
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ １０自民党奈良市議会 １　市長の政治姿勢について 市長
・結の会代表  

山本　憲宥 　①新斎苑建設計画について
＜一括質問一括答弁＞ 　②クリーンセンター建設計画について

２　財政問題について 市長

　①平成２８年度決算について

３　まちづくりについて 市長

　①社会資本整備総合交付金について

４　市役所庁舎の整備検討について 市長

　①本庁舎耐震化整備基本構想について

５　教育行政について 教育長

　①学校規模適正化における統廃合後の跡地活用について

２ １４公明党 １　市長の行政姿勢 市長
奈良市議会議員団代表

宮池　　明 　①平成２８年度決算及び補正予算の財政的な質問とともにそ
＜一括質問一括答弁＞ 　　の他の事項について問う。

２　福祉施策及び子ども・若者の支援等について 市長

　①地域福祉計画の実現や子ども・若者の支援について、また、
　　学校現場における学びの場の環境改善などについて問う。

３　クリーンセンター移転について 市長

　①市長はクリーンセンター移転について、従来の方針を断念
　　する発言を行ったと聞き及んでいることからそのことにつ
　　いて問う。

４　大安寺周辺のまちづくりについて 市長

　①旧都市計画道路「大和田紀寺線」について、平成２４年の
　　県の見直しにおいて国道２４号から西側の区間が廃止とな
　　り、名称が八条紀寺線と変更された。その後、平成２７年
　　に都市計画道路奈良橿原線から都市計画道路六条奈良阪線
　　を除く区間が廃止され、桂木南京終線となっている。この
　　ことから、八条・大安寺周辺地区まちづくり基本構想にお
　　いて、奈良市道南部第１１８号線の拡幅と新駅へのアクセ
　　スの道路整備はまちづくりの基本であることから、その方
　　針を問う。

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２９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

３ ３３日本共産党 １　市長の基本的な政治姿勢について 市長
奈良市会議員団代表

松岡　克彦 　①核兵器禁止条約採択についての受けとめ
＜一括質問一括答弁＞ 　②国に意見を述べる考えは

　③所信表明で述べた、中国・韓国との仲介

２　市長の市政運営について 市長

　①市長の「多選禁止」主張と３期目当選について
　②市民の福祉の向上の視点からの取り組み
　③職員を大切にする姿勢について
　④決算について

３　市民の暮らし・福祉・教育応援の市政へ 市長

　①国民健康保険について
　②幼保再編について
　③子どもの医療費無料化について
　④子どもの貧困対策について
　⑤小中学校へのエアコン設置について

４　介護保険制度について 市長

５　議案第８６号一般会計補正予算について 市長

　①新火葬場建設に関して

６　クリーンセンター移転について 市長

７　市庁舎の耐震化について 市長

４ １２改革新政会代表 １　市長の市政運営について 市長
階戸　幸一

＜一括質問一括答弁＞ 　①財政再建について
　②行政改革について
　③新斎苑について
　④ＪＲ新駅について
　⑤クリーンセンターについて
　⑥奈良市立一条高等学校について

５ １６日本維新の会 １　保育所等の運営及び幼児教育の無償化について 市長
奈良市議団代表

三橋　和史 　①市立保育所等の待機児童の解消、市立保育所等の運営費用
＜一問一答＞ 　　及び民間保育所設置運営事業者の募集状況並びに幼児教育

　　の無償化について質問する。

２　環境部の運営について 市長

　①ごみ収集業務の民間委託の推進及び職員の規律について質
　　問する。
　
３　環境清美工場の移転について 市長

　①公害調停について質問する。

４　新斎苑整備事業について 市長

　①地域活性化対策事業を含む総事業費及び防災対策について
　　質問する。
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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 ３０市民の声　奈良代表 １　市長の政治姿勢について 市長
松石　聖一

＜一括質問一括答弁＞ 　①財政・新斎苑・クリーンセンター・防災・まちづくり・県
　　市連携

７ １ 道端　孝治 １　幼保再編計画について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①富雄、三碓地域の今後の保育環境の構想や方針について
　②待機児童の解消について
　③家庭的保育所について

