
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ １１自民党奈良市議会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
太田　晃司

＜一括質問一括答弁＞ 　①平成３０年度予算編成方針について
　②新斎苑建設推進事業について
　③県と市とのまちづくりに関する包括協定について
　④所有者不明土地対策について

２　教育行政について 教育長

　①道徳教育の教科化について
　②和装教育の実践について

２ ２６公明党 １　市長の行政姿勢について 市長
奈良市議会議員団代表 　

藤田　幸代 　①平成３０年度予算編成方針について
＜一括質問一括答弁＞ 　②下水道事業会計について

　③針テラス事業について
　④第５次総合計画について

２　福祉行政について 市長

　①地域福祉を進める上で地域自治協議会の考え方について
　②地域福祉の担い手となる地区社会福祉協議会への公的支援
　　について
　
３　教育行政について 市長

　①子供貧困対策としての就学援助制度について

４　子供・若者へのライフステージに応じた切れ目ない支援に 市長
　　ついて

　①支援の必要性とプラットフォームの認識について
　②１８歳以上の若者の実態調査について（２問目）

５　観光行政について 市長

　①三条通りの商店街の観光経済を向上させる取り組みについ
　　て
　②有償化につながるソフト事業について
　③リピーターにつなげる今後の戦略について

市長、
企業局長

　①生活基盤の確保について
　②防災減災対策として森林保全の活性化について
　③上下水道官民連携事業について
　④上下水道官民連携事業に対する市長の姿勢について（２問
　　目）

７　新斎苑建設事業について 市長
　

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２９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 ２０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

山口　裕司 　①憲法９条を守り生かす取り組みについて
＜一括質問一括答弁＞ 　②核兵器禁止条約に日本政府が参加するよう働きかけること

　　について
　
２　平成３０年度予算編成に関連して 市長

３　医療・福祉行政について 市長

　①国民健康保険について
　②心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正について
　③介護保険制度について

４　安全・安心のまちづくりについて 市長

　①生活道路の維持補修について
　②市役所本庁舎の耐震化について
　③災害時第一次避難所の拡充について

５　新斎苑建設計画について 市長

６　クリーンセンター建設計画について 市長

７　学校教育施設の整備について 教育長

８　聴覚障がい児への教育現場での情報保障支援について 教育長

４ １３改革新政会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
横井　雄一

＜一括質問一括答弁＞ 　①３期目の選挙公約の実現について
　②人口減少に対応する取り組みについて　他

２　奈良県とのまちづくり連携について 市長

　①特に「奈良公園周辺地区」の進捗、近鉄奈良駅前の整備に
　　ついて　他

３　新斎苑計画の推進について 市長

　①計画用地地権者への補償の正当性について　他

４　クリーンセンター建設の推進について 市長

　①現在敷地内の建てかえについて　他

５　手話言語条例づくりについて 市長

　①条例づくりのスケジュールについて　他

６　文化振興について 市長

　①なら国際映画祭の貢献について　他
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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

