
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ２４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

横井　雄一 　①５年度予算編成について
＜一括質問一括答弁＞ 　②人口減少対応について

　③新斎苑「旅立ちの杜」及び「奈良市子どもセンター」につ
　　いて

２　まちづくりについて 市長

　①新産業創造拠点整備について
　②針ＴＲＳの再整備について

３　公営企業の将来計画について 市長

　①県域水道一体化不参加での広域化への対応について
　②上水道事業、下水道事業の財政見通しと展開について

４　観光行政について 市長

　①市の観光戦略（主にインバウンド）について
　②世界遺産登録２５周年に向けての取組について

２ １５公明党 １　新型コロナウイルス感染症第８波の対策について 市長
奈良市議会議員団代表

早田　哲朗 ２　少子化対策について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　子供の健康診査について 市長

４　学校における不登校児童・生徒への支援について 教育長

５　観光政策について 市長

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表

（令和４年１２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

３ ８ 日本共産党 １　行政のデジタル化とマイナンバーカードについて 市長
奈良市会議員団代表

桝井　隆志 　①マイナンバーカード導入の市民のメリットについて
＜一括質問一括答弁＞ 　②保険証とマイナンバーカードの統合について

２　公共交通の今後の展開について 市長

　①協議バス路線の運行計画について
　②奈良市主体の公共交通の展開について
　③奈良交通以外の事業者の展開について

３　物価高騰対策について 市長

　①学校給食の無償化の継続について
　②水道料金の基本料金の減免の継続について
　③その他の物価高騰対策について

４　インボイス制度の導入について 市長

　①未登録業者の公共発注について

５　新型コロナウイルス感染対策について 市長

　①奈良県の医療政策についての奈良市の見解について
　②リスクのある感染者への対応について

６　旧統一協会への対応について 市長

　①旧統一協会の被害を受けた市民の相談対応について

７　介護保険について 市長

　①介護保険の改悪への対応について
　②基金の活用について

８　福祉医療制度について 市長

　①中学生以下の現物給付についての県内医療機関での対応に
　　ついて
　②１８歳以下の現物給付の見通しについて
　③心身障がい者の給付対象の拡大について

９　新クリーンセンターと環境清美工場について 市長

　①ごみ減量を含めた新クリーンセンターの指針について
　②今後のタイムスケジュールについて
　③環境清美工場の稼働状況について
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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

４ １７明日の奈良を創る会代表 １　第５次総合計画について 市長
鍵田美智子

＜一括質問一括答弁＞ 　①人口減少対策について
　②行財政改革と定員適正化計画について
　③公共施設の統合と再編について

２　きたまちのまちづくりについて 市長

　①若草中学校区学校規模適正化計画について
　②鼓阪幼稚園跡地計画について
　③鴻ノ池運動公園の利便性の向上について

３　奈良市の文化財の活用について 市長、
教育長

　
４　環境政策について 市長

　①環境清美工場の維持運営について
　②新クリーンセンター建設計画について

５ １２日本維新の会 １　新クリーンセンターについて 市長
奈良市議団代表

佐野　和則 　①本年度予算の進捗状況について
＜一括質問一括答弁＞

２　ごみの処理に係る環境負荷の軽減について 市長

　①たい肥化事業について

３　奈良市食と農の未来づくり推進計画について 市長

　①若い世代に向けた食育の推進、地元農産物の消費拡大、学
　　校給食の地産地消に向けた今後の取組について

４　子ども医療費の現物給付について 市長

５　介護施設における高齢者虐待について 市長

　①内部通報に対する対応について

６ １ 塚本　　勝 １　鴻ノ池周辺整備について 市民部長、
＜一括質問一括答弁＞ 都市整備部長

２　消防行政について 消防局長

　①議案第１０３号について
　②救急隊感染防止対策事業について

３　教育行政について 教育部長

　①太陽光発電設備の設置について
　②文化財修理事業について

７ ２８ 九里　雄二 １　新クリーンセンター建設計画について 環境部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市長

