
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ２９自民党 １　平成３０年度決算報告について 市長
奈良市議会・結の会代表

三浦　敎次 　①財政構造改革の断行の成果について問う
＜一括質問一括答弁＞

２　新斎苑について 市長

　①公害調停の方向性について問う

３　クリーンセンターの移転建設について 市長

　①５市町勉強会での候補地選定について問う
　②市長の建てかえへの意欲について問う

４　無秩序な残土搬入への対応について 市長

　①奈良市北椿尾地区からの陳情書について問う

５　市庁舎耐震改修について 市長

　①工事に係る配慮について問う
　②市庁舎に係る意見を吸い上げる場の設置について問う

６　教育現場での働き方改革について 教育長

　①平成３０年度の実績について問う

２ ３９公明党 １　危機管理施策について 市長
奈良市議会議員団代表

森岡　弘之 ２　新・奈良市行財政改革重点取組項目について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　ホストタウン事業について 市長

４　クリーンセンター建設事業について 市長

３ １２改革新政会代表 １　市長の市政運営について 市長
階戸　幸一
＜一問一答＞ 　①児童相談所について

　②クリーンセンターについて
　③耐震化に関する事業決定について
　④各種外郭団体並びに観光協会について
　⑤地域自治協議会について
　⑥働き方改革について

２　教育運営について 教育長

　①教育委員会から見た地域自治協議会について
　②働き方改革について
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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

４ 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市長職の多選制限について（１期目のマニフェスト）
＜一括質問一括答弁＞ 　②労働基準法で義務化されている市職員団体との３６協定の

　　締結について

２　憲法問題について 市長

　①９条改憲の根拠になってきた自衛隊員募集のための名簿提
　　供問題について

３　韓国・慶州市との姉妹都市提携について 市長

４　消費増税について 市長

５　幼児教育・保育の無償化について 市長

６　県の進める水道広域化について 市長

７　２０１８年度の決算について 市長

８　会計年度任用職員制度について 市長

９　マイナンバーカードについて 市長

１０　国保について 市長

１１　新斎苑について 市長

１２　新クリーンセンターについて 市長

１３　生活保護について 市長

５ １ 道端　孝治 １　富雄・富雄第三中学校区における市立幼保施設の再編実施 子ども未来部長
＜一問一答＞ 　　方針について

２　一次避難所における防災施策について 危機管理監

　①備蓄品について
　②自主防災組織との連携について
　③避難所配置職員について

３　公用車へのドライブレコーダー設置について 総務部長

６ ２７ 田畑日佐恵 １　小・中学校のウオータークーラーの設置について 教育部長
＜一括質問一括答弁＞

２　通学路にかかわる歩道橋の管理状況について 建設部長

３　特殊詐欺防止の対策について 危機管理監

４　多胎妊婦健診の助成について 健康医療部長
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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 ３ １　防犯ブザーについて 教育部長
＜一問一答＞

　①小学１年生に配付している防犯ブザーについて

２　黒髪山キャンプフィールドについて 教育部長
　
　①黒髪山キャンプフィールドの活用について

３　教育行政について 教育部長

　①次世代のリーダー育成について

４　特別支援教育について 教育部長

　①特別支援教育に関する取り組みについて

８ ２１ 北村　拓哉 １　生活保護行政について 福祉部長
＜一問一答＞

　①国や県の監査の指摘事項について
　②ケースワーカーについて
　③保護申請から決定にかかる日数について、その他

２　幼児教育・保育の無償化について 子ども未来部長、
総務部長

　①認可外保育施設の安全性について
　②ファミリー・サポート・センターの安全確保の条件整備に
　　ついて
　③給食食材実費徴収の負担軽減について、その他

９ ６ 松下　幸治 １　新地方公務員制度について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①人件費と人件費相当の物件費の総額の今後の推移について
　②特別職だった臨時・非常勤職員は一般職の会計年度任用職
　　員になるが、今後の一般職の人員削減と民間委託の方針に
　　ついて

２　奈良市立看護専門学校について 市長

　①奈良市立看護専門学校の経営実態・運営状況について
　②入学者の約２０％が退学する異常事態の改善策について

３　教育長ビジョンについて 教育長

　①ＧＩＧＡスクールネットワーク構想について（外部人材の
　　活用を含む）※個別最適化・遠隔教育・ＩＣＴ環境・ＳＩ
　　ＮＥＴ活用・防災機能
　②小学校での教科担任制について

