
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ３４自民党奈良市議会代表 １　一般会計決算について 市長、
森田　一成 津山副市長

＜一括質問一括答弁＞

２　新斎苑建設について 市長

３　積水化学工業の跡地活用について 市長

４　学校へのエアコン設置について 市長

２ ４ 改革新政会代表 １　行政組織機構改革について 市長
山出　哲史

＜一括質問一括答弁＞ 　①地域課題に対する行政組織対応のありようについて
　②大地震の発生を踏まえた各種マニュアルなどの準備や危機
　　管理体制のありようについて
　③奈良市の審議会、協議会、懇話会などの機能・効果につい
　　て

２　奈良市立幼稚園、学校教室へのエアコンの設置について 市長

３　議案第９４号「奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 市長
　　の一部改正について」

４　奈良市児童相談所の開設について 市長

５　平成３１年度予算編成方針について 市長

３ ３８公明党 １　平成３１年度予算編成方針と平成２９年度決算について 市長
奈良市議会議員団代表

伊藤　　剛 ２　まちづくりについて 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①平城宮跡歴史公園南側の民間所有地跡地活用について
　②奈良市バリアフリー特定事業計画について
　③ごみ処理問題とクリーンセンター建設計画について

３　新斎苑建設について 市長

４　地域予防連携医療体制について 市長

５　子ども・若者支援について 市長

６　児童相談所について 市長

７　奈良市観光振興計画について 市長

８　奈良市立学校・園へのエアコン設置について 市長

９　教育行政について 教育長

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成３０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

４ ２１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

北村　拓哉 　①沖縄をめぐる状況について
＜一括質問一括答弁＞

２　平成２９年度決算について 市長

３　子ども施策について 市長、
教育長

　①幼稚園、小・中学校へのエアコン設置について
　②ブロック塀改修について
　③バンビーホームの昼食提供事業について

４　県立高校の削減計画について 市長、
教育長

５　生活保護について 市長

６　治水対策について 市長

　①大和川流域における総合治水の推進に関する条例について
　②北袋町、川久保町付近及び周辺地域の浸水被害対策につい
　　て

７　名勝奈良公園内の高級ホテル建設問題について 市長

５ ３７新風政和会代表 １　市長の政治姿勢について 市長

＜一括質問一括答弁＞ 　①平成３１年度の予算編成について
　②新斎苑建設について
　③企業誘致について
　④新駅周辺整備について

２　教育行政について 教育長、
市長（２問目）

　①右京小学校関連について

６ ２２ 八尾　俊宏 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　六条奈良阪線について 建設部長

７ ３ １　小学生の登下校時の安全対策について 学校教育部長、
＜一問一答＞ 観光経済部長、

　①小学生の登下校時の安全対策について質問を行う 福祉部長

８ １５ 早田　哲朗 １　認知症の支援について 福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

２　生活困窮者自立支援について 福祉部長

３　未婚のひとり親世帯の支援について 子ども未来部長

４　生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画につい 観光経済部長
　　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

９ ３２ 井上　昌弘 １　市役所における障害者雇用について 総務部長
＜一括質問一括答弁＞

　①法定雇用の状況について

２　消防行政について 消防局長

　①消防広域化についての全国的な状況及び本市が県の広域化
　　計画に参加しなかったことの評価
　②救急出動における外国人対応について

３　水道事業について 企業局長

　①県による水道広域化計画と奈良市のスタンス
　②県による水道広域化計画と災害時の対応
　③水道水からのマイクロプラスチック検出報道について

４　補正予算について 都市整備部長

　①危険なブロック塀の取り壊し費用の公費助成について

１０ ２ 塚本　　勝 １　西大寺駅前周辺整備について 建設部長、
＜一括質問一括答弁＞ 都市整備部長

２　消防職員について 総務部長、
消防局長

１１ １９ 酒井　孝江 １　市政について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 企業局長

１２ １１ 太田　晃司 １　本市の公有財産売却並びに利活用について 財務部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市長

