
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ １３自民党 １　市長の政治姿勢について 市長
奈良市議会・結の会代表

横井　雄一 　①本庁舎の耐震化工事について
＜一括質問一括答弁＞ 　②新斎苑建設事業の進捗について

　③選挙公約「ＮＡＲＡ　２０２１」の進捗について
　④企業誘致について
　⑤児童相談所について
　他

２　教育行政について 教育長

　①子供の登下校の安全について

２ ２８公明党 １　市民の安心安全確保に向けた本市の危機管理対応について 市長
奈良市議会議員団代表

九里　雄二 　①多発している殺傷事件や車の暴走事故に対する危機管理の
＜一括質問一括答弁＞ 　　考えと対策

２　市役所本庁舎の耐震化方針について 市長

３　新斎苑建設推進状況について 市長

４　児童虐待防止に関する本市の体制整備について 市長

５　平松地域の県総合医療センター移転跡地のまちづくりにつ 市長
　　いて

６　高齢化への主要政策について 市長

　①認知症
　②地域包括ケア
　③ひきこもり

７　滞在型観光政策の取り組みについて 市長

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表

（令和元年６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

３ ２４改革新政会代表 １　危機管理体制について 市長
内藤　智司

＜一括質問一括答弁＞ 　①組織改正に伴う庁内の危機管理体制の機能強化について

２　針テラス事業について 市長

　①針テラス問題の経過、裁判の進捗等の現状について
　②今後の展開について

３　地域自治協議会について 市長

　①これまでの取り組みの経過から組織改正の考え方について
　②地域づくりコーディネーターの役割について

４　クリーンセンター建設事業について 市長

　①ごみ発電を中心とした再生可能エネルギーを活用したまち
　　づくり構想について

５　（仮称）子どもセンター事業について 市長

　①児童相談所設置に向けて、人材育成や人材確保の現状につ
　　いて
　②児童福祉法等改正後の市の対応について
　③児童相談所業務移譲に向けた県との調整状況について
　④本市の財政状況における子どもセンターの財政負担の影響
　　について

６　新斎苑建設事業について 市長

　①工期延長に至るまでの行政判断について
　②地元協議における地域活性化対策の計画について

７　本庁舎耐震化について 市長、
西谷副市長

　①工事工程における各執務室の配置と移動方法の考え方につ
　　いて
　②仮設工事における種類、工事量と予算について
　③長寿命化工事の考え方について
　④窓口一元化工事における市民サービスの影響について
　⑤その他について

４ ８ 日本共産党 １　憲法９条と平和について 市長
奈良市会議員団代表

山本　直子 　①憲法９条に自衛隊を書き込む改憲について
＜一括質問一括答弁＞ 　②自衛隊員新規募集における入隊適齢者の名簿開示について

２　暮らしと地域経済について 市長

　①１０月からの消費税増が市民の暮らしや地域経済に及ぼす
　　影響について
　②増税を財源にした「幼児教育・保育の無償化」について

３　国民健康保険制度について 市長

　①制度の抜本的改正と保険料引き下げについて
　②子どもの均等割減免について

４　市役所庁舎の耐震化計画について 市長

５　新斎苑建設について 市長

６　新クリーンセンター建設とごみ処理施設の広域化について 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

５ １ 道端　孝治 １　少年消防クラブの設立について 市長、
＜一問一答＞ 危機管理監、

　①これまでの市の取り組みについて 消防局長
　②国が財政的に支援する「自主防災組織等のリーダー育成・
　　連携促進支援事業」の活用について

２　教職員の不祥事について 教育長、
教育部長

６ ２７ 田畑日佐恵 １　特殊詐欺の防止について 危機管理監
＜一括質問一括答弁＞

２　もっと良くなる奈良県市町村応援補助金について 総務部長、
観光経済部長

３　認知症施策の推進について 福祉部長

４　市立奈良病院女性相談外来について 健康医療部長

７ １２ 階戸　幸一 １　成人式のあり方について 市長
＜一問一答＞

　①成年年齢引き下げによる２０歳成人式の式典のあり方につ
　　いて

２　地域自治協議会について 市民部長

　①地域自治協議会運営のあり方や人材確保について

３　教育行政について 教育部長

　①生徒児童の通学路及び校内の安全対策について
　②学校応援サポートについて

４　ごみ収集について 環境部長

　①高齢社会におけるごみ収集のあり方について

５　針テラス事業について 観光経済部長

　①任意売却について
　②針テラスの今後の考え方について

８ ２１ 北村　拓哉 １　平城西中学校区における施設一体型小中一貫校建設計画に 市長、
＜一問一答＞ 　　ついて 西谷副市長、

教育長

２　「奈良公園バスターミナル」オープン後の交通渋滞の影響 西谷副市長
　　について

９ ６ 松下　幸治 １　イエナプラン教育について 教育長
＜一問一答＞

２　幼小連携教育でのイエナプラン教育の導入について 教育長

３　平城西中学校区での学校統合について 教育部長

　①財政的観点から国の補助率を含む検討内容について
　②県立高校再編による進学問題から市立平城高校を設置して
　　小中高一貫教育（併設型）を実現することについて
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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

１０ ２２ 八尾　俊宏 １　観光行政について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 観光経済部長

２　環境行政について 市長

３　財政について 総務部長

１１ ２６ 藤田　幸代 １　クリーンセンター建設計画について 環境部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市長（２問目）

