
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ １０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

道端　孝治 　①新クリーンセンターについて
＜一括質問一括答弁＞ 　②県域水道一体化について

　③地方創生臨時交付金について
　④コロナ対策について

２　今任期の総括について 西谷副市長

３　教育施策について 教育長

　①学校給食について
　②マスク着用による心理的影響について

２ ３８公明党 １　奈良市第５次総合計画の未来ビジョンと推進方針について 市長
奈良市議会議員団代表

伊藤　　剛 ２　地方創生臨時交付金の活用による生活者目線の施策につい 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　　て

３　子育て支援について 市長

４　生きがいづくりと地域福祉の充実について 市長

５　防災・減災とまちづくりについて 市長

６　経済と観光の活性化について 市長

７　学校教育の充実について 教育長

８　県域水道一体化構想について 市長

３ ３３日本共産党 １　ロシアによるウクライナへの軍事侵略について 市長
奈良市会議員団代表

北村　拓哉 ２　物価高騰から暮らしと営業を守る対策について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　新型コロナ対策について 市長

４　ジェンダー平等の社会を前進させることについて 市長、
教育長

　①男女の賃金格差是正を促進することについて
　②学校への生理用品の配置について

５　子ども医療費の現物給付の対象年齢拡大について 市長

６　医療的ケア児や家族個々に応じた、ライフステージに沿っ 市長
　　た一貫した支援体制を確立する課題について

７　加齢性難聴者の補聴器購入の市独自の助成について 市長

８　損害賠償金の支払い遅延をめぐる奈良市新斎苑用地買収訴 市長
　　訟について

９　県域水道一体化について 市長

10　旧奈良監獄保存活用事業について 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

４ １９明日の奈良を創る会代表 １　物価高騰による市民生活圧迫への対策について 市長
阪本美知子

＜一括質問一括答弁＞ ２　県域水道一体化について 市長、
企業局長

　①県域水道一体化協議の進捗について

３　新型コロナウイルス感染症対策について 市長

　①第６波のこれまでの状況と今後の対策について

４　子供政策の推進について 市長

　①少子化対策について
　②幼保再編計画について
　③保育士の離職防止について

５　子どもセンターについて 市長

　①児童相談所・一時保護所の運営体制について

６　いじめ防止対策について 教育長

５ ４ 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

山岡　稔季 　①新クリーンセンター建設について
＜一括質問一括答弁＞ 　②県域水道一体化について

　③外部監査制度について
　④キャッシュレス決済について
　⑤大阪・関西万博について
　⑥観光政策について
　⑦企業誘致について
　⑧定住促進・ＰＲについて
　⑨子育て政策について

６ １ 塚本　　勝 １　スケートボード練習場の設置について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　消防救急デジタル無線の損害賠償請求について 消防局長

３　高収益作物試験栽培等事業について 観光経済部長

７ ３９ 森岡　弘之 １　防犯カメラの設置事業について 危機管理監
＜一括質問一括答弁＞

　①今年度の設置計画に基づく進捗状況について
　②通学路に優先して設置することについて、どう計画に盛り
　　込まれたのか
　③さらなる増設が必要と考えるが今後の方針について

２　私道整備事業について 建設部長

　①私道整備事業補助金交付制度の改正理由について
　②現在まで制度を利用して整備できた私道の総延長と令和３
　　年度の予算額と執行率について
　③制度改正による私道整備促進効果をどう見込んでいるのか
　④さらなる制度の見直しの必要性について
　⑤「私道整備なんでも相談窓口」の新設により対応のどの点
　　が強化されたのか

３　新型コロナウイルス感染症に対応したマスクの適正な着用 健康医療部長
　　について

　①マスクの着用基準の周知について
　②適正なマスクの着用を促すための職員や議員の役割につい
　　て

４　県域水道一体化について 企業局長
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８ ３２ 井上　昌弘 １　県内他市町村での消防広域化についての市長答弁について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①県域水道一体化との関連で消防広域化に触れた３月議会で
　　の答弁について、その具体的な内容を聞く

２　県域水道一体化について 企業局長

　①財政シミュレーションの特徴についての認識及び一体化協
　　議における位置づけについて

３　ごみ出し困難者への支援について 環境部長

４　市営住宅の家賃の収入算定におけるコロナ関連の給付金・ 都市整備部長
　　協力金の扱いについて

５　特別障害者手当の周知について 福祉部長

９ １６ １　防災井戸（非常用井戸）について 危機管理監、
＜一問一答＞ 西谷副市長

　①災害時における水（生活用水、飲料水）確保に対する防災
　　井戸（非常用井戸）整備について

２　青色防犯パトロールについて 危機管理監、
西谷副市長、

　①子供たちを見守る青色防犯パトロールに対する支援策など 教育長
　　について

３　バス停のベンチについて 都市整備部長、
西谷副市長

　①バス停に設置されている老朽化したベンチの整備について

４　雑草対策（グランドカバープランツ）について 都市整備部長、
建設部長

　①公園などにおける雑草対策として、グランドカバープラン
　　ツ活用について

５　富雄南中学校における通学路の危険箇所について 教育部長、
建設部長、

　①富雄南中学校の通学路にある危険箇所の改善について 西谷副市長

１０ ２５ 大西　淳文 １　県域水道一体化について 市長
＜一問一答＞

　①将来世代への負担が拡大している財政シミュレーションに
　　ついて市長の所感を問う。

２　ポイ捨て防止に関する条例について 市長

　①ポイ捨て禁止を全市域になぜ拡大できないのか問う。

３　防災用品の備蓄について 危機管理監

　①携帯トイレ等の備蓄数及び各家庭での備えへの啓発等につ
　　いて問う。

１１ ３ 岡田　浩徳 １　地域と行政の在り方について 市長、
＜一問一答＞ 総合政策部長、

　①地域自治協議会に関して 都市整備部長
　②奈良市公園マネジメント基本計画に関して
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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