２　マイナンバーカード普及促進と利活用分野について 総合政策部長、
市民部長

３　保護犬・保護猫殺処分ゼロに向けた取組について 健康医療部長
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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

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　地域公共交通について 都市整備部長

　①バス停ベンチについて
　②東部地域のバス路線について

３　青山コートについて 市民部長

４　旧奈良監獄保存活用事業について 市長

５　加齢性難聴者の補聴器購入補助について 福祉部長

９ １９ 阪本美知子 １　会計年度任用職員制度の改善について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　奈良市男女共同参画センターの移転について 市民部長、
市長

３　平松地区のまちづくり協議会再開に向けて 都市整備部長

４　奈良市第３次公営住宅等長寿命化計画 都市整備部長
　　～市営住宅・改良住宅における空き家対策について

１０ ４ 山岡　稔季 １　児童虐待防止に向けた切れ目のない子育て包括支援につい 市長、
＜一問一答＞ 　　て 健康医療部長

　①本市の育児相談及び産前産後ケア体制について
　②オンラインによる育児相談について
　③訪問（アウトリーチ）型の産後ケアについて

２　医療機関のサイバーセキュリティー対策について 健康医療部長

　①市立奈良病院の現状について
　②セキュリティー対策の管理体制について
　③万一の事態に備えた外部との連携体制について

１１ ３１ 酒井　孝江 １　教育について 教育長
＜一括質問一括答弁＞

　①いじめ対応について

１２ １１ 太田　晃司 １　本市の国際交流について 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　

　①ＵＮＷＴＯとの事業連携について
　②姉妹都市、友好都市と本市との交流に関する取組について

２　鳥獣被害対策について 観光経済部長

　①ムクドリ被害への対応について

３　道路行政について 建設部長、
市長

　①私道の整備について

１３ １４ 宮池　　明 １　奈良市の外郭団体改革と総合財団について 市長、
＜一問一答＞ 総務部長、

観光経済部長

２　奈良市の社会教育について 市長、
教育長、

　①議案第１０２号及び第１０５号について 市民部長

３　水道管路の老朽化対策等における効果的な取組について 企業局長
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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

１４ ２１ 山本　直子 １　ひとり親世帯及び障がいを持つ子どものいる世帯の医療費 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　　助成制度について

　①ひとり親世帯や障がいを持つ子どものいる世帯について、
　　１８歳まで立替払いなしの拡大を
　②ひとり親世帯や障がいを持つ子どものいる世帯の一部負担
　　金免除について

２　特別支援学級について 教育部長

　①小学校と中学校の特別支援学級の違いについて
　②中学校の教科ごとの学習の支援について
　③高校進学への支援と、進学後の支援の在り方連携について

３　富雄丸山古墳とＲ５年度開業の中町「道の駅」との関連事 教育部長
　　業について

　①道の駅から富雄丸山古墳までの歩道整備について
　②周辺住民の意見の聞き取りなどは行っているのか

４　奈良市斎苑「旅立ちの杜」の経過について 市民部長

　①奈良新聞の報道にあった内容について、説明を求める
　②不具合が起こった場合、どこまで契約の範囲内で修復して
　　いくのか
　③斎苑を良好な状態で稼働するための定期的な修繕計画は

５　一般会計補正予算第７号について 市民部長、
環境部長

　①男女共同参画センター改修経費について
　②環境清美工場維持補修経費について

１５ １６ １　ボランティアの活性化について 市民部長
＜一問一答＞

　①ボランティアセンター、ボランティアインフォメーション
　　センターについて

２　キャリア教育について 市長、
教育部長

　①専門家（キャリアコンサルタント）などを活用したキャリ
　　ア教育推進について

３　高齢者の移動支援について 市長、
都市整備部長、

　①グリーンスローモビリティについて 福祉部長

４　富雄南こども園の駐車場について 子ども未来部長

　①駐車場への安全対策について

５　高架下の活用について 市長、
子ども未来部長、

　①子供の遊び場、高齢者の活動場について 福祉部長、
都市整備部長

5



順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１６ ２５ 大西　淳文 １　市民農園の開設について 市長
＜一問一答＞

