
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ２３自民党奈良市議会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
東久保耕也

＜一括質問一括答弁＞ ２　教育行政について 教育長

２ ３８公明党 １　平成３０年度予算案について 市長
奈良市議会議員団代表

伊藤　　剛 ２　奈良市本庁舎耐震整備について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　子ども若者の切れ目のない支援の構築について 市長、
教育長

４　新斎苑等整備運営事業について 市長

５　福祉行政について 市長

６　少子化対策について 市長

７　予防医療政策について 市長

８　環境清美工場について 市長

９　観光活性化について 市長

３ ８ 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

山本　直子 　①市長の憲法認識について
＜一括質問一括答弁＞ 　②核兵器禁止条約について

　③原発の再稼働について
　④新年度予算案について
　⑤新斎苑建設について
　⑥新クリーンセンター建設について
　⑦奈良市の防災対策について
　⑧子育て支援について
　⑨国保の県単位化について
　⑩第７期介護保険事業計画について
　⑪生活保護制度について
　⑫まちづくりについて

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成３０年３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 ２４改革新政会代表 １　平成３０年度予算（案）重点施策項目について 市長、
内藤　智司 教育長

＜一括質問一括答弁＞ 　①循環型社会について（ごみの減量化及びクリーンセンター
　　建設関係）
　②新斎苑建設事業について
　③教育関連について
　④本庁舎耐震化整備事業について

２　将来を見据えた人事計画について 市長

　①会計年度任用職員の来年度の取り組みについて

３　まちづくり基本構想施策について 市長

　①奈良県総合医療センター移転後の跡地について

４　児童相談所設置について 市長

　①施設設置費と人件費等将来負担について

５　議案第５９号について 市長

　①特別職の退職手当について

５ １６日本維新の会 １　財政について 市長
奈良市議団代表

三橋　和史 　①平成３０年度予算について
＜一問一答＞ 　②公有財産の管理状況について

　③消費税の清算基準の見直しについて
　④徴税事務の強化について

２　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民営化の推進について

３　新斎苑整備事業について 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
　③事業費の積算根拠について

４　クリーンセンターの移転建替推進について 市長

　①公害調停について
　②市の取り組み内容について

５　環境部職員の規律について 市長

　①文書事務の実態の改善について
　②不祥事に対する対応について
　③市に損害が発生している場合の損害賠償請求の実施につい
　　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 ３０市民の声 奈良代表 １　新年度予算について 市長
松石　聖一

＜一括質問一括答弁＞ ２　まちづくりについて 市長

３　議案第６４号とその関連 市長

４　議案第６３号について 市長

５　議案第４９号について 市長

６　議案第１３号について 市長

７ ２２ 八尾　俊宏 １　京都府木津川市との連携について 総合政策部長、
＜一括質問一括答弁＞ 子ども未来部長、

環境部長

２　京終地区の活性化について 観光経済部長

３　児童相談所について 子ども未来部長

８ １５ 早田　哲朗 １　証明書のコンビニ交付について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　いじめ問題対策について 学校教育部長

３　多種多様な子育て支援について 子ども未来部長

９ ２１ 北村　拓哉 １　議案第４９号　奈良市住宅宿泊事業の実施の制限等に関す 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　　る条例（「民泊」規制条例）の制定について

２　地域課題に総合的に対応する専門部署の設置について 津山副市長

３　子ども・教育施策について 市長

４　名勝・奈良公園の高級ホテル建設計画について 都市整備部長

１０ ３ １　放課後児童対策について 学校教育部長
＜一括質問一括答弁＞

　①小学生の放課後対策（バンビーホーム等）について問う
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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

１１ １７ 大西　淳文 １　京奈和自動車道の合併施行方式（有料）について 市長
＜一問一答＞

　①県知事は合併施行方式を目指しているが、市長の考え方を
　　問う。

２　八条・大安寺周辺地区まちづくりについて 市長

　①面的整備は民間での施行を目指しているが、その長所、短
　　所について問う。

３　ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業の進捗について 市長

　①事業終了に向けての今後の進め方についてを問う。

４　下水道事業会計について 市長、
企業局長

　①下水道事業会計の改善策についてを問う。（料金値上げや
　　流域下水道処理等負担金の削減について）

５　第７期介護保険事業計画での施設整備について 福祉部長

　①特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホームの整備が第
　　６期に引き続いてゼロ（計画（案））となったことについ
　　てを問う。

１２ １８ 柿本　元気 １　平成３０年度奈良市一般会計予算について 財務部長、
＜一問一答＞ 市民活動部長

２　議案第６３号　工事請負契約の締結について 市民生活部長

３　病気の予防について 健康医療部長

４　奈良市の１１９番回線の不通事故について 消防局長

５　認定こども園の課題について 子ども未来部長

１３ ７ 阪本美知子 １　会計年度任用職員制度について 総務部長
＜一括質問一括答弁＞

　①公務職場で働く臨時・非常勤職員の「同一労働同一賃金」
　　をどう進めるのか。

１４ １０ 山本　憲宥 １　公共工事の品質確保と適正な予定価格の設定について 向井副市長、
＜一問一答＞ 建設部長、

　①品質の確保について 会計契約部長
　②適切な積算による予定価格の適正設定について

２　公立学校の施設整備について 教育長、
教育総務部長、

　①平成３０年度予算について 建設部長
　②高等学校講堂改築事業について

３　鴻ノ池運動公園の周辺整備について 総合政策部長、
建設部長

　①旧奈良監獄アクセス道路整備事業について

１５ ３９ 森岡　弘之 １　特別職の退職手当について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　東京オリンピック・パラリンピックの開催に当たっての本 市民活動部長
　　市の取り組みについて