２　新公会計制度の運用について 財務部長

３　法定外税を新設する考え方について 財務部長

１３ ７ 阪本美知子 １　保育士不足の現状と対応について 子ども未来部長
＜一括質問一括答弁＞

２　公共サービスの水準と公契約条例について 市長

１４ ２８ 九里　雄二 １　本市のふるさと納税の現状と今後の取り組みについて 財務部長
＜一括質問一括答弁＞

２　健康寿命増進に向けたがん検診の推進について 健康医療部長

３　積水化学工業（株）所有地における跡地活用について 都市整備部長

４　大和西大寺駅及び周辺の開発について 都市整備部長

５　公立幼稚園／小・中学校／高校へのエアコン設置について 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

１５ ８ 山本　直子 １　生活保護制度について 福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

　①生活扶助費の引き下げについて
　②保護制度利用世帯のエアコン問題についてなど

２　市の住宅施策について 市民生活部長

　①住宅確保要配慮者の支援について
　②賃貸住宅供給促進計画について
　③公営住宅の家賃保証問題についてなど

３　通学路の安全対策について 教育総務部長

　①富雄川沿いの転落防護柵設置について

４　新斎苑建設について 市民生活部長

　①防災対策調査費の執行状況について

１６ ６ 松下　幸治 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一問一答＞

　①市長の選挙公約で、トップダウンの改革から職員が自ら行
　　動・変革する組織を目指すとしながら、シェアサイクル事
　　業で、中国企業モバイクに対し独占的に市民の財産を使用
　　させる「市長決裁」をしたことについて。

２　行政組織編成について 市長

　①行政組織条例の提案権は、「市長」だけでなく、「議会」
　　にもあり、組織運営の効率性は地方自治法第１３８条の３
　　で定められていることから、課長補佐級以上の管理職を削
　　減し、係長を管理職とすることについて。

３　学校教育におけるカリキュラムについて 教育長

　①市立一条高校のカリキュラムを週５日制から半週制（週３．
　　５日＋α）とすることで、定員を二倍にし、中高一貫校（
　　県立奈良高校と同等水準）特進コースの新設が可能になる
　　が、半週制導入の課題・問題点について。

４　学校のエアコン設置について 教育長

　①民間斎苑を選択すると、合併特例債をエアコン設置財源と
　　することができ、市有施設全体でのエネルギー政策により、
　　コスト対効果を高めるべきだが、市の経済発展（戦略）で
　　エアコン未設置による経済的損失の認識について。

５　中核市における児童相談所設置について 子ども未来部長

　①人口３０万人程度の中核市において児童相談所設置は財政
　　的に問題があり、人的資源も県と奪い合うなど運営上の課
　　題もある。県警との連携を考え、県と児童相談所を共同設
　　置するという効率的で現実的な選択肢について。

１７ １７ 大西　淳文 １　バンビーホームでの夏休み等の食事提供について 市長
＜一問一答＞

　①成果と課題等　※キャンセルされた弁当が廃棄されている
　　ことについて

２　補正予算の空調設備整備設計について 教育総務部長

　①導入方式等　※従来方式やＰＦＩ方式等の選定について
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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

１８ １３ 横井　雄一 １　行政改革について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①家庭系ごみ収集業務の民間委託の進捗状況について問う。
　②２９年度決算から見た財政効果について問う。
　③奈良市清美公社以外の民間会社に委託する時期等について
　　問う。

２　小・中学校等のエアコン設置について 教育長

　①小・中学校へのエアコン設置計画について
　②財源措置について
　③導入後の夏休み期間変更等影響について

３　観光行政について 観光経済部長

　①高畑かいわいの観光地としての打ち出し方について問う。

４　奈良市適応指導教室のあり方について 学校教育部長

　①奈良市民が利用できないケースを改める必要性を問う。

５　滞納税徴収業務のあり方について 財務部長

　①徴税業務のあり方について問う。

１９ ２４ 内藤　智司 １　奈良市の児童相談所事業計画について 向井副市長、
＜一括質問一括答弁＞ 子ども未来部長

　①奈良市児童相談所事業の基本方針、基本計画策定について
　②奈良市が目指す児童相談所のイメージについて
　③一時保護所の考え方について
　④人材確保、人材育成等人員計画について

