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　子ども・若者の育成支援について 市長

４　子育て支援について 市長

５　環境行政について 市長

６　観光行政について 市長

７　教育行政について 教育長

５ ２０改革新政会代表 １　平成２９年度予算編成について 市長
内藤　智司

＜一括質問一括答弁＞ 　①平成２８年度決算見通しについて
　②平成２９年度予算編成に当たって

２　働き方改革について 市長

　①長時間労働の実態と今後の考え方について
　②非正規職員の任用のあり方について

３　議案第４８号について 市長

　①法律改正されたことに伴う新教育長の具体的な責務につい
　　て
　②退職手当の持つ意味をどのように理解しているのかについ
　　て

４　本庁舎耐震化整備計画について 市長

　①本庁舎耐震化整備検討委員会の整備検討報告書を受けての
　　今後の計画について

５　クリーンセンターについて 市長

６　地域公共交通会議について 市長

　①会議の進め方及び庁内体制について

６ １４ 鍵田美智子 １　観光行政と平成２９年度予算について 市長、
＜一問一答＞ 向井副市長、

総務部長、
総合政策部長、
観光経済部長

７ ４ 八尾　俊宏 １　観光行政について 観光経済部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市長

　①観光振興計画について
　②京終地区の活性化について

２　行財政改革について 総合政策部長、
環境部長、

　①重点取組項目について 市長
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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 １１ 山本 直子 １　子どもの貧困対策計画案について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 子ども未来部長

２　児童福祉対策について 市長、
子ども未来部長

３　地域振興対策について 市長、
危機管理監

　①自主防災防犯組織活動交付金について

４　環境清美対策について 市長、
環境部長

９ ６ 九里　雄二 １　環境清美工場について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 環境部長

　①現清美工場の維持管理費及び基幹改修

２　防犯対策について 危機管理監、
建設部長

　①防犯カメラ設置事業
　②街路灯のＬＥＤ化について

１０ １０ 横井　雄一 １　行政改革について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①奈良市アウトソーシング計画の進捗状況について問う。
　②市長の具体的な思いについて問う。

２　庁舎内執務室のあり方について 総務部長

　①平成２８年度職員以外の者の執務室等への立入状況調査結
　　果について問う。（調査目的、調査条件、調査方法、調査
　　先、総括結果）

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＞ 建設部長、

市民生活部長

２　水道について 企業局長

３　観光について 観光経済部長

４　学校について 学校教育部長
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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

１２ １ 松下　幸治 １　教育政策について 教育長
＜一括質問一括答弁＞

　①少人数学級
　②学校規模適正化による廃校に伴う跡地利活用

２　安全・安心なまちづくり政策について 危機管理監、
市長（２問目）

　①国土強靭化計画での同地域計画の策定
　②業務継続計画等

３　地方創生政策について 市長

　①文化庁の移転誘致

４　消防の官製談合について 向井副市長、
消防局長、

　①官製談合疑惑に関する調査報告 市長（２問目）
　②消防指令設備整備等の実施設計業務
　③消防指令設備整備等の官製談合

１３ ３ 太田　晃司 １　本市組織・人事のマネジメントについて 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　道路行政について 市長

３　学校給食費の未収債権について 学校教育部長、
教育総務部長

１４ １２ 白川健太郎 １　国民健康保険制度について 保健福祉部長
＜一問一答＞

　①県単位化への対応について
　②短期保険証の扱いについて

２　まちづくりと道路整備について 建設部長、
都市整備部長

３　幼保再編計画と通園への支援について 子ども未来部長
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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

１５ ７ 藤田　幸代 １　子ども若者支援について 市長（２問目）、
＜一括質問一括答弁＞ 学校教育部長、

　①学校における発達障がいのある児童生徒への支援について、 子ども未来部長
　　今年度の取り組みの検証と来年度の支援の充実、今後の通
　　級指導教室について質問します。
　②学校における不登校児童生徒への対策について、今年度の
　　取り組みの検証と来年度の支援の充実について質問します。
　③議案第２３号「奈良市いじめ防止基本方針策定委員会」に
　　ついて、その目的と委員の選定、また教育委員会の今後の
　　計画も含めた取り組みについて質問します。
　④「子ども若者支援計画策定に向けた実態調査」について、
　　調査結果から見えてきたこと、今後の取り組みについて質
　　問します。
　⑤「子どもの貧困対策計画のための実態調査」について、調
　　査結果から見えてきたこと、必要となる支援と課題、今後
　　の計画の進め方について質問します。
　⑥子ども・若者のライフステージに応じた切れ目のない支援
　　の構築について質問します。（２問目、市長）

２　「無年金者救済法」について 保健福祉部長

　①年金の受給資格期間が１０年に短縮となり、新たな対象者
　　がとる請求手続の手順と自治体からの周知を図る取り組み
　　について質問します。
　②対象者が高齢者になることから、その取り巻く環境にある
　　関連機関へ連携を求める取り組みについて質問します。
　　（２問目）

１６ ９ 階戸　幸一 １　奈良市総合医療検査センターについて 保健所長
＜一問一答＞

　①平成２３年度から５年間の実績について
　②施設の土地建物及び備品などの所有権について

２　医療施設の運営管理について 市民生活部長

　①休日夜間応急診療所について

３　（仮称）住民自治協議会の取り組みについて 市民活動部長

　①平成２８年度の進捗状況について
　②平成２９年度の取り組みについて

１７ １５ 山本　憲宥 １　奈良市の教育行政について 教育長、
＜一括質問一括答弁＞ 学校教育部長

　①次期学習指導要領について
　②今後の教育方針について

２　奈良市の文化活動の推進について 市民活動部長

　①東アジア文化都市２０１６について
　②平成２９年度文化創造発信事業について

３　奈良市の水道事業について 企業局長

　①コンセッション方式経営について

４　地方創生推進交付金事業について 総合政策部長
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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 ３４ 井上　昌弘 １　高畑町裁判所跡地のホテル建設計画について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 都市整備部長

２　東部地域の上下水道民営化について 企業局長

１９ ３２ 高杉美根子 １　子育て支援について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 保健所長

　①子ども医療費助成制度について
　②幼児教育無償化について
　③私立幼稚園の就園奨励金について
　④幼保再編、認定こども園について
　⑤産後ケア事業について

２　がん対策について 保健所長
　
　①がん検診について

３　地域包括ケアシステムについて 保健福祉部長

４　新県総合医療センターのアクセス道路について 建設部長

５　学校施設整備について 教育総務部長

　①学校トイレの洋式化について
　②空調設備の整備について

２０ ２１ 山口　　誠 １　大和西大寺駅周辺整備について 都市整備部長、
＜一括質問一括答弁＞ 建設部長

　①都市機能交通体系について
　②大和中央道について

２　第１種低層住居専用地域の問題のその後について 都市整備部長

３　陥没事故未然防止について 建設部長

　①計画予定

４　女性の就労支援について 観光経済部長
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