２　災害が予想される、または災害発生時の情報発信手段につ 危機管理監
　　いて

　①情報発信手段の多様化について
　②地域コミュニティＦＭ局との情報交換について
　③Ｊアラートの運用について

３　熱中症対策について 教育総務部長

　①学校現場における熱中症対策について

８ ２８ 九里　雄二 １　奈良県総合医療センター移転に伴う周辺アクセス道路の整 建設部長
＜一括質問一括答弁＞ 　　備・安全対策について

２　奈良県総合医療センター移転後の跡地再開発について 福祉部長

３　地域包括支援センターと周辺介護施設、デイサービス事業 福祉部長
　　所及び医療機関との連携について

４　外国人観光客数の増加に伴う外国語の観光案内サービスに 観光経済部長
　　ついて

５　外国人の救急対応時の医療通訳について 消防局長

９ ８ 山本　直子 １　ＬＧＢＴ（セクシャルマイノリティ）について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 市民活動部長、

　①ＬＧＢＴについて、人権政策・男女共同参画としてどのよ 学校教育部長
　　うに取り組みを行っているのか
　②ＬＧＢＴに係る教育現場の現状について
　③市長は、ＬＧＢＴについてどのように認識されているか。
　　また、他市の取り組みも踏まえ、共生社会に向けた具体的
　　な施設整備についての考えはあるか

２　国が進める新たな住宅セーフティネット制度について 市長、
市民生活部長

　①市として住宅困窮に対する課題をどのように認識している
　　か
　②市の住宅ストック計画の取り組みについて
　③新たな住宅促進計画について、奈良市の住居支援協議会の
　　立ち上げは
　④民間の空き家活用と登録住宅について

３　三碓小学校区の通学路における安全防護柵の設置について 教育総務部長
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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

１０ ４ 山出　哲史 １　奈良市第３次地域福祉計画について 福祉部長
＜一問一答＞

　①奈良市第３次地域福祉計画策定の進捗状況について
　②奈良市第１次、及び第２次地域福祉計画実行の際の課題に
　　ついて
　③今回、奈良市第２次地域福祉活動計画を並行して策定した
　　事情について
　④奈良市第３次地域福祉計画の特徴と計画実行の際の工夫に
　　ついて
　⑤平成３３年３月３１日に終了する奈良市第３次地域福祉計
　　画を、切れ目なく次期計画につなぐためのスケジュールに
　　ついて
　　

１１ １７ 大西　淳文 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　

　①短期で高額な退職金は市民感覚からズレているとの考えで
　　不支給とされていたが、３期目に当たっての考えはどうか。
　　また、特別職で支給、不支給と分かれている不均衡をどう
　　していくのか。
　②介護福祉課、保育所・幼稚園課における公募事業者の選定
　　結果については審査内容が公開されていない。公開してい
　　ない理由、今後公開していく必要があるのでは。等々

２　新斎苑建設・運営に係る事業手法について 市長

　①合併特例債の交付税措置の他に地方交付税措置が受けられ
　　るＰＦＩ方式を選択しないのか。

３　幼児教育の無償化について 市長

　①大阪市、守口市、南あわじ市等々が幼児教育の無償化等を
　　実施している。奈良市において、幼児教育の無償化に要す
　　る費用は、実施は、何らかの負担軽減は。

４　土地区画整理事業における保留地処分について 都市整備部長

　①使用収益を開始している街区にある保留地面積、年間の維
　　持管理費用、なぜ売却しないのか。今後も保留地として残
　　しておくのか。
　　

１２ ３１ 鍵田美智子 １　新斎苑建設　基本計画について 市長、
＜一問一答＞ 市民生活部長、

　①ＤＢＯ方式に対する考え方 財務部長

２　環境清美工場について 市長、
環境部長

　①老朽化に対する考え方

３　平成２８年度地方創生事業について 市長、
観光経済部長、

　①観光協会の体制にかかわること 総合政策部長

１３ １９ 酒井　孝江 １　市政運営について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　観光について 観光経済部長

