
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ３６自民党奈良市議会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
北　　良晃

＜一括質問一括答弁＞ 　①市の財政・予算について
　②消費税増税について
　③合併特例債・新市建設計画について
　④新斎苑建設について
　⑤クリーンセンター建設計画について
　⑥企業誘致について
　⑦東部地域の振興について

２ １８改革新政会代表 １　財政について 市長
柿本　元気
＜一問一答＞ 　①補正予算について

　②当初予算について

２　観光施策について 市長

　①針テラスについて
　②ならまちセンター前の駐車場について

３　クリーンセンターについて 市長

４　児童相談所について 市長

５　次期奈良市総合計画について 市長

６　消防行政について 市長

７　人権施策について 市長

３ 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３１年度予算　職員給与等削減について
＜一括質問一括答弁＞ 　②防災減災対策について

　③下水道条例一部改正について
　④ごみ処理の広域化について
　⑤観光行政について

２　高齢者施策について 市長

　①高齢者の活躍と居場所づくりについて

３　子ども若者支援について 市長、
教育長

　①児童虐待防止対策について
　②「リスなら（若者サポートセンター）」の取り組みについ
　　て
　③春日中学校夜間学級の教育環境と指導体制の充実について

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表

(平成３１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 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）国政とのかかわりについて
＜一括質問一括答弁＞ 　①消費税増税について

　②平和をめぐる問題に関連して
　③原発ゼロを目指すことについて

（２）県政とのかかわりについて
　①奈良県の進める事業と本市のまちづくりや市民の暮らしに
　　ついて
　②水道の広域化について
　③国民健康保険の県単一化について

２　平成３１年度（２０１９年度）予算案について 市長

３　本庁舎の耐震化について 市長

４　新斎苑整備事業について 市長

５　議案第５５号　奈良市下水道条例及び奈良市農業集落排水 市長、
　　処理施設条例の一部改正について 企業局長

６　ごみ処理について 市長

７　学校規模適正化計画について 市長、
教育長
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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

５ １６新風政和会代表 １　消防車や救急車の円滑で安全な交通について 消防局長
三橋　和史
＜一問一答＞ 　①ＥＴＣレーンの通行体制の整備について

２　生命を守る政策について 市長

　①公の施設の耐震問題について
　②職員の労働環境の安全確保について
　③通学路等の危険箇所の対策について
　④避難所の指定について

３　教育について 市長、
教育長

　①初等中等教育に対する考え方について
　②市立高等学校の運営について

４　財政について 市長

　①公務員給与の引き下げについて

５　クリーンセンターの移転建替推進について 市長

　①広域化の是非について
　②現施設（環境清美工場）の運営について

６　新斎苑整備事業について 市長

　①執行状況について
　②現施設（東山霊苑火葬場）の安全性について

７　行政執行について 市長

　①資産経営について
　②地方自治について
　③行政法について
　④議会に対する対応について

８　職員の法務能力の向上のための取り組みについて 市長

　①昇任試験について
　②管理職員の自己研鑽について
　③市長の自己研鑽について

９　同報系防災行政無線の整備について 市長

　①聴取区域調査の結果について
　②整備計画について
　③地域防災計画への反映について

６ １１ 太田　晃司 １　次期総合計画の策定について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　就労支援施策と共生保障の考え方について 福祉部長、
観光経済部長

３　大和西大寺駅周辺における都市計画について 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

７ ４ 山出　哲史 １　（仮称）奈良市子どもセンターについて 子ども未来部長
＜一問一答＞

２　自治会活動、地域福祉活動、防災防犯活動、子どもの安全 市長、
　　見守り活動、学校運営への協力活動等の活動者育成を踏ま 総合政策部長、
　　えた働き方改革のありようについて 総務部長、

観光経済部長

８ １５ 早田　哲朗 １　奈良市道の維持管理について 建設部長
＜一括質問一括答弁＞

２　近鉄平城駅附帯設備整備等の内容について 市民生活部長

３　教育行政について 教育総務部長

　①小中学校のエアコンの設置に係る電気代について
　②神功小学校の雨漏り対策について

４　認知症対策について 福祉部長

５　風疹対策について 健康医療部長

９ ２１ 北村　拓哉 １　地域課題に総合的に対応できる専門部署の設置について 西谷副市長
＜一括質問一括答弁＞

２　名勝奈良公園内での高級ホテル建設について 都市整備部長、
市民生活部長

３　子ども施策について 市長

４　公共施設の長寿命化、耐震化について 市長

１０ ３７ １　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①新斎苑建設の進捗状況と課題について
　②ならまちセンター東側駐車場の土地利用について
　③奈良県北部地域におけるごみ処理広域化計画について
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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 ６ 松下　幸治 １　インフルエンザ等の疾病管理について 健康医療部長
＜一問一答＞

　①インフルエンザの感染経路とその対策（ワクチン接種・う
　　がい手洗い・適度な湿度保持・休養・栄養摂取・外出の抑
　　制・マスク・せきエチケット）において学校や職場など人
　　が集まる場所での公衆衛生の考え方を問う

２　インフルエンザ等の疾病管理における空調設備の整備で加 市長
　　湿機能つき空気清浄機の有効性について

　①厚生労働省のインフルエンザ対策Ｑ＆Ａで適度な湿度保持
　　が示されており、他市では、インフルエンザ対策で学校や
　　職場など人が集まる室内空間での適度な湿度の保持を求め
　　ているが、本市における湿度管理の認識について

