
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ２２自民党奈良市議会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
八尾　俊宏

＜一括質問一括答弁＞

２ １４公明党 １　議案について 市長
奈良市議会議員団代表

宮池　　明 　①一般会計補正予算第４号教育費から小中学校の空調設備の
＜一括質問一括答弁＞ 　　整備費について

　②議案第１１３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

２　行政姿勢について 市長、
教育長

　①市庁舎耐震化に伴う教育委員会の一部移転の検討について
　②新斎苑整備事業について

３　まちづくりについて 市長

　①旧奈良県総合医療センター跡地活用まちづくりについて
　②都市機能の最適化について

４　防災・減災対策について 市長

　①奈良市において被災者を支援するシステムが導入されてい
　　るにもかかわらず稼働できていないことについて

５　子ども・若者政策について 市長

　①若者サポートセンターの相談事業からさらなるひきこもり
　　支援の構築について
　②児童相談所設置について
　③奈良市発達センターの拡充について

６　風疹対策について 市長

　①本市の現状と抗体検査の取り組みについて

７　観光施策について 市長

　①朝型観光施策の構築について

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成３０年１２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

３ ３ 改革新政会代表 １　財政について 市長

＜一問一答＞ 　①中長期の財政見通しについて
　②財政健全化について

２　教育行政について 教育長

　①少人数学級見直しの影響等について
　②いじめ対応支援員見直しの状況等について
　③特別な支援を要する子供への支援のあり方、考え方につい
　　て

３　防災行政について 市長

　①避難所開設の課題について
　②避難所開設の地域協力について

４　福祉行政について 市長

　①医療と介護の連携について

５　市役所機能について 市長、
向井副市長、

　①耐震化について 西谷副市長、
　②組織見直しについて 教育長、

企業局長

６　子育て支援について 市長

　①少子化対策について

４ ９ 日本共産党 １　国政とのかかわりについて 市長
奈良市会議員団代表

白川健太郎 　①憲法改定について
＜一括質問一括答弁＞ 　②消費税１０％への増税と奈良市経済への影響について

２　県政とのかかわりについて 市長、
教育長、

　①県立高校削減（学校規模適正化計画）について 企業局長
　②地域別診療報酬について
　③水道事業の広域化について

３　市政課題について 市長

　①児童相談所設置と平松地域のまちづくりについて
　②市立小中学校・幼稚園へのエアコン設置について
　③新斎苑建設について
　④幼児教育無償化・幼保再編について
　⑤職員採用について

５ ２ 新風政和会代表 １　行財政改革重点取組項目について 市長
塚本　　勝

＜一括質問一括答弁＞ ２　市教育委員会の移転案について 市長

３　積水跡地周辺の整備計画について 市長

４　消防行政について 市長

５　西大寺駅周辺整備について 市長

６ ３４ 森田　一成 １　本市における「まちづくり」の取り組みについて 市長
＜一括質問一括答弁＞
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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 ３８ 伊藤　　剛 １　富雄丸山古墳と周辺の県市連携について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　平城京復元模型について 市長

３　電力調達における成果について 総務部長

４　立地適正化計画について 都市整備部長

５　企業局旧西部営業所の活用について 企業局長

６　鶴舞給水塔の耐震性と今後の取り扱いについて 企業局長

８ １２ 階戸　幸一 １　職員の人件費について 総務部長
＜一問一答＞

　①全国の中核市との比較について
　②全職員給与と一般行政・技能職給与について
　③奈良県の地域手当について

２　地域自治協議会について 市民活動部長

　①自治連合会と行政との協議について
　②庁内検討委員会について
　③行政の支援体制について

３　地域自治協議会について 教育総務部長

　①拠点整備に対して教育委員会の支援体制について

９ ８ 山本　直子 １　民生金庫について 福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

　①民生金庫が果たしてきた役割について
　②生活に必要な家具什器に指定されているエアコンなどの購
　　入支援について

２　議案第１１３号　奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条 環境部長
　　例の一部改正について

３　第二阪奈道路の来年からの環境調査について 健康医療部長

４　富雄丸山古墳発掘調査及び現地説明会について 教育総務部長

５　富雄丸山古墳周辺のまちづくりについて 西谷副市長
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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

１０ ５ 林　　政行 １　（仮称）奈良市子どもセンターについて 市長
＜一問一答＞

　①児童相談所供用開始に向けて現在行っている職員派遣につ
　　いて

２　拉致問題について 市民活動部長

　①奈良市の取り組みについて

３　バリアフリーについて 市民生活部長

　①歩道の段差２センチメートル解消の進捗状況について

４　下水道事業について 財務部長、
企業局長

　①基準内・基準外繰り入れについて

５　スズメバチなどの駆除について 健康医療部長

　①スズメバチ駆除などの補助制度について

６　性同一性障害の方への対応について 福祉部長、
市民生活部長、

　①国民健康保険制度・介護保険制度・後期高齢者医療制度、 健康医療部長
　　マイナンバー通知カード及び乳がん検診について

１１ １７ 大西　淳文 １　奈良市ポイ捨て防止に関する条例について 市長
＜一問一答＞

　①禁止事項やエリアについて

２　大阪万博開催決定を受けての所感について 市長

　①今後の観光戦略等の取り組みについて

３　職員の懲戒処分について 企業局長

　①組織の立て直しについて

１２ １３ 横井　雄一 １　福祉行政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①人工内耳の買いかえ支援制度の必要性について問う。

