
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ １ 自民党奈良市議会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
道端　孝治

＜一括質問一括答弁＞ 　①社会資本整備総合交付金について
　②クリーンセンター建設について
　③新斎苑建設について
　④庁舎耐震化について
　⑤防災対策について

２　一条高校の今後について 教育長

２ ２８公明党 １　市役所本庁舎の耐震対策について 市長
奈良市議会議員団代表

九里　雄二 ２　なら国際映画祭について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　木津川市との事業連携について 市長

４　新斎苑建設事業について 市長

５　バンビーホーム昼食提供について 市長

６　まちづくりに向けた交付金活用について 市長

７　いじめ対応支援員について 教育長

３ ３２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

井上　昌弘 　①憲法改正、朝鮮半島情勢、国政における文書改ざん・隠蔽
＜一問一答＞ 　　等についての基本認識について

２　まちづくりについて 市長

　①庁舎耐震化や京奈和道大和北道路について
　②高畑町裁判所跡地の高級ホテル建設計画について

３　国保の県単位化、県独自の診療報酬引き下げについて 市長

４　ごみ処理行政について 市長

５　水道の広域化、民営化について 企業局長

６　県立高校の再編問題について 教育長

７　新斎苑について 市長

４ ２４改革新政会代表 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クリーンセンター建設計画について
　②ごみの減量計画について
　③新斎苑建設事業について
　④会計年度任用職員の今年度の取り組みについて
　　（将来の庁内等業務のあり方と市民サービスへの影響につ
　　いて）
　⑤職員研修「人権研修」のあり方について
　⑥地域自治協議会への取り組みについて

２　奈良市いじめ防止基本方針について 教育長

　①これまでの「いじめ防止対策」の評価と課題について
　②いじめ防止基本方針策定に当たっての思いについて

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成３０年６月定例会）

1



順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

５ ３１市民の声 奈良代表 １　市長の政治姿勢について 市長
鍵田美智子
＜一問一答＞ 　①介護保険

　②観光行政（文化財保存も含む）
　③交通政策

２　環境行政について 市長

　①奈良市地球温暖化対策
　②クリーンセンター建設計画

３　議案第６７号について 市長

　①文化振興補助経費

６ １６日本維新の会 １　税務について 市長
奈良市議団代表

三橋　和史 　①徴税吏員の不足に対する対応について
＜一問一答＞ 　②催告封筒のデザインについて

２　法制事務について 市長

　①条例改正漏れに対する対応について
　②職員養成の取り組みについて
　③地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく市長専決処分
　　事項に対する認識について

３　昇任試験における法務分野の導入について 市長

　①中級職員昇任試験について
　②係長昇任試験及び管理職昇任試験について

４　学校事務の効率化について 教育長

　①学校諸費用の事務について
　②保護者負担経費会計システムの導入計画について

５　同報系防災行政無線の整備について 市長

　①聴取区域調査の進捗状況について
　②消防用務における活用について
　③整備計画について

６　公有財産の管理及び資産経営について 市長

　①庁舎管理の統括部署について
　②公有財産の管理の実態について
　③資産経営の実態について

７　本庁舎耐震化基本構想について 市長

　①費用対効果について
　②周辺環境との調和について

８　新斎苑整備事業について 市長

　①公共用地の取得について
　②防災対策について
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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

７ ２ 新風政和会代表 １　市長の行政姿勢について 市長
塚本　　勝

＜一括質問一括答弁＞ 　①市債残高への市長の認識と将来負担の抑制の考え方につい
　　て
　②老朽化した施設の改修事業や維持補修経費について

２　近鉄西大寺駅周辺の整備計画について 市長

　①西大寺駅南地区の土地区画整理事業について
　②西大寺駅北地区の街路事業について
　③大和中央道における本市の中心部の整備と西大寺駅周辺の
　　ネットワークについて

３　平城宮跡周辺の整備と奈良市のかかわりについて 市長

　①平城宮跡周辺の整備とみやと通りの移転について

４　東京オリンピック・パラリンピックを見据えた観光戦略に 市長
　　ついて

８ ２２ 八尾　俊宏 １　平成３０年度組織編成について 総合政策部長、
＜一括質問一括答弁＞ 総務部長

２　観光行政について 観光経済部長

３　奈良市行財政改革重点取組項目について 総合政策部長

４　防災について 危機管理監

５　浸水対策事業について 建設部長

９ ２７ 田畑日佐恵 １　奈良市と木津川市との連携・協力に関する包括協定につい 総合政策部長、
＜一括質問一括答弁＞ 　　て 子ども未来部長、

教育総務部長

２　シルバー人材センターについて 津山副市長、
観光経済部長

３　市立奈良病院の女性相談外来について 健康医療部長

４　公立学校施設における教室の温度基準について 教育総務部長

１０ ２０ 山口　裕司 １　公共施設等総合管理計画について 財務部長
＜一問一答＞

２　学校教育施設の老朽化に対する取り組みについて 市長、
教育総務部長

３　職員の「働き方改革」について 総務部長

　①人事評価制度について
　②会計年度任用職員制度について

４　聴覚障害者に対する支援について 福祉部長

　①人工内耳への助成について

５　交通安全対策について 教育総務部長、
市民生活部長

　①伏見南小学校の通学路について
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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

１１ １２ 階戸　幸一 １　奈良市保健所・教育総合センターについて 向井副市長、
＜一問一答＞ 　 総務部長

　①施設環境について

２　平成３０年度一般会計補正予算について 市民活動部長

　①自治振興及び出張所並びに連絡所費について

１２ ３０ 松石　聖一 １　新斎苑建設計画について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　危機管理について 市長