　①耕作放棄地、遊休財産等を市民農園として開設できないか

２　会計年度任用職員の給与について 市長

　①地域手当及び退職手当の支給について

３　消防団の募集等について 消防局長

　①消防団応援の店の登録に向けた取組について
　②奈良市独自の募集ポスターの作成について

４　デジタル補聴援助システムへの助成について 福祉部長

１７ ７ 岡本　誠至 １　スポーツ施策について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 市民部長

　①ロートフィールド奈良について

２　教育行政について 教育長、
教育部長

　①部活動の地域移行について
　②学校の給食時の過ごし方について
　③小・中学校への太陽光発電設備の設置について

１８ １０ 道端　孝治 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一問一答＞

　①天下り禁止とした市長の公約について

１９ ３９ 森岡　弘之 １　盛土規制法に対応する本市の組織体制について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　家庭における防災対策の強化について 危機管理監

３　若者の政治参加を促す取組について 総合政策部長

４　学校教育における新聞の活用について 教育部長

２０ ３２ 井上　昌弘 １　議案第９９号　奈良市個人情報の保護に関する法律施行条 総務部長
＜一括質問一括答弁＞ 　　例の制定について

　①自治体の持つ個人情報をオープンデータ化（匿名加工情報）
　　することが可能になる一方で、現行の個人情報保護のため
　　の制限が取り払われる問題について問う

２　消費税インボイス（適格請求書）制度における奈良市の対 総務部長
　　応について

　①会計ごとの対応、免税事業者への対応、シルバー人材セン
　　ター事業への対応について問う

３　神殿町コンクリートプラント建設事業について 都市整備部長、
健康医療部長

　①騒音・粉じん・排水の水質汚濁・県道渋滞など、生活環境
　　に悪影響が生じる懸念が住民から出ている。奈良市の対応
　　について

４　六条奈良阪線の都市計画変更に伴う住民対応について 都市整備部長
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順 議席
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発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

２１ ６ 山出　哲史 １　「第５次総合計画全体の土台であり、計画推進の原動力で 総合政策部長、
＜一問一答＞ 　　ある」と位置づけられた、市民参画及び協働によるまちづ 市民部長

　　くりの推進について

　①市民などに対する啓発の取組について
　②奈良市行政にとって、まちづくりにおける重要な協働のパ
　　ートナーである地域活動の担い手が不足している現状を改
　　善する取組などについて

２　国の「経済財政運営と改革の基本方針２０２２」に位置づ 危機管理監、
　　けられた「災害ケースマネジメントの促進」について（９ 総務部長
　　月定例会に続いて）

　①国が進める被災者支援のための「中核人材」の育成につい
　　て
　②いわゆる車中泊避難者に対する支援の準備状況について
　③住宅の罹災証明書をスムーズに発行するための準備状況に
　　ついて

２２ １３ 栁田　昌孝 １　平城・相楽ニュータウンの再生について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①奈良市が担う役割について
　②平城・相楽ニュータウンの再生に係る方向性や施策につい
　　て

２　市役所コールセンターについて 市長

　①コールセンターの機能向上について
　②コールセンターの利用状況について

３　学校から配付されているタブレット等端末の利用状況につ 教育部長
　　いて

　①タブレット等端末の利用状況について
　②壊れてしまったタブレット等端末の修理等に関する対応に
　　ついて

４　選挙事務のＤＸ化、投票所への移動支援への取組の状況に 選挙管理委員会委員長

　　ついて

２３ １８ 下村　千恵 １　女性の就業率向上について 観光経済部長
＜一問一答＞

　①令和２年度国勢調査の結果に関する本市の認識について
　②今後の取組と目的について

２４ ２ 榎本　博一 １　いじめ防止対策について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 教育部長

　①いじめ問題への取組について等

２　風水害の対応について 危機管理監

　①出水期の対応について等

３　高齢者福祉・生きがい創造について 福祉部長

　①万年青年クラブについて等
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