
順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１ ５ 公明党奈良市議会 １　平成２５年度予算編成の見通しについて 市長

議員団代表

宮池　　明 　①平成２５年度予算編成の見通しについて
　②市長マニフェストの誘因効果について
　③選択と集中の考え方について

２　市長の行政姿勢について 市長

　①リニア誘致について
　②クリーンセンター建設について
　③消防指令業務の共同運用について

３　市長等の政治倫理条例について 市長

　①条例適用範囲の相当性についてなど

４　観光施策について 市長

　①にぎわい構想の見直しについて
　②国際観光交流について

５　消費者保護行政について 市長

　①消費者相談センター等の施策の充実について

６　子ども子育て施策について 市長

　①子ども子育て施策の推進や体制の整備についてなど
　②幼保再編計画について
　③バンビーホームについて

７　下水道料金改定について 市長

　①改定の趣旨や提案時期などについて

８　住宅施策の構築について 市長

　①住宅政策の担当部署の体制整備についてなど

９　教育施策について 市長、
教育長

　①ＩＣＴ教育の推進についてなど
　②学校教育における諸問題の対策について

１０　水道事業について 水道局長

　①ダム管理費負担金について

２ ２ 政翔会代表 １　市長の政治姿勢 市長
植村　佳史

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２４年１２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
３ ２１民主党 １　市長の行政姿勢について 市長

奈良市議会代表

藤本　孝幸 　①少子高齢化時代の到来と「孤族社会」への考え方と方策は。
　②男女共同参画への取り組み（市長御自身が育児休暇取得等
　　のお考えは）、家庭での育児のかかわりは。
　③「市長と気軽にトーク」で市民からの要望にどうこたえら
　　れてきたか。
　④毎週金曜日、早朝駅立ちで主に何を市民に訴え、市長御自
　　身得たものは。

２　市長マニフェストについて 市長

　①「市長マニフェスト」は、市民との公契約。一期４年での
　　主な成果と課題は。
　②達成できた政策の今後の方向性と、現在進行中または未達
　　成のものについての説明を求めたい。

３　新年度予算編成について 市長

　①２０１３年度予算を市民にとって、どういう予算にされた
　　いか。例「○○○○型予算」
　②歳入について、自主財源の根幹である市税収納率の向上を
　　いかに図るのか。
　③「財政危機」について市民への説明と理解を求めることに
　　ついて。市職員の危機意識は。
　④削減・廃止された予算の使い道は。
　⑤特に、奈良市第４次総合計画で示された定住者人口の確保
　　と子育て支援をどう推進されていくのか。

４　リニア中央新幹線駅の誘致について 市長

　①奈良市としての候補地の決定のプロセスと時期は。
　②誘致運動を具体的にどうされていくのか。
　③奈良市民運動として誘致に向けた組織の立ち上げについて。

５　観光行政の推進について 市長

　①「冬の観光地・奈良」の観光戦略と体系について。
　②奈良の観光を全国にどうＰＲするのか。
　③外国人観光客「個人旅行」の呼び込みについて。

６　教育行政について 教育長

　①本市の「奈良市いじめ対策アクションプラン」の今後の
　　運用。
　②教育センターでの不登校児童・生徒への支援について。
　③児童・生徒の危険を回避する能力の向上について。
　④教育施設の安全対策。
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
４ ２４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