３　浸水対策について 市長

４　都市計画について 市長

　①都市計画道路について
　②平城山電車基地について
　③ならまち周辺のまちづくりについて

５　鹿との共生について 市長

１３ １７ 大西　淳文 １　まちづくりと市税収入について 市長、
＜一問一答＞ 総合政策部長、

　①市民税、固定資産税、都市計画税、事業所税等の市税の増 財務部長、
　　収となる施策について等 都市整備部長、

福祉部長

２　保育園職員所有のＵＳＢメモリー紛失について 市長、
子ども未来部長

　①背景の認識と今後の対応について

３　市長の政治姿勢について 市長、
環境部長

　①環境清美行政について

１４ ６ 松下　幸治 １　奈良市定員適正化計画について 総務部長
＜一問一答＞

　①本市職員の労働生産性について
　②「シエスタ制度」に関する認識について
　③「睡眠の質」対策について
　④「ＩｏＴ」と連動した情報システム構築について

２　スマートメーター事業戦略について 企業局長

　①企業局が開発を目指すスマートメーターと民間で開発が進
　　む「ＩｏＴ」事業構想との整合性について

３　公文書の管理について 総務部長

４　小さな自治体「行政村」について 市長

　①地域自治協議会が出張所（地域自治区など）になり、事務
　　を市職員が担う制度について

５　働き方改革と業務の標準化・効率化について 市長

　①働き方改革について
　②業務の標準化・効率化を目指す県・市合同での研究会設置
　　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 ５ 林　　政行 １　なら国際映画祭について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　ＬＧＢＴを含む性的マイノリティーの職員研修について 市長

１６ １０ 山本　憲宥 １　市民の安全安心を守る消防力について 消防局長
＜一括質問一括答弁＞

　①消防職員の新規採用者数と退職者数の推移について
　②今後の組織体制・人員配置計画について

２　保育現場における職場環境の改善について 子ども未来部長

　①職場環境の現状と改善に向けた考えについて
　②今後の業務改善について

１７ ２６ 藤田　幸代 １　保育士確保の取り組みについて 子ども未来部長
＜一括質問一括答弁＞

　①保育士の負担軽減対策について
　②保育士の資格を取得するための補助事業について

２　観光に視点を置いたまちづくりについて 総合政策部長、
観光経済部長、

　①「旧奈良監獄・奈良電力鴻ノ池運動公園周辺地区」の都市 市長（３問目）
　　再生整備計画について
　②「旧奈良監獄・奈良電力鴻ノ池運動公園周辺地区」の観光
　　資源について
　③観光の入り口とした北部エリアのまちづくりについて（２
　　問目）

３　ＪＲ平城山駅のバリアフリー化について 市民生活部長、
建設部長、

　①駅舎内のバリアフリー化について 向井副市長
　②駅舎外の自由通路のバリアフリー化について （２問目）

４　障害者の就労支援について 観光経済部長、
　 福祉部長
　①障害者雇用推進事業について
　②福祉の観点からの就労支援について

１８ ２１ 北村　拓哉 １　県立高校の削減計画について 教育長
＜一問一答＞

２　中学校道徳教科書の採択について 教育長、
学校教育部長

３　学童保育（バンビーホーム）の夏休み等の昼食提供事業に 市長、
　　ついて 学校教育部長

４　学校給食費の無料化・助成の取り組みについて 市長、
学校教育部長

５　なら国際映画祭補助金について 市民活動部長

１９ ３ １　幼児の健康診査について 向井副市長、
＜一問一答＞ 津山副市長、

　①１歳７か月児健康診査、３歳６か月児健康診査に対する市 健康医療部長、
　　の体制及び取り組み、配付資料について質問を行う。 子ども未来部長、

教育総務部長

２０ ２５ 植村　佳史 １　観光行政について 観光経済部長
＜一問一答＞

5



順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

２１ １４ 宮池　　明 １　平松地域のまちづくり基本構想について 市長、
＜一問一答＞ 総合政策部長

　①３月定例議会でも大きく取り上げられた奈良市による平松
　　地域のまちづくり基本構想策定について、旧奈良県総合医
　　療センターが４月に閉院された。しかし、奈良県は西の京
　　県有地活用事業基本構想も抱えている中でこの平松地域の
　　まちづくりについて県と市の役割や事業実施について疑義
　　があることから問う。

２　市職員の人材育成と登用について 市長、
総務部長

　①職員数が削減される中で事務事業数が目立って削減されて
　　いない。行政能力の低下またガバナンスの低下も懸念され
　　ることから、その疑義を問う。

３　子供・若者の切れ目ない支援の構築について 市長、
福祉部長、

　①３月定例議会の会派代表質問に対する市長答弁では、平成 教育総務部長、
　　３０年度の体制について福祉分野と教育委員会双方が協力 学校教育部長
　　をして体制を整えるとあったことから続いて質問します。

２２ １３ 横井　雄一 １　福祉行政について 向井副市長
＜一括質問一括答弁＞

　①点字ブロックの適切な敷設に関して、市の仕組みづくりに
　　ついて問う。
　
２　教育行政について 教育長、

学校教育部長
　①国立大学附属の学校園との交流について、市の方向性を問
　　う。
　②少人数学級編制に関して、現場の意見集約及び人数編制を
　　変更した意義の周知について問う。

３　文化振興について 総務部長、
市民活動部長

　①審議会のインターネット公開の必要性等について問う。
　②実績報告における文化振興の成果判断について問う。

２３ １９ 酒井　孝江 １　市政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２４ ４ 山出　哲史 １　地域福祉の推進について 福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

　①第３次奈良市地域福祉計画について
　②生活支援コーディネーターについて

２　介護保険の要介護認定について 福祉部長

　①要介護認定の所要日数について
　②要介護認定調査の委託状況について

３　図書館運営について 教育総務部長

　①３年後の市立図書館・学校図書館運営のありようについて
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