３　まちづくりについて 市民活動部長

４　教育について 教育総務部長、
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

１４ ２２ 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＞

２　人口減少対策について 総合政策部長

３　歳入増への取り組みについて 津山副市長

１５ １５ 早田　哲朗 １　証明書交付業務の利便性向上について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　高齢者が安心して暮らせる仕組みづくりについて 福祉部長

３　環境清美工場について 環境部長

４　近鉄大和西大寺駅周辺整備事業について 都市整備部長

１６ ９ 白川健太郎 １　生活道路の整備について 建設部長、
＜一問一答＞ 教育総務部長、

市民生活部長

２　奈良市幼保再編計画について 子ども未来部長

３　国民健康保険制度について 福祉部長

１７ ３ １　待機児童対策について 子ども未来部長
＜一括質問一括答弁＞

　①従来から待機児童の問題は生じており、その原因の一端が
　　保育士不足によるものである。保育士不足に対する奈良市
　　の対応について質問を行う。

２　ファミサポ取り組み推進について 子ども未来部長

　①核家族化が進み子育て支援を必要としている方が増加して
　　いると思われる中で、ファミサポの取り組み推進について
　　質問を行う。

３　女性の就労支援について 観光経済部長

　①子育てのため一旦仕事を離れられた方のその多くが、経済
　　的な理由等から仕事復帰を検討されている。子育てと仕事
　　の両立の観点から、女性の就労支援について質問を行う。

１８ ２５ 植村　佳史 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　教育行政について 教育総務部長
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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

１９ ２６ 藤田　幸代 １　子ども若者の切れ目のない支援について 津山副市長、
＜一問一答＞ 健康医療部長、

　①発達障がい児への支援について 子ども未来部長、
　・乳幼児期の子供への支援について 学校教育部長
　・学齢期の児童生徒への支援について
　②子供の貧困対策について
　③子ども若者を切れ目なく支援するためのプラットフォーム
　　について

２　地域包括ケアシステム構築に向けた地域支援事業について 福祉部長、
市民活動部長

　①介護予防・日常生活支援について
　・生活支援コーディネーターについて
　・高齢者の居場所づくりについて
　・今後の計画について
　②地域の担い手づくりとしてのボランティアポイント制度の
　　活用について

３　待機児童対策について 子ども未来部長

　①小規模保育について
　②民間保育園の分園化について
　③新設される保育園について
　④今後の計画について

２０ ２１ 北村　拓哉 １　子ども医療費の窓口無料について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　名勝・奈良公園内での高級ホテル建設問題について 市長

３　幼保再編計画について 子ども未来部長

４　地域のまちづくりの課題について 津山副市長、
市民活動部長

２１ １３ 横井　雄一 １　行財政改革等について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①家庭ごみ収集業務の民間委託の進捗管理等について問う。
　　（２９年度中の進捗予想／清美公社以外の民間会社への委
　　託／家庭ごみ収集業務以外の仕事を民間委託する展望等）

２　奈良市文化施設の振興について 向井副市長

　①文化施設について、開館の精神の振り返り、運営体制の再
　　構築、チェック機能の保有等について問う。

２２ ７ 阪本美知子 １　新斎苑の事業方式について 市民生活部長
＜一括質問一括答弁＞

２　就学前教育・保育の無償化に向けて 子ども未来部長

３　臨時職員と女性の活躍について 総務部長
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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

２３ ６ 松下　幸治 １　第三者委員会等の設置について 市長
＜一問一答＞

　①消防救急デジタル無線システム及び消防指令設備における
　　官製談合疑惑に対し、第三者による調査が必要であるとの
　　さきの３月定例会での市長答弁に関する対応について

２　１社入札等について 市長

　①大規模事業に係る入札等について、官製談合疑惑があり、
　　１社入札等は競争性に疑義が生じることから今後の対応に
　　ついて

３　本庁舎耐震化整備について 市長

　①「出張所改革」「働き方改革」「電子自治体化」により市
　　民サービスのさらなる向上を実現する全庁的取り組みにつ
　　いて
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