
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ２３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

山本　憲宥 ２　令和３年度決算について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　県域水道一体化の参加判断について 市長

４　クリーンセンター建設事業について 市長

５　近鉄大和西大寺駅北口の整備状況について 市長

６　東部地域の振興策について 市長

７　本市の教育政策について 教育長

２ １４公明党 １　行政姿勢について 市長、
奈良市議会議員団代表 西谷副市長

宮池　　明 　①財政及び行政運営等について伺います。
＜一括質問一括答弁＞

２　県域水道一体化について 市長

　①奈良市の考えについて伺います。

３　子ども・子育て政策について 市長

　①子ども医療及びアドボカシーの取組について伺います。

４　環境政策について 市長

　①サーマルリサイクル、新クリーンセンター建設等について
　　伺います。

３ ９ 日本共産党 １　統一教会及び国葬に関して 市長
奈良市会議員団代表

白川健太郎 ２　県域水道一体化について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　新クリーンセンター建設について 市長

４　平松におけるまちづくりについて 市長

５　新型コロナ対策について 市長

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表

（令和４年９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明日の奈良を創る会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
内藤　智司  

＜一括質問一括答弁＞ 　①新・奈良市行財政改革重点取組項目（Ｈ３０～Ｒ３）の評
　　価について
　②今後の奈良市行財政改革への取組について
　③Ｈ２８～Ｒ３の定員適正化計画（見直し含む）の評価につ
　　いて
　④Ｒ４年度以降の定員適正化計画について

２　環境行政について 市長

　①環境清美工場の管理運営を含めた環境事業計画の進捗につ
　　いて
　②新クリーンセンター建設の今後について

３　県域水道一体化について 市長、
企業局長

　①懇談会の評価と総括について
　②中間報告以降の部会協議の進捗と本市の意向について
　③一体化の是非の市民への周知について

４　奈良市の森林環境政策について 市長

　①今後の体制整備について
　②森林環境譲与税の活用における具体的な方針について
　③人材活用の考え方について

５　教育行政について 教育長

　①教育現場における教員不足、負担軽減の取組について

６　旧東山霊苑火葬場の今後について 市長

５ １３日本維新の会 １　大阪・関西万博との連携の促進について 市長
奈良市議団代表

栁田　昌孝 　①大阪・関西万博との連携の促進に関して、その取組状況に
＜一括質問一括答弁＞ 　　ついて

２　新型コロナウイルスの対策について 市長

３　議案第６４号一般会計補正予算について 市長

　①地域子育て支援拠点事業経費について

４　定年延長に関する条例改正について 市長

５　大池について 市長

　①景観保全や観光政策及び安全対策の観点からの、大池の今
　　後の在り方について

６　新クリーンセンターについて 市長

　①新クリーンセンター建設に関し、今後の進め方について
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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

６ ３４ 森田　一成 １　観光行政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①２０２５年大阪・関西万博開催時における奈良市でのイベ
　　ント開催について
　②観光誘客について

７ ２７ 田畑日佐恵 １　ＡＹＡ世代のがんの現状と子宮頸がん検診の向上について 健康医療部長
＜一括質問一括答弁＞

２　市立小・中学校のがん教育について 教育部長

３　消防団のドローン導入に向けての現状と運用について 消防局長

４　Ｎｅｔ１１９緊急通報システムについて 消防局長

８ ３３ 北村　拓哉 １　鼓阪小学校の統廃合（学校規模適正化）計画について 教育長
＜一括質問一括答弁＞

２　子ども医療費助成の現物給付の対象年齢拡大について 市長

３　加齢性難聴者の補聴器購入補助について 福祉部長

４　吉城川バイパス築造工事について 企業局長

５　旧奈良監獄保存活用事業について 市長

９ １６ １　教育行政について 西谷副市長、
＜一問一答＞ 教育部長

　①主要公民館の予約について
　②学校サポート事業について

２　子供の遊び場整備について 向井副市長、
都市整備部長、

　①大渕池公園の駐車場について 観光経済部長、
　②平城宮跡南側地区について 子ども未来部長
　③新しい遊具（ふあふあドーム）について
　④雨天時に対応した児童の屋内遊び場について