　①奈良市にとって、広域化が必要な理由について。
　②他の４市町での広域化への論議について。
　③広域化を論点にした議会での審議について。（２問目）
　④早急に候補地を選定する市長の取り組みについて。（２問
　　目）

２　食品ロス削減の取り組みについて 西谷副市長、
市長（２問目）

　①「第３次奈良市食育推進計画」において、食品ロス削減の
　　取り組みの位置づけについて。
　②奈良市食育推進会議、奈良市食育推進会議庁内連絡会、奈
　　良市食育ネットの体制の中で食品ロス削減に向けた取り組
　　みを検討課題にすることについて。
　③先進事例を参考にした具体的取り組みについて。
　④奈良市にとって幾重にもその効果が得られる食品ロス削減
　　を進める市長の考えについて。（２問目）

３　食のリスクコミュニケーションについて 健康医療部長

　①平成３０年度２月に開催された市民フォーラム「私たちの
　　食の安全～食品添加物の役割と食の安全～」について。
　②「食の安全に関するリスクコミュニケーション」という観
　　点において、食のリスクに関して正確な情報の共有と相互
　　の意思疎通を図る今後の取り組みについて。

１２ １８ 柿本　元気 １　奈良市の消防行政について 消防局長
＜一括質問一括答弁＞

２　避難所について 危機管理監

１３ ９ 白川健太郎 １　介護保険制度について 福祉部長
＜一問一答＞

２　平松地域のまちづくりについて 向井副市長

３　通学路の安全対策について 教育部長、
西谷副市長

１４ 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 教育部長

１５ １１ 太田　晃司 １　危機管理行政について 危機管理監
＜一括質問一括答弁＞

２　成人年齢引き下げに伴う成人式の実施について 教育長

３　投開票並びに投票率向上の施策について 選挙管理委員会委員長、

教育部長
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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

１６ １４ 宮池　　明 １　地域コミュニティーに対する市の姿勢について 市民部長
＜一問一答＞

　①市の自治会加入促進の取り組みについて質問します。

２　高齢者肺炎球菌感染症の定期接種の個別通知方法による接 健康医療部長
　　種勧奨について

　①厚生労働省は、高齢者の肺炎球菌ワクチンの定期接種の経
　　過措置を２０２３年度末まで５年間延長したその背景に、
　　平成２６年に定期接種化後の高齢者の肺炎球菌感染症の定
　　期接種率は、１０％～４０％程度にとどまっていることが
　　挙げられる。本市としても一層の接種勧奨の取り組みが求
　　められることから質問します。

３　受動喫煙防止対策の強化に関する市の対応について 健康医療部長、
総務部長

　①平成３０年７月に健康増進法の一部を改正する法律が成立
　　し、望まない受動喫煙の防止対策が強化されたことから本
　　市の対応について質問します。
　・法律の施行により、どのようなことが強化されるのか。
　・令和元年７月から、行政機関などが法律の趣旨に基づいて
　　望まない受動喫煙を防止する対策を強化しなければならな
　　いことから、市の対応について。

４　市庁舎の耐震化について 総務部長

１７ ７ 阪本美知子 １　会計年度任用職員制度について 総合政策部長、
＜一括質問一括答弁＞ 向井副市長

２　外郭団体の自立について 教育部長

３　学校給食のアレルギー対応について 教育部長

４　受動喫煙防止について 健康医療部長

１８ ５ 林　　政行 １　拉致問題について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　総合計画について 市長

３　虐待対応などについて 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

１９ １０ 山本　憲宥 １　新斎苑建設事業について 市民部長
＜一問一答＞

　①工期変更・設計変更への対応について

２　本庁舎耐震化について 西谷副市長、
総務部長

　①本庁舎の長寿命化計画の考え方について
　②耐震改修工事期間中の行政サービスについて
　③耐震改修案と建てかえ案の比較について

３　一条高等学校学科再編について 教育長、
教育部長

　①受験生への対応について
　②科学探求コースについて
　③再編のビジョンについて

４　観光客誘致と交通政策について 都市整備部長

　①なら１００年会館東側道路に長時間駐停車する観光バスへ
　　の対応について

５　市民だよりの配布方法の変更について 総合政策部長

　①ポスティングによる配布の問題点について

２０ ４ 山出　哲史 １　今年度行われた組織改正を踏まえた、防災行政施策のあり 危機管理監
＜一問一答＞ 　　ようについて

２１ ２ 塚本　　勝 １　災害対策について 健康医療部長、
＜一括質問一括答弁＞ 危機管理監

　①市立奈良病院の体制について
　②避難勧告等に関するガイドラインについて

２２ ３ １　協働活動などについて 向井副市長、
＜一問一答＞ 福祉部長、

　①ボランティア支援などについて質問を行う 市民部長

２３ １７ 大西　淳文 １　消防法違反について 教育長
＜一括質問一括答弁＞

　①消防法に違反している対象物の是正対応について

２４ １６ 三橋　和史 １　市長及び幹部職員の職務姿勢について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 副市長、

全部長

２５ ３７ １　市長の政治姿勢について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２６ ３０ 松石　聖一 １　針テラスについて 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　防犯カメラについて 市長

３　新斎苑について 市長

４　まちづくりについて 市長

５　学校施設のエアコンの設置について 市長
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