３　児童相談所の設置について 市長

４　地域防災力の向上について 消防局長

4



順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１６ ９ 白川健太郎 １　平松地区における県市まちづくり協定及び新病院アクセス 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 　　道路について 総合政策部長、

建設部長

２　歩行者の安心、安全のための道路整備について 建設部長、
市民生活部長

３　中小企業振興条例制定について 観光経済部長

４　養護老人ホームへの措置入所について 福祉部長

５　介護保険事業について 福祉部長

１７ ４ 山出　哲史 １　防災行政について 津山副市長、
＜一括質問一括答弁＞ 向井副市長

　①全庁的な視点に立った、大地震への備えの現状について
　②大地震への備えをより確かなものにするための、組織体制、
　　人材育成のありようについて

２　福祉行政について 福祉部長、
向井副市長

　①各福祉分野の制度を踏まえた相談支援体制のありようにつ
　　いて
　②職員の配置並びに育成について

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＞

１９ １１ 太田　晃司 １　本市と関西文化学術研究都市とのかかわり方について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　市立幼保施設の再編について 子ども未来部長

３　私道整備事業について 建設部長

２０ ２８ 九里　雄二 １　大和西大寺駅周辺整備事業について 都市整備部長
＜一括質問一括答弁＞

２　奈良県総合医療センター移転後のまちづくりについて 総合政策部長

３　バリアフリー基本構想について 市民生活部長

４　人工知能を使った高齢者介護機器について 福祉部長

５　高齢者に向けた生活補助人材の活用について 市民活動部長

２１ ３２ 井上　昌弘 １　マイナンバー制度の運用について 市民生活部長、
＜一括質問一括答弁＞ 財務部長

　①住民税課税通知書へのマイナンバー記載や住民票などのコ
　　ンビニでの交付について

２　国民健康保険について 福祉部長

　①県単位化に伴う奈良市の対応について

３　開発指導行政について 都市整備部長

　①都市計画法・宅地造成等規制法違反事例に対する指導のあ
　　り方について

４　ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業について 津山副市長

　①Ｈ３３年度までの事業見通し、事業の再延長の可能性につ
　　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

２２ １３ 横井　雄一 １　平成３０年度予算案について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①編成方針に沿って責任と自覚を持って取り組んだのかを問
　　う。
　②３期目の選挙公約実現のための予算化について問う。

２　民泊について 市長

　①既存不適格建築物の取り扱いについて、奈良市の考え方を
　　問う。
　
３　まちづくりについて 津山副市長、

観光経済部長
　①新奈良町にぎわい構想と奈良市中心市街地活性化の整合性
　　を問う。
　②新奈良町にぎわい構想の推進体制づくりについて問う。

２３ １９ 酒井　孝江 １　奈良市政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２４ １ 道端　孝治 １　成年後見制度の利用促進について 福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

２　教員の不祥事について 学校教育部長

２５ １２ 階戸　幸一 １　平成３０年度奈良市一般会計予算について 健康医療部長、
＜一問一答＞ 市民活動部長、

　①休日夜間応急診療所運営管理経費について 教育長
　②奈良市ポイント制度事業について
　③文化振興補助事業について
　④地域自治協議会準備補助事業について
　⑤平成３０年度教育事業について
　⑥教育委員会臨時職員等経費について

２６ 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火災防ぎょ計画について
　②本市の消防力について

２　これからの教育「学びなら」について 学校教育部長

２７ ３７ １　市長の行政姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①財政について
　②新斎苑について

２　保育所建設について 子ども未来部長

３　まちづくりについて 都市整備部長
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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

２８ ６ 松下　幸治 １　本庁舎耐震化と組織のスリム化及び業務の標準化・効率化 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　　について

　①出張所改革や児童相談所設置などの住民サービスの充実に
　　向けた施策、地域自治協議会への支援策で人員再配置が必
　　要で本庁舎耐震化と一体的に組織改革を進めることによる
　　実現性について

２　準政令市・スーパー中核市構想について 市長

　①市長の選挙公約である「駅前の出張所で大半の手続きが済
　　むようにする」出張所改革は、出張所が政令市の区役所に
　　なると理解できるので、政令市並の権限移譲を目指すこと
　　について

３　市立図書館の整理統合と電子図書館整備及びノーマライゼ 教育長
　　ーション推進について

　①ＩＣＴ時代の図書館政策において、前時代的箱物図書館に
　　こだわることなく、自宅にいながらにして仮想図書館環境
　　の整備を進めることで移動などの制約をなくすノーマライ
　　ゼーション推進について

４　学校図書館の地域開放について 教育長

　①学校施設の有効活用・オープン化を進めるに当たり、学校
　　図書館の運営を担う組織として学校運営協議会があるが、
　　地域住民が学校に自然と集う学校図書館の地域開放につい
　　て

５　カリキュラムマネジメントについて 教育長

　①新学習指導要領が求める新しい学力を目指すためには、授
　　業時間数確保が課題であることから、昼休み長時間化によ
　　る効果を踏まえて進めるべきカリキュラムマネジメントに
　　ついて

６　不登校対策について 教育長

　①国が列挙する不登校対策に関し、本市の取り組み及び検討
　　内容や今後の計画について
　　

２９ ５ 林　　政行 １　教育現場におけるＬＧＢＴについて 学校教育部長、
＜一問一答＞ 教育長
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