３　施設改修について 市民部長

　①三碓小学校の運動場のトイレについて

１０ １２ 佐野　和則 １　食と農の未来づくり推進計画について 観光経済部長、
＜一括質問一括答弁＞ 教育部長、

　①農作物の販路拡大について 市長
　②学校における食育について
　③給食を通じた食育の推進について
　④今後の取組について

１１ １８ 下村　千恵 １　公害調停について 市長、
＜一問一答＞ 環境部長

　①住民申請の目的について
　②公害調停の法的位置づけについて

２　現環境清美工場について 環境部長

　①周辺の環境への影響、住民サービスについて
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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

１２ １ 塚本　　勝 １　消防職員数と救急件数について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　消防行政について 消防局長

　①ドローンの運用について
　②消防団の管轄範囲について

３　災害時の対応について 危機管理監

　①災害時応援協定の締結について
　②防災訓練について

１３ ２６ 藤田　幸代 １　女性活躍推進の取組について 観光経済部長
＜一問一答＞

　①女性の就労支援の現状について問う。
　②国による「女性デジタル人材育成プラン」策定を受けて、
　　本市での取組について問う。
　③「働きたい女性」のためにリカレント教育等スキルアップ
　　・キャリアアップのための一元的情報提供を確保すること
　　について問う。

２　障がい者就労支援について 観光経済部長、
総合政策部長、

　①本市で取り組んでいる障がい者就労支援について問う。 市長
　②庁内での障がい者雇用の取組について問う。
　③これからの庁内での障がい者雇用の取組について問う。

３　新型コロナウイルス感染者火葬の対応について 市民部長

　①現在の本市の対応について問う。
　②厚生労働省からの感染者の火葬に際してのガイドラインに
　　ついて問う。
　③ガイドラインに沿った本市の対応を再検討することについ
　　て問う。

４　ヤングケアラー支援について 教育長、
市長

　①学校での今年度の支援の現状と今後の取組について問う。
　②今年３月の議会質問で支援を進めるよう求めたが、その後
　　の取組状況について問う。

１４ ８ 桝井　隆志 １　新型コロナウイルス感染対策について（現在、重症化リス 健康医療部長
＜一括質問一括答弁＞ 　　クや症状のある人でも入院ができないケースが頻発し、医

　　療機関に相談が殺到している）

　①新型コロナウイルス感染での入院や宿泊療養の適用の判断
　　に際して保健所と奈良県のやり取りや判断方法について。
　②重症化リスクの高い人や症状のある方でも、医療機関から
　　入院や宿泊療養の必要があると保健所に連絡しても聞き入
　　れられない。なぜか。
　③妊産婦で新型コロナウイルス感染をした方の受入れもでき
　　ていない現状がある。なぜか。
　④国は感染対策は全く取らず放置状態である。市民の命を守
　　る最後のとりでとして、自治体の保健所として今後どのよ
　　うな対策を考えているのか。

２　国民健康保険について 福祉部長

３　地域公共交通計画について 都市整備部長

　①あやめ池循環バスについてのアンケートについて。
　②市が主体の代替交通の検討状況について。
　③各地域ごとの地域交通計画の作成状況について。
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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

１５ １９ 阪本美知子 １　奈良市一般廃棄物処理基本計画について 環境部長
＜一括質問一括答弁＞

　①ごみの減量をどう進めるのか

２　環境清美工場の包括外部委託について 環境部長

　①長期に外部委託をする目的について
　②奈良市の果たすべき責任について

３　修学旅行における平和学習について 教育部長

１６ ４ 山岡　稔季 １　本市の学校教育について 教育部長
＜一括質問一括答弁＞

　①一条高等学校附属中学校の開校後の探究学習について
　②タブレットを活用した効果的な学習について
　③児童・生徒の携行品に係る配慮について

２　本市の選挙事務及び投票事務について 選挙管理委員会委員長

　①今夏の参議院選から投票所巡視を取りやめた理由と取りや
　　めによる影響の有無について
　②過小投票区、過大投票区における投票所の統合及び分割の
　　考えについて
　③投票所における投票事務従事者及び投票立会人の選任につ
　　いて

１７ ３ 岡田　浩徳 １　避難行動要支援者支援について 市長、
＜一問一答＞ 福祉部長

　①避難行動要支援者支援の現状と今後に関して

１８ ２４ 横井　雄一 １　県域水道一体化の進展について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　法律相談事業について 総務部長

