
順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１ １１日本共産党 １　消費税増税反対と暮らしを守る課題について 市長

奈良市会議員団代表

北村　拓哉 　①消費税増税反対について
　②市独自の住宅リフォーム助成制度について
　③買い物弱者対策について

２　福井県大飯原発再稼働問題について 市長、
教育長

　①再稼働への認識について
　②関連して、教育長に「放射線等に関する副読本」
　　について

３　リニア中央新幹線について 市長

　①市民的議論を尽くす必要について

４　市長の政治姿勢について 市長

　①職員アンケートについて
　②議案第67号補正予算について
　③債権整理方針について

５　ごみ減量政策について 市長

　①焼却ごみを思い切って減らす方針について

６　中の川成身院跡の保護について 教育長

　①真言声明の源流であり、奈良の仏教修学の拠点寺院と
　　される中の川成身院跡の保護を求める。

７　木津中ノ川線拡幅問題について 市長

　①地元合意のない拡幅整備は困難との結論を
　　出すことについて

２ １８公明党奈良市議会 １　市長の行政姿勢について 市長
議員団代表

森岡　弘之 ２　環境行政について 市長

３　観光行政について 市長

４　教育行政について 教育長

３ ３４民主党 １　市長の政治姿勢について 市長
奈良市議会代表

山口　　誠 　①事業・業務の総点検結果報告の約54億円削減と
　　第４次総合計画の関係性について
　②保健所等複合施設新築工事の管理職員による
　　不祥事について
　③権限移譲による風致地区指定について（あやめ池地区）
　④（仮称）空き家対策条例について
　⑤（仮称）カラス等のえづけ禁止条例について
　⑥（仮称）伏見地域ふれあい会館について
　⑦地区社会福祉協議会等による地域コミュニティの
　　役割について

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２４年６月定例会）
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
４ ２５政翔会代表 １　市長の政治姿勢について 市長

森田　一成
　①職員不祥事のこと
　②ふれあい会館のこと

５ １６政友会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
北　　良晃

　①財政について
　②議案第73号について
　③合併について
　④地域づくりについて
　⑤リニア中央新幹線新駅誘致について

２　教育行政について 教育長

６ ３６ 西本　守直 １　不納欠損処理について 市長

　①市長は知らなかったのか

２　学校・園の用務員について 市長

　①契約方法の見直しは、いろんな点で問題がある

３　公契約条例について 市長

　①取り組みの具体的な内容について

４　県立奈良病院の建てかえについて 市長

　①新病院のアクセス道路について

７ ３１ 高橋　克己 １　奈良市の医療体制について 市長

　①市立奈良病院について
　②看護専門学校について

２　保育行政について 子ども未来部長

　①待機児童の解消
　②保育士の確保
　③都祁地区の廃園となった保育所の跡利用について

３　まちづくり行政について 市長、
都市整備部長

　①西大寺駅周辺整備について
　②奈良インター周辺整備について
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
８ ２１ 藤本　孝幸 １　動物愛護管理行政について 福井副市長、

保健所長
　①動物愛護の理念について
　②本市における動物愛護と管理施策の現状は
　③この中での課題
　④県条例との関係
　（２問目）本市独自の仮称動物愛護と管理条例が
　　　　　　必要ではないか

２　地域改善対策特別措置法失効10年について 市民活動部長

　①この10年でどのような変化があったのか
　②本市の人権施策の現状をどう御認識か
　③人権施策の課題と方向性について

３　観光施策について 観光経済部長

　①きたまちの観光施策の現状は
　②二つの新たな観光拠点の活用について
　③北山十八間戸について
　④今後の観光施策と地域活性化は

４　人口減少社会と子育て支援について 子ども未来部長

　①本市の人口減少の特徴について
　②子育て支援の現状は
　③少子化対策推進本部の今後について

５　教育行政について 教育総務部長、
学校教育部長

　①青少年の健全育成について（脱法ハーブについて）
　②人権教育の推進について（地域改善対策特別措置法
　　失効10年を迎え、本市の人権教育の課題と方向性）

９ ６ 横井　雄一 １　行政改革に関して 市長、
総務部長

　①管理職の管理能力向上等について

１０１０ 山本　直子 １　生活保護行政について 保健福祉部長

　①現在の奈良市における生活保護の状況
　②不正受給の実態
　③警察ＯＢの配置について　他

２　奈良市の今後の保育行政 子ども未来部長

　①保育所一般公募について
　②地方委任における保育所等の最低基準の条例について

３　国保行政について 市民生活部長

　①国保広域化
　②改正国保法について　他
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１１１９ 山中　益敏 １　徴収業務 総務部長