３　インフルエンザ等感染症の疾病時における病気休業と欠席 総務部長、
　　（出席停止）の扱いについて 学校教育部長、

市長

４　体罰やいじめ、ＤＶ等における警察の関与について 市長

５　幼児教育及び小中一貫教育のビジョンについて 教育長

　①非認知能力の形成に重点を置いた幼児教育及び小中一貫教
　　育、一般に４・３・２制での成長過程に応じた教育区分を
　　定め、前半４年制教育を幼児教育期と捉え、後半５年制教
　　育を小中一貫教育の核にすることについて

６　平城西中学校区施設一体型小中一貫教育について 教育長

　①施設一体型小中一貫教育の実施に当たり、小学校区を広域
　　化することの課題が指摘される中、小学校低学年に配慮し
　　て、右京小学校区に分校を設置し７年制の幼年学校とし、
　　小中一貫教育の最適化を図ることについて

７　（仮称）奈良市子どもセンターについて 市長

　①市の計画では、「児童相談所・一時保護所」、「地域子育
　　て支援センター」、「子ども家庭総合支援拠点」、「子ど
　　も発達センター」の４つの機能を一つにするとのことであ
　　るが、教育委員会の「教育支援課」や「いじめ防止生徒指
　　導課」、女性政策（ＤＶ対策等を含む）、県警生活安全部
　　との連携など組織的一体性が重要であることから関係各所
　　を集約する組織や庁舎機能とすることについて
　　

１２ １３ 横井　雄一 １　奈良ブランドの推進について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①「奈良市清酒の普及の促進に関する条例」の活性化につい
　　て問う。

２　まちづくりについて 市長

　①ならまちセンター東側市有地の活用について、その基本方
　　針及びプロポーザルの内容等を問う。

３　教育行政について 市長、
教育長、

　①学校図書館図書整備に関し、文部科学省の方針と本市教育 教育総務部長
　　委員会の動きの乖離について問う。
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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

１３ ３ １　奈良市通学路交通安全プログラムについて 西谷副市長、
＜一問一答＞ 教育総務部長

　①取り組み方針等について問う

２　骨髄移植ドナー支援について 健康医療部長

　①骨髄移植ドナー支援に対する考え方を問う

１４ ３８ 伊藤　　剛 １　ポイ捨て防止対策について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　鶴舞団地周辺のまちづくりとＵＲ住宅のストック活用につ 西谷副市長
　　いて

３　富雄川流域の観光振興について 教育総務部長、
市長

４　登美ヶ丘小学校周辺の環境整備について 教育総務部長、
建設部長

５　デイジー教科書等の音声教材使用状況について 学校教育部長

１５ ９ 白川健太郎 １　市立病院の無料低額診療実施と院外薬局での低所得者に対 健康医療部長
＜一問一答＞ 　　する補助について

２　国民健康保険制度について 福祉部長

３　平松におけるまちづくりについて 向井副市長

４　通学路等市内道路の整備について 教育総務部長、
市民生活部長

５　あやめ池の土地売却について 財務部長、
都市整備部長

１６ ５ 林　　政行 １　多数の子供たちの参加が見込まれる式典などについて 市長
＜一問一答＞

２　公用車について 総務部長

３　障害者手帳カード化について 福祉部長

４　カラーユニバーサルデザインについて 危機管理監、
総合政策部長、
福祉部長

５　音声コードについて 福祉部長、
企業局長

６　奈良市犯罪被害者等支援条例について 市民活動部長

１７ １７ 大西　淳文 １　一般会計、特別会計予算について 市長、
＜一問一答＞ 環境部長

　①ふるさと納税について
　②ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業について
　③他

２　災害対策について 危機管理監

　①マンホールトイレの検討状況について

３　下水道事業会計予算について 企業局長

　①流域下水道市町村負担金について
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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 １ 道端　孝治 １　本庁舎耐震化事業について 財務部長
＜一問一答＞

２　事業継続計画の策定について 危機管理監

３　消防職員のインフルエンザ感染について 消防局長

４　富雄駅バスロータリーの安全確保と駅周辺市道整備につい 建設部長
　　て

１９ ３１ 鍵田美智子 １　奈良市の森林環境政策について 市長、
＜一問一答＞ 観光経済部長

　①森林環境譲与税
　②ＳＤＧｓの達成から見た森林環境行政
　③奈良市の鳥獣被害防止計画

２　入管法による外国人の受け入れ体制整備について 市長、
観光経済部長、

　①市民サービス 教育総務部長、
　②教育全般 学校教育部長、
　③医療サービス 健康医療部長

２０ １４ 宮池　　明 １　市庁舎の耐震化について 市長、
＜一問一答＞ 財務部長

２　下水道事業会計について 市長、
企業局長

３　財政について 総合政策部長、
財務部長

２１ １９ 酒井　孝江 １　市政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　教育について 学校教育部長

２２ ２９ 三浦　敎次 １　幼児教育・保育の無償化について 子ども未来部長
＜一括質問一括答弁＞

　①制度の概要について
　②給食費について
　③無償化の影響について

２３ 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＞

２　東山霊苑火葬場の保守整備点検について 市長

　①３１年度予算の火葬炉設備修繕予算７５０万円では２月２
　　８日付奈良新聞の報道にあった「火葬場老朽化で爆発の危
　　険」の懸念が払拭されないのではないか。

３　「ヘルプマーク」の取り扱い事業所の拡大について 市長

　①中核市で初めてヘルプマーク事業を展開し、福祉都市宣言
　　を行った奈良市としての民間福祉関連事業者への取り扱い
　　窓口の協力依頼について
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