２　平成３１年度予算編成に当たって 市長、
財務部長

　①事業評価における予算と決算の関連性について
　②財政における今後の人件費の方針（方向性）について

２０ ２６ 藤田　幸代 １　認知症対応について 市民生活部長、
＜一問一答＞ 福祉部長

　①本人による住民票転出手続の取り扱いについて
　②介護サービスを維持するための対応について

２　防災減災対策について 危機管理監

　①ハザードマップについて
　②災害時に避難行動をとれるための取り組みについて

３　興東館柳生中学校の防災対策について 教育総務部長、
教育長

　①２年続けて起きた自然災害の認識について
　②統合再編時の立地環境への対策について
　③危険箇所を抱える現状に対しての課題認識について

４　環境清美工場の延命化とクリーンセンター建設の見通しと 市長
　　の整合性について

　①現在の環境清美工場の延命化の方針が適切なのかについて
　②環境清美工場の延命化とクリーンセンター建設の見通しと
　　の整合性について
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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

２１ ９ 白川健太郎 １　平城京天平祭について 市長、
＜一問一答＞ 観光経済部長

２　介護事業について 福祉部長

３　生活道路や通学路の整備状況について 建設部長、
教育総務部長、
市民生活部長

２２ ２５ 植村　佳史 １　新斎苑整備事業について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①地元住民の合意状況等について

２　消防行政について 市長、
消防局長

　①救急業務の状況について

３　医療事業行政について 市長、
健康医療部長

　①市立奈良病院リニアック棟の患者移動通路の過酷な温度差
　　について

４　環境行政について 市長、
環境部長

　①議案第９４号　奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
　　の一部改正について

２３ １ 道端　孝治 １　災害発生時における保護者への情報伝達について 学校教育部長、
＜一問一答＞ 子ども未来部長

　①生徒、児童、園児の安否確認について

２　奈良市本庁舎耐震化基本構想について 危機管理監、
財務部長

　①非構造部材・建築設備の耐震化の目標と基準について

３　指定避難所の開設について 危機管理監

　①開設の準備と運営について

２４ １８ 柿本　元気 １　平成２９年度決算について 財務部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市長

２　消防局の人員適正化について 市長

３　議案第９４号について 市長

２５ ５ 林　　政行 １　市役所の耐震化について 財務部長
＜一問一答＞

２　スロープの購入補助について 市民生活部長

３　バリアフリーについて 市民生活部長

４　防災情報（エリアメール）について 市長

５　子ども会議について 市長
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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

２６ ２９ 三浦　敎次 １　奈良市立看護専門学校について 健康医療部長
＜一括質問一括答弁＞

　①奈良市立看護専門学校卒業生の進路について問う

２　クリーンセンター建設計画について 環境部長

　①現状の打開策について、どのように考えているのかについ
　　て問う

３　避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針につい 危機管理監
　　て

　①避難行動要支援者名簿は生かされているのかについて問う

２７ １６ 三橋　和史 １　消防車や救急車の円滑で安全な交通について 市長、
＜一問一答＞ 消防局長

　①交通渋滞等による緊急車両への影響について
　②現場急行支援システム（ＦＡＳＴ）の導入について
　・道路情報板等との連携について
　・関係機関との協議の推進について

２　防災対策について 市長、
危機管理監

　①耐震改修の促進について
　②奈良市地域防災計画について
　③避難情報の発令方法の改善について
　④災害情報等の発信方法について

３　決算及び予算編成について 市長

　①決算の意義について
　②予算編成について
　③同報系防災行政無線の整備に関する財政措置について

４　公有財産の管理及び資産経営について 市長

　①公有財産の管理及び資産経営の実態について
　②行政財産使用料等の私的流用事件について

５　個人情報の漏えい事件について 市長

６　県立高等学校の再編計画について 教育長

　①県からの情報提供が不十分であることについて
　②中学生の進路選択及び進路指導への悪影響について

７　新富雄橋交差点の改善について 市民生活部長

　①交通渋滞の解消について
　②交通安全の確保について
　③関係機関との協議について

８　障害福祉について 福祉部長

　①公共窓口における配慮について
　②障害者差別解消法に基づく職員対応要領の策定について

９　成人式について 教育総務部長

　①成人年齢の引き下げによる影響について
　②成人式における服装に関する配慮について
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