　①法律相談事業の充実と５年度予算の考え方について、その
　　方向性等を問う。

３　行財政改革について 総務部長

　①行財政改革における指定管理施設の見直しについて、その
　　考え方を問う。

１９ ３９ 森岡　弘之 １　介護施設の老朽化対策について 福祉部長
＜一問一答＞

　①他中核市の状況と事業者からの要望の有無、また次期の介
　　護保険事業計画に盛り込むことについて等。

２　教職員の業務負担の軽減について 教育部長

　①時間外勤務の現状と今までの負担軽減に向けた取組、また
　　今後の対策について等。

３　児童・生徒の読書環境のさらなる充実について 教育部長

　①学校図書館の蔵書数の状況や今後の図書購入予算の増額、
　　また、児童・生徒の読書状況の把握について等。
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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

２０ ２０ 山口　裕司 １　西奈良県民センター跡地について 都市整備部長
＜一括質問一括答弁＞

　①奈良県が進めている大渕池公園の変更についての住民の意
　　見について
　②奈良市としての対応について

２　公園について 都市整備部長

　①公園の整備について
　②地域にとっての公園について
　③行政の果たす役割について

３　行政のデジタル化について 総合政策部長

　①行政のデジタル化の取組状況について
　②自治体情報システム標準化の財政負担と個人情報保護につ
　　いて
　③行政のデジタル化の今後について

２１ １７ 鍵田美智子 １　観光行政について 観光経済部長
＜一問一答＞

　①御陵参拝と伝統保存事業について

２２ ２５ 大西　淳文 １　県域水道一体化について 市長
＜一問一答＞

　①参加の有無等について問う。

２　少子化対策について 市長、
子ども未来部長

　①地域少子化対策重点推進交付金の活用等について問う。

３　法律相談について 総務部長

　①効率的な運用等について問う。

２３ ７ 岡本　誠至 １　市のスポーツ施策について 向井副市長、
＜一括質問一括答弁＞ 市民部長

　①市所有のスポーツ施設について
　②Ｔｏｐ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｃｉｔｙ奈良について

２　教育行政について 教育長

　①学校給食について
　②通学路について

２４ ２ 榎本　博一 １　福祉行政について 福祉部長、
＜一括質問一括答弁＞ 子ども未来部長

　①本市における福祉行政の重層的支援について

２　新型コロナウイルス感染症に伴う支援について 観光経済部長

　①生活応援プレミアム付商品券の応募、引換え、利用など全
　　般について
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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

２５ ６ 山出　哲史 １　職員体制に関わることについて 市長、
＜一問一答＞ 向井副市長、

　①育休取得職員が担当していた業務の執行を補うための代替 総合政策部長
　　職員の任用事情について

２　第５次総合計画推進のための体制や方法などについて 総合政策部長

　①計画全体の土台であり、計画を推進していく原動力と位置
　　づけられている市民参画の現状について

３　国の「経済財政運営と改革の基本方針２０２２」に位置づ 福祉部長
　　けられた「災害ケースマネジメントの促進」について

　①本市における今後の取組などについて

２６ ３７ １　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①行政の市民サービスについて
　②行政運営について
　③合併特例債の過充当について
　④柏木公園の整備について
　⑤八条・大安寺周辺地区まちづくりについて

２７ ２２ 八尾　俊宏 １　観光行政について 西谷副市長
＜一問一答＞

２　環境行政について 向井副市長

２８ ３１ 酒井　孝江 １　職員の定年後の再任用について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　クリーンセンター建て替え用地について 市長

３　新斎苑用地取得に係る合併特例債の返還について 市長

４　大和中央道及びＪＲ新駅西口駅前広場整備について 市長

５　地方創生臨時交付金について 市長

２９ １０ 道端　孝治 １　第８期介護保険事業計画における介護老人保健施設整備事 福祉部長
＜一問一答＞ 　　業の進捗について

　①選定事業者が募集要項に逸脱、違反した場合の対応につい
　　て

３０ ２９ 松石　聖一 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①リーダーに求められる資質とは（安倍元総理銃撃事件につ
　　いて）

２　まちづくりについて 市長

　①近鉄奈良駅、大和西大寺駅、学園前駅、高の原駅について

３　針テラスの現状について 市長

４　新型コロナ対策について 市長

５　損害賠償裁判の現状と今後の推移について 市長

　①新斎苑訴訟の今後について

６　副市長就任の心構えについて 子ども未来部長
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