松岡　克彦 　①市民が希望、展望、喜びをもてる市政へ

２　来年度予算について 市長

　①民生安定、福祉の増進予算編成を
　②市民、職員〝犠牲〟の財源確保でなく地域経済活性等の
　　税収増施策について

３　リニア新幹線誘致について 市長

　①リニア新幹線専門部署設置に関して
　②今後の計画・構想
　③観光客（宿泊客）減少につながらないか
　④いのち・くらしを守るための専門部署を

４　生活保護行政について 市長

　①生活保護基準の引き下げについて
　②市長の言う「生活保護費削減」の内容とは
　③「扶養義務」強化は〝申請辞退〟につながらないか

５　子ども・子育て新システムについて 市長

　①幼保再編計画について
　②認定こども園について

６　雇用問題について 市長

７　職員アンケートについて 市長

８　シルバーパス制度について 市長

９　平城宮跡の埋め立てについて 市長

１０　あやめ池駅のエレベーター設置について 市長

　①この間の取り組みと今後の決意について

１１　消防指令業務の共同運用について 市長

　①今後の方向と〝広域化〟との関係について
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
５ ６ 政友会代表 １　市長の政治姿勢について 市長

横井　雄一
　①職員の規範意識向上への取り組みに関連して、「奈良市職
　　員アンケート調査」の結果報告を受け、その結果をどう生
　　かすかを問う。

２　平成２５年度予算編成について 市長

　①ごみ収集業務の民間委託化の進捗状況と、平成２５年度予
　　算への反映について問う。

３　環境行政について 市長

　①新しいクリーンセンターの考え方について問う。

４　まちづくりについて 市長

　①奈良町の景観行政について、住民と協働する進め方につい
　　て問う。

５　住宅行政について 市長

　①住宅施策を進めるなど本来果たすべき仕事を妨げる要因、
　　また、その打開策を問う。

６　議案第１２７号について 市長

　①下水道料金値上げによる受益者へのメリットは何かを問う。

７　簡易水道事業について 市長

　①地方公営企業化と水道局への移管について問う。

６ １８ 森岡　弘之 １　新斎苑の建設について 市長

　①現在の進捗状況。
　②新火葬場のイメージと現火葬場の跡地整備。

２　観光行政について 観光経済部長

　①三条通りの拡幅のメリットを生かす対策。

３　歩道整備について 建設部長

　①視覚障がい者誘導用点字ブロックの補修。

４　学校図書の充実について 教育総務部長

　①学校間の格差是正。

７ １ 大坪　宏通 １　市長の政治姿勢について 市長
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
８ ２２ 松村　和夫 １　遊休施設等の活用と雇用創出施策について 市長

　①小中学校・幼稚園・保育園の統廃合による遊休施設や市保
　　有の未利用土地を一定の条件のもとで無料貸与し、介護産
　　業の誘致と介護福祉の増進を図られたい。

２　学校現場の危機管理について 教育長

　①暴漢や大規模震災から子供たちの命を守るあり方において
　　先生方のスリッパ履きで十分な対応ができるのか。

３　給食食材の安全確認について 学校教育部長

　①給食食材の放射能検査等は保健給食課など市の機関の責任
　　体制において実施されるべきで、他の機関で調査した資料
　　を代用して安全確認するべきでなく、改められたい。

４　市立図書館での蔵書収集のあり方について 教育総務部長

　①市民の文化振興策の一助として、小説、詩集、和歌、川柳
　　など文芸作品、写真集そして郷土史研究など自費出版物の
　　寄贈を求め、蔵書コーナーを設置されたい。

９ １１ 北村　拓哉 １　幼保再編について 市長

　①議案第１１２号について、また幼稚園や保育所の今後の市
　　の考え方について

２　奈良市お買い物環境に関するアンケート調査について 福井副市長、
観光経済部長

　①調査結果の分析、今後の取り組みの展開について

３　クリーンセンター移転建設の計画について 市長

　①移転建設問題の見通し等について

４　妊婦健診及び子宮頸がん等３ワクチンについて 保健所長

　①公費助成の継続を求める
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１０ ７ 酒井　孝江 １　退職金について 総務部長