１２ ２４ 横井　雄一 １　踏切前の点字ブロックの整備について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①奈良市内踏切の点字ブロックの整備について、その方向性
　　等を問う

２　道路行政について 建設部長

　①奈良市道路損傷等通報システムの周知について、その方法
　　を問う

３　給食の提供について 教育部長、
西谷副市長

　①食料原価高騰に伴う適切な給食提供について、その方向性
　　等を問う

１３ ２７ 田畑日佐恵 １　地方創生臨時交付金を活用した市民・事業者への支援につ 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　　いて

２　新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について 市長、
健康医療部長

３　生理の貧困の対策について 市民部長

４　避難所における新型コロナウイルス感染防止対策について 危機管理監

５　国から貸与を受けた情報収集用ドローンについて 消防局長

６　消防団の力向上モデル事業について 消防局長

１４ ２１ 山本　直子 １　令和４年度奈良市一般会計補正予算（第２号）について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 子ども未来部長

　①子育て世帯生活応援商品券の配付について

２　奈良市総合交通戦略について 市長、
都市整備部長

　①奈良市の地域交通政策について
　②近鉄富雄駅のバス路線対策について
　③奈良市内にある踏切の事故対策について

１５ ６ 山出　哲史 １　奈良市の行政システムが適正に機能しているかについて 市長
＜一問一答＞

　①定員適正化について
　②育児休暇取得職員が担当していた業務の執行について
　③社会福祉施設（障害者、高齢者、児童など）、障害福祉サ
　　ービス事業所、介護保険サービス事業所などに対する指導
　　監査等について
　④その他、上記「項目」に関連する事項について

１６ １３ 栁田　昌孝 １　近鉄大和西大寺駅北側の整備について 都市整備部長
＜一括質問一括答弁＞

　①近鉄大和西大寺駅北口駅前広場の整備状況について
　②近鉄大和西大寺駅北口から東側の道路整備について

２　奈良県総合医療センターの跡地利用について 都市整備部長

　①平松地区の奈良県総合医療センターの跡地のまちづくりに
　　ついて

３　議案第６０号　令和４年度奈良市一般会計補正予算につい 市長
　　て

　①ベンチャーエコシステム推進事業経費について
　②伝統産業振興経費について
　③高収益作物試験栽培等事業について
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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 １８ 下村　千恵 １　配偶者暴力相談支援事業の現状について 市民部長
＜一問一答＞

　①事業内容並びに相談内容・件数の推移について
　②現状の相談体制と相談員の役割、課題などについて

２　配偶者暴力相談支援事業に関する市の方針について 向井副市長

　①想定される今後の見通し、課題に対する市の認識について
　②必要となる相談体制の拡充に対する市の認識について

１８ ２ 榎本　博一 １　高齢者向けのスマートフォン講習等について 福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

２　男性トイレのサニタリーボックスについて 総務部長

３　市立奈良病院のＷｉ－Ｆｉ設備について 健康医療部長

１９ １５ 早田　哲朗 １　学校における不登校児童・生徒への支援について 教育長、
＜一括質問一括答弁＞ 教育部長

２　子供の弱視発見に向けた取組について 健康医療部長

３　マイナンバーカード事業の推進について 市民部長

４　太陽光発電パネルの大量廃棄時代の対策について 環境部長

２０ ８ 桝井　隆志 １　新型コロナウイルス対応について 健康医療部長
＜一括質問一括答弁＞

　①県が療養先トリアージ基準を変更したが、そのことで搬送
　　困難事例は発生していないか
　②宿泊療養施設の運用について現在どのようになっているの
　　か

２　奈良工業高校跡地活用について 都市整備部長

　①奈良市としての活用の見通しについて
　②２０１８年１２月に平城地区自治連合会と高校跡地の利活
　　用を求める会との懇談での奈良市の回答についての現在の
　　進捗について

３　あやめ池地区の道路の安全について 建設部長

　①あやめ池の蛙股池より若葉台に延びる歩行者しか通れない
　　道の整備について、日々かなりの市民が利用しているが、
　　道幅も狭く片方が深い溝、片方が崖となっており転落事故
　　も起きている。今後の対応方法について確認したい。

４　国民健康保険について 福祉部長

　①保険料の未納がある方への保険証の発行について

２１ １７ 鍵田美智子 １　奈良市政について 市長、
＜一問一答＞ 福祉部長

　①養護老人ホームの実態
　②無年金者の実態
　③納骨堂の在り方
　④遺留金
　⑤公営墓地の今後

２２ １２ 佐野　和則 １　市街地における鹿害対策について 観光経済部長、
＜一問一答＞ 教育部長

　①農作物被害に対する対策について
　②市民の意識向上について
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２３ ３１ 酒井　孝江 １　市政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①消防現場について
　②簡易トイレについて
　③私道について
　④農作物ブランド化について
　⑤起業支援について
　⑥工芸品について
　⑦駐車場（三条本町）について
　⑧都市計画道路について

２　教育について 教育部長

　①生徒へ実施した自分に自信があるかの調査について

２４ ７ 岡本　誠至 １　教育行政について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 教育長、

　①バンビーホームについて 教育部長
　②学校給食について
　③学校行事について
　④学校の安全について
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