５ １８市民の声 奈良代表 １　新斎苑建設計画について 市長
柿本　元気
＜一問一答＞ ２　針テラス事業について 市長

３　「奈良公園周辺」のまちづくり行政について 市長

４　住宅行政について 市長

５　保育園・こども園の運営について 市長

６　老朽化したインフラの修繕計画について 市長、
企業局長

７　クリーンセンターについて 市長

６ １６日本維新の会 １　市政運営のあり方について 市長
奈良市議団代表 　

三橋　和史 　①法の支配に対する認識について
＜一問一答＞ 　②憲法及び行政法の基礎に対する認識について

　③権力分立の原理に対する認識について
　④地方自治に対する認識について

２　選挙管理委員会の権限及び事務について 選挙管理委員会委員長※、

市長、
　①公職選挙の公正性の担保について 向井副市長

３　市立保育所等の運営について 市長

　①市立保育所等の児童の受け入れ実態について
　②市立保育所及び幼稚園のこども園への移行について
　③民営化の推進について

４　産業廃棄物処理施設付近の生活環境の保全について 市長

　①基礎自治体としての役割について

５　国民健康保険の県単位化について 市長

　①奈良市と奈良県との情報共有のあり方について
　②奈良市から奈良県への要望内容について

６　新斎苑整備事業のずさんな実態について 市長

　①防災対策の不備について
　②土地購入に関する疑義について
　

７ １０ 山本　憲宥 １　災害時対応について 市長、
＜一問一答＞ 危機管理監

　①台風２１号通過に伴う災害対応について
　②危機管理体制について
　③災害対策本部機能のあり方について

２　教育について 教育長、
教育総務部長

　①災害復旧について
　②学校規模適正化について

８ ２７ 田畑日佐恵 １　災害対策について 危機管理監
＜一括質問一括答弁＞

２　ふるさと納税について 財務部長

３　買い物弱者の取り組みについて 観光経済部長

※選挙管理委員会委員長は申し合わせにより代表質問には出席を求めていません。
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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

９ ８ 山本　直子 １　台風２１号の被害と対策について 危機管理監、
＜一括質問一括答弁＞ 建設部長

　①奈良市の被害状況と今後の対策について
　②１０月２１～２２日の危機管理体制について
　③今後の災害対策について
　④台風で被災した住民の国・県・市の支援について

２　富雄丸山古墳の発掘調査について 教育総務部長、
市長

　①発掘計画や周辺整備計画はどのようになっているのか
　②地元丸山町住民への説明はどのように行ったのか
　③発掘調査の事前準備として地元に要請した内容とは何か
　④景観や環境保全について

３　西部生涯スポーツセンター屋内温水プールの施設改修につ 市民活動部長
　　いて

　①設備の更新について
　②老朽化した温水プールの改修計画について

１０ ４ 山出　哲史 １　福祉行政について 福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

　①「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現について
　②第３次奈良市地域福祉計画について
　③介護保険地域支援事業について

２　防災の取り組みについて 危機管理監

　①大地震を想定した庁内連携防災訓練の実施について
　②福祉避難所協定施設、学校との話し合いについて
　③奈良市内各地区における避難所開設訓練の実施状況等につ
　　いて

３　教育行政について 市長

　①学校図書館政策のありようについて
　

１１ ３１ 鍵田美智子 １　図書館行政について 教育総務部長、
＜一問一答＞ 学校教育部長、

教育長、
市長

２　きたまちのまちづくりについて 観光経済部長、
子ども未来部長

１２ １６ 三橋　和史 １　選挙管理委員会の権限及び事務について 選挙管理委員会委員長

＜一問一答＞

　①公職選挙の公正性の担保について

１３ １９ 酒井　孝江 １　奈良市政について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 教育長、

福祉部長、
市民活動部長、
総務部長

１４ ２２ 八尾　俊宏 １　自治協議会について 市民活動部長
＜一括質問一括答弁＞

２　ポイント制度について 市民活動部長

３　防災について 危機管理監

４　消防について 消防局長
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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

１５ ３９ 森岡　弘之 １　奈良市自転車等の安全利用について 市民生活部長
＜一括質問一括答弁＞

２　介護施設の整備事業について 福祉部長

３　環境清美工場について 環境部長

４　私道の補修事業について 建設部長

５　本市内事業者の事業活性化について 会計契約部長

６　新斎苑建設事業について 市民生活部長

１６ ３２ 井上　昌弘 １　ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業について 市長、
＜一問一答＞ 都市整備部長