　①徴収の効率化と人材育成
　②債権整理について

２　防災行政 市民生活部長

　①避難所の運営について

３　ごみ収集行政 市長

　①ごみ排出困難者世帯における収集方法について

４　農業行政 観光経済部長

　①有害鳥獣からの被害対策について
　②青年就農給付金について

１２ ８ 階戸　幸一 １　休日夜間応急診療所業務内容について 市民生活部長
　

　①外部委託している受付業務からの入金と会計処理の
　　流れについて
　②公金着服事件発生について、会計処理での問題点や
　　原因について
　（２問目）公金着服事件発生について、会計処理での
　　　　　　改善策について

２　救急医療情報キットについて 保健福祉部長、
（２問目）

　①救急医療情報キットの対象者と開始時期について 市民生活部長
　（２問目）救急医療情報キットの導入に伴う要援護者名簿
　　　　　　の活用について
３　県立奈良病院跡地利用について 市民生活部長

　①地元との協議の経過並びに本市の体制について

４　通学路の安全確保、スクール・ゾーンについて 学校教育部長

　①通学路の路線点検の結果と改善要望について
　②スクール・ゾーンの定義とスクール・ゾーンの
　　設置箇所数について

　③幹線道路の交通規制による通学路の安全対策

５　近鉄学園前駅南北の交通規制による周辺道路への 都市整備部長、

　　影響について 市民生活部長

　①早朝の交通規制による生活道路や通学路への車の
　　流入について

６　狭い道路を迂回することができずに通学している 建設部長
　　現状と対策

　①富雄北幼稚園沿い道路の現状と安全対策について
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１３ ７ 酒井　孝江 １　議案第72号・73号、奈良市土地開発公社について 市長

　①通称塩漬け土地での将来負担の大きなおもし。
　　第三セクター等改革推進債発行が大きな分かれ目だが、

　　業務の凍結と解散へのスケジュールを聞きたい。

２　大和中央道について 建設部長

　①大和中央道の市担当部分で買収にかなり費用がかかる。

　　しかしこの道路計画は県立奈良病院から南は廃止
　　される。
　　南へつながらない道路を造ってもメリットがない。
　　近鉄線前後の市の部分は廃止すべきでは。

１４１２ 吉川　等子 １　議案第76号について 市長

　①経緯について

１５ ５ 宮池　　明 １　議案第73号について 市長、
総合政策部長

　①第三セクター等改革推進債を活用することの
　　政策決定における課題解決の方向性について

２　事業・業務の総点検について 総合政策部長

　①事業・業務の総点検における今後の取り組みについて

３　庁内ガバナンスについて 総務部長

　①管理・統治方法の見直し、ガバナンスを向上させる
　　取り組みについて

４　高齢者の生きがいづくりについて 保健福祉部長

　①総合計画にも明記されている高齢者の生きがいづくり
　　の観点における、介護予防の施策の充実について

１６３３ 松石　聖一 １　財政について 市長

　①土地開発公社の解散に伴う市民負担について

２　原発再稼働と節電対策について 市長

　①原発に対する考え方と環境対策

３　「まちづくり」について 市長
　

　①ならまちの振興計画について

４　学校における節電対策と環境教育について 教育長

　①涼しく学ぶ工夫で環境問題を考える

吉川議員は、質問を取り下げられました。 
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１７２４ 松岡　克彦 １　行財政改革、事業・業務の総点検について 市長

　①財政再建と財源確保の計画、見通しについて

２　不祥事根絶と職員力について 市長

　①不祥事多発の根本問題（要因）とその認識及び
　　職員力を発揮するための施策について

３　介護保険制度について 保健福祉部長

　①家事援助の時間区分見直しと平成24年度介護報酬改定
　　に関するＱ＆Ａ集について

４　自転車の安全対策について 建設部長

５　私道の移管問題について 建設部長

６　平城宮跡国営公園化構想について 総合政策部長
（２問目）
教育総務部長
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