　①早期退職を募集されたが、来年３月末の退職なのに、退職
　　金は切り下げ前の額ではおかしい。退職金を下げるか、早
　　期退職をやめるべき。

２　簡易水道について 市民生活部長

　①一般水道と簡易水道を合併して同料金にすることは、市民
　　の理解が得られるのか。それについての議案を提出すべき
　　ではないか。

３　議案第１４２号　奈良市準用河川管理施設等の構造の技術 建設部長
　　的基準を定める条例の制定について

　①準用河川管理施設の構造基準が内規で運用されていたのは、
　　条例で定めると大規模工事になるからだった。不合理な過
　　大支出と過剰工事になるおそれはないのか。

４　子供の医療費の窓口負担について 子ども未来部長

　①子供がせきをしているのに、お金がないので、銀行に入金
　　があるまでは医者に行けないと言う若い親がおられた。子
　　供医療費の窓口負担をなくしてください。

５　母子世帯に対する市営住宅制度の周知について 建設部長

　①母子世帯は一番の住宅困窮者であるにもかかわらず、市営
　　住宅がそのことに対応できていない。まずは、制度の周知
　　が行き渡っていない。離婚手続に来る母子世帯の方に対し
　　て窓口で市営住宅の案内冊子を渡して制度の周知を図るべ
　　きである。

６　母子家庭等日常生活支援事業について 子ども未来部長

　①平成２４年８月時点で利用者数が０人とのことだが、家庭
　　生活支援員が、他の仕事等でそもそも動けないとのこと。
　　もっと利用しやすく、専門に動く人に改めるべきでは。
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１１ ３１ 高橋　克己 １　奈良市の医療体制について 市長

　①県立奈良病院の跡地利用
　②新病院での医療体制の充実
　③看護専門学校

２　危機管理体制について 市民生活部長

　①同報系防災行政無線
　②災害弱者対策

３　バリアフリーについて 都市整備部長

４　教育行政について 教育長

　①いじめ対策
　②自殺予防対策

１２ ８ 階戸　幸一 １　奈良市の安心・安全なまちづくりについて 都市整備部長

　①宅地開発許可について
　②生活道路への車流入について
　　（ゾーン３０規制の実施窓口について）

２　奈良市の安心・安全なまちづくりについて 建設部長

　①生活道路への車流入について
　　（ゾーン３０規制の実施窓口について）

３　奈良市の安心・安全なまちづくりについて 市民生活部長

　①生活道路への車流入について
　　（ゾーン３０規制の実施窓口について）

（２問目）
４　奈良市の安心・安全なまちづくりについて 津山副市長

　①本市としての窓口になる部署について
　　（ゾーン３０規制実施）

１３ １０ 山本　直子 １　奈良市子ども条例について 子ども未来部長

２　生活保護制度について 保健福祉部長

３　孤立化・孤独死の問題について 保健福祉部長

４　奈良市の交通政策及び道路整備について 建設部長、
都市整備部長
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１４ ３３ 松石　聖一 １　財政について 市長

　①予算編成作業について
　②交付税改革について
　③財政見通しと市民負担

２　生駒市との消防共同運用について 市長

　①その有効性と今後の課題について

３　交通渋滞対策とまちづくりについて 市長

　①議案第１５１号について
　②ＪＲ奈良駅ほか、駅前広場について

４　債務負担行為の変更議案 市長

　①田原地区スクールバス並びに路線の確保について

５　事業仕分け 市長

　①鳴川町の音楽療法室跡地の管理と今後の計画

６　新斎苑の建設について 市長

１５ １９ 山中　益敏 １　入札制度について 総務部長

２　都市計画道路の見直しについて 都市整備部長

３　公共施設のＬＥＤ照明の導入について 市長、
建設部長

４　下水道料金の改定について 建設部長

５　幼児教育について 学校教育部長

１６ ２３ 井上　昌弘 １　奈良市長等政治倫理条例について 市長

２　要綱のみで設置されている各種審議会について 市長

３　管理職職員による市税延滞金着服事件について 総務部長

４　学校用務員業務の委託契約について 教育総務部長

５　消防通信指令業務の生駒市との共同運用について 消防局長
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