　①事業期間について当初計画の２倍となる２０年に延長され、
　　一部の地権者の住生活等に深刻な影響を与えている。現状
　　認識と今後の対応を問う。

１７ ３ １　少子化対策について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 子ども未来部長

　①人口減少に対する奈良市の少子化対策について質問を行う。

１８ １７ 大西　淳文 １　ＪＲ新駅周辺地区のまちづくりについて 市長
＜一問一答＞

　①ＪＲ新駅周辺地区における奈良県、奈良市と西日本旅客鉄
　　道株式会社との連携協定書第２条に関すること。

２　災害時の避難所等におけるトイレ対策について 危機管理監

　①簡易トイレ、マンホールトイレなど災害用トイレの備えな
　　ど。

３　流域下水道維持管理等市町村負担金について 企業局長

　①平成２４年７月建設委員会報告の奈良市下水道事業経営改
　　善検討委員会提言に関すること。

４　公の施設の指定管理者の指定について 市民生活部長、
市民活動部長、

　①平成２５年度包括外部監査の結果報告を受けての対応など。 建設部長

５　新斎苑整備事業について 市民生活部長

　①新斎苑等整備運営事業者募集に関すること。

１９ 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＞

　①新斎苑建設計画について
　②職員の健康管理について

２　危機管理行政について 危機管理監
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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 ３８ 伊藤　　剛 １　（仮称）奈良平城プラザプロジェクトについて 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　富雄丸山古墳について 市長

３　マイナンバーカードについて 向井副市長、
総務部長、
子ども未来部長

４　認知症対策について 福祉部長

５　中小企業融資制度について 観光経済部長

２１ ２１ 北村　拓哉 １　高齢者に対する優遇措置事業について 福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

２　子ども施策・教育について 市長、
教育長

３　名勝・奈良公園内での高級ホテル建設計画について 市長

２２ １２ 階戸　幸一 １　奈良市ポイント制度について 市民活動部長、
＜一問一答＞ 向井副市長

　①現在のポイントの種類と利用状況について
　②今後のポイント制度と地域活動について

２　奈良市の健診について 福祉部長

　①特定健診について

２３ ２ 塚本　　勝 １　消防行政について 消防局長
＜一括質問一括答弁＞

　①道路狭隘地等における消防活動について
　②消防車両の更新計画について

２４ ６ 松下　幸治 １　出張所改革について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①出張所設置と機能拡充及びＩＣＴ化や働き方改革、電子自
　　治体によって今後の市役所の機能をどのように変えていく
　　のかについて

２　待機児童ゼロについて 市長

　①３～５歳の全ての子供が通園する場合に、０～２歳を含め
　　て、待機児童をゼロにする方策について

３　県市合同庁舎化について 市長

　①本庁舎建てかえ耐震化整備で業務合理化で圧縮される分を
　　活用した県市で業務を行う合同庁舎化について

４　幼稚園・保育園の無償化について 教育長

　①幼児教育の実施は市教育委員会の責務であり、幼稚園・保
　　育園の無償化、実質的には義務教育化に対し、小学校の空
　　き教室を活用する等について
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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 ７ 阪本美知子 １　犬猫殺処分ゼロを目指す取り組みについて 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　家庭ごみ収集における民間委託のあり方について 市長

３　障がい児保育・乳児保育の充実について 子ども未来部長

２６ ５ 林　　政行 １　バリアフリーについて 建設部長、
＜一問一答＞ 市長

　①段差解消などバリアフリーに関する国の基準にさらに踏み
　　込んだ条例改正の検討について

２　幼保再編計画における保育園の民営化について 子ども未来部長

　①幼保再編計画における保育園の民営化に対して、保護者の
　　皆様などに説明し理解していただく上で、奈良市としてこ
　　れまでに見えてきた課題とその対応策について

３　児童相談所について 市長

　①現在奈良市で設置準備が進められている児童相談所に対す
　　る奈良市の姿勢について

４　市区町村子ども家庭総合支援拠点について 子ども未来部長、
市長

　①平成２９年に国より設置の努力義務とされている「市区町
　　村子ども家庭総合支援拠点」に対する奈良市の取り組みに
　　ついて
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