１０ ２ 塚本　　勝 １　消防広域化と消防指令業務について 消防局長
＜一括質問一括答弁＞

２　奈良市総合防災訓練について 危機管理監

３　新・奈良市行財政改革重点取組項目について 総務部長、
市長

　①成果について
　②企業誘致について

４　ＳＤＧｓ推進に向けての取り組みについて 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

１１ １５ 早田　哲朗 １　大規模地震に備える市の体制について 危機管理監
＜一問一答＞

２　本市の高齢者、障害者等への大規模地震発生時の対策につ 危機管理監、
　　いて 福祉部長

３　市立小・中学校のトイレ改修について 教育部長

４　本市における鉄道駅のバリアフリー化について 福祉部長

１２ ７ 阪本美知子 １　幼児教育・保育の無償化における認可外保育施設について 総務部長、
＜一括質問一括答弁＞ 子ども未来部長

２　会計年度任用職員制度について 総合政策部長

３　学校給食における食品ロスについて 教育部長

４　西ノ京駅周辺の道路整備について 建設部長

１３ ９ 白川健太郎 １　あやめ池市有地売却について 市長
＜一問一答＞

２　平松地域のまちづくり及び子どもセンター開設について 市長、
子ども未来部長、
都市整備部長

３　伏見南小学校前の通学路整備について 教育部長

１４ １７ 大西　淳文 １　財政調整基金等について 市長
＜一問一答＞

　①中核市の標準財政規模との割合（平均）、奈良市の割合、
　　他基金も含め今後どのような計画を持っているのか。

２　給食調理室の空調工事について 教育部長
　
　①ＧＨＰ（ＬＰ）を選択した理由、コスト面等について

３　行政・教育財産の目的外使用について 総務部長、
教育部長、

　①奈良県内市の状況等について 企業局長

４　スマートフォン決済について 総務部長、
企業局長

　①税、上下水道料金等の対応について

１５ １１ 太田　晃司 １　市有地売却における対応について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　宅地開発事業における行政指導について 都市整備部長、
消防局長

３　災害時の備蓄体制について 危機管理監

１６ ２８ 九里　雄二 １　県総合医療センター移転跡地のまちづくり構想について 向井副市長
＜一括質問一括答弁＞

２　農業用ため池管理保全法施行に伴う本市のため池管理対応 建設部長、
　　について 観光経済部長

３　本市の冠水・浸水箇所と整備マップについて 危機管理監

４　公立小中学校の学習指導要領並びに標準授業時数改訂に向 教育部長
　　けた本市の教育施策について
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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

１７ ４ 山出　哲史 １　奈良市立学校に派遣されているスクールソーシャルワーカ 教育部長
＜一問一答＞ 　　ーの増員について

２　７月８日の庁内訓練を経て、９月１日に本市で初めて「市 危機管理監
　　全域での一斉開催」のもとで行われた奈良市総合防災訓練
　　の結果をどのように評価しているか、また、今後どのよう
　　に生かしていくのかについて

１８ １９ 酒井　孝江 １　市政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

１９ 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。
　②３０年度決算から見た財政効果について問う。
　③奈良市家庭系ごみ収集運搬業務委託の特長について問う。

２　法律相談事業の充実について 総務部長

　①法律相談事業の社会的意義と行政サービスの役割について
　　問う。

３　投票率の向上について 選挙管理委員会委員長

　①投票所の告知の仕方について問う。

２０ ３１ 鍵田美智子 １　奈良市の観光政策について 市長、
＜一問一答＞ 観光経済部長

　①各案内所の体制について

２１ １６ 三橋　和史 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一問一答＞

２２ ２２ 八尾　俊宏 １　道路行政について 市長、
＜一問一答＞ 都市整備部長、

建設部長

２　環境行政について 市長、
環境部長

２３ ５ 林　　政行 １　香害・化学物質過敏症について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 教育長

２　ユニバーサルデザインについて 市長、
教育長

３　ＵＤフォントについて 市長、
企業局長

２４ ３０ 松石　聖一 １　まちづくり・都市計画について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　高齢者福祉について 市長

３　防災対策について 市長

４　針テラスについて 市長

５　新斎苑と奈良市設墓地の管理について 市長

６　環境清美行政について 市長
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