２　まちづくりについて 西谷副市長、
建設部長

　①奈良市私道整備事業補助金交付要綱の充実の必要性につい
　　て問う。　

１３ ２７ 田畑日佐恵 １　認知症施策の推進について 福祉部長
＜一括質問一括答弁＞

２　小・中・高等学校の「がん教育」の本市の実施について 学校教育部長

３　投票率向上のための本市の取り組みについて 選挙管理委員会委員長

４　旧奈良監獄活用事業について 総合政策部長、
観光経済部長

５　観光客に対する災害時の支援体制について 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

１４ ４ 山出　哲史 １　児童、生徒の安全な登下校をより確かなものにするための 学校教育部長
＜一括質問一括答弁＞ 　　取り組みについて

２　奈良市行政における職員ポータル導入の効果について 総務部長

３　庁内連携を担うコーディネーター人材育成のための具体的 総務部長
　　な取り組みについて

１５ ３２ 井上　昌弘 １　下水道事業について 市長、
＜一問一答＞ 企業局長

　①使用料改定について

２　水道事業について 企業局長

　①広域化及びコンセッションについて

３　奈良公園内での高級リゾートホテル計画について 都市整備部長

４　道路行政について 建設部長

　①市道の維持・補修について

１６ １６ 三橋　和史 １　観光経済政策について 市長
＜一問一答＞

　①観光客数の推移について
　②経済統計分析について
　③各分析の財政政策等への反映について

２　耐震問題について 市長

　①耐震改修促進法に基づく行政指導について
　②建築基準法に基づく行政指導について
　③公の施設の耐震問題について

３　公有財産の管理及び資産経営について 市長

　①管理者不明施設の数及び位置等の把握状況について
　②不法占用物の数及び位置等の把握状況について
　③公有財産の売却について

４　懲戒処分について 市長

　①懲戒処分のあり方について
　②不祥事を未然防止する職場環境の整備について

５　消防車や救急車の円滑で安全な交通について 市長、
消防局長

　①現場急行支援システム（ＦＡＳＴ）について
　②関係機関との協議について
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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

１７ ６ 松下　幸治 １　認知症の調査について 健康医療部長
＜一括質問一括答弁＞

　①認知症は初期段階での発見と対策が重要であるが市の認識
　　を問う。

２　認知症に伴う資産管理について 福祉部長

　①認知症に伴う資産凍結や契約トラブルの問題への対応につ
　　いて。

３　家庭ごみ有料化及び地域還元策について 市長

　①答申に基づく家庭ごみ有料化の早期実現により市民負担か
　　ら受益者負担に転換することで、市民負担分を地域活性化
　　に資する還元財源にすること。

４　学校規模適正化について 教育長

　①政策実現に向け小規模校の分校化、ＩＣＴを活用した合同
　　授業及び交流授業、市内留学や特認校制度など今後どのよ
　　うに進めることにより地元住民の理解を求め、学校規模適
　　正化を早急実現することで趣旨を貫徹するのかについて

５　市立大学の設置及び大学との連携について 教育長、
市長

　①地方創生には大学の役割が重要である。市立大学設置の必
　　要性について
　②大学との包括連携協定締結により交流を活発化し、インタ
　　ーンの受け入れによりオープンでコンパクトな役所をつく
　　ることに対する市長の姿勢について

１８ １０ 山本　憲宥 １　災害に強いまちづくりについて 消防局長
＜一問一答＞

　①市民メディカルラリー２０１８について

２　本庁舎耐震化基本構想について 財務部長

　①耐震補強改修工法の選定理由について

３　高等学校講堂建替事業について 教育総務部長、
建設部長、

　①予算計上の疑問点について 財務部長

４　学校規模の適正化について 教育総務部長、
学校教育部長

　①平城西中学校区統合再編計画について
　②県立高校再編計画による影響について
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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

１９ ２８ 九里　雄二 １　奈良県総合医療センター移転後のまちづくりについて 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　災害時避難所の環境確保と要配慮者の福祉避難所について 危機管理監

３　税収の推移と本市の税収に占める地方消費税交付金につい 財務部長
　　て

４　高齢者の運転免許証返納に伴う外出補助について 福祉部長

５　介護認定作業の課題と対応について 福祉部長

６　データヘルス計画の調査結果の分析と今後の取り組みにつ 健康医療部長
　　いて

２０ ３１ 鍵田美智子 １　森林環境政策について 観光経済部長、
＜一問一答＞ 教育総務部長、

市民生活部長、
学校教育部長、
市長

２　環境政策全般について 市長、
環境部長

２１ ２０ 山口　裕司 １　議案第１１１号　奈良市行政組織条例の一部改正について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　新・奈良市行財政改革重点取組項目について 市長

３　聴覚障害児・者への支援について 福祉部長、
学校教育部長、

　①人工内耳機器の買いかえ支援について 危機管理監
　②聴覚障害児への教育について
　③災害時における情報保障について
　

２２ 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＞

２３ ７ 阪本美知子 １　新・奈良市行財政改革重点取組項目について 財務部長、
＜一括質問一括答弁＞ 総合政策部長、

　①債権回収強化 総務部長
　②外郭団体の経営自立
　③給与制度の見直し

２　コンセッション方式による水道の民間委託について 企業局長

２４ １９ 酒井　孝江 １　市政について 市長
＜一括質問一括答弁＞
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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 ３０ 松石　聖一 １　道路の安全対策について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　国際女性デーの取り組みについて 市長

３　環境対策について 市長

４　猿沢池周辺のまちづくりについて 市長

５　鹿野園周辺の活性化と防災対策について 市長

６　環境清美行政について 市長

７　防災対策と消防力の充実について 市長

８　高齢化と施設の充実について 市長
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