
順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１ ２９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

高杉美根子 ２　福祉行政について 市長

３　雇用対策について 市長

４　観光行政について 市長

５　まちづくり行政について 市長

６　交通政策について 市長

７　教育行政について 教育長

２ ８ 民主党 １　奈良市のまちづくりについて 市長
奈良市議会代表

階戸　幸一 　①市長提出議案について
　②ゼロからの都市整備について
　③少子化対策について(保育所・幼保一体化・学童保育)
　④食育について(学校給食の地産地消)
　⑤観光行政(奈良県と奈良市の連携について)
　⑥環境について(クリーンセンター建設及び収集業務の外部
　　委託について)
　⑦新斎苑建設について
　⑧新病院完成後、中核病院としての今後の取り組みについて
　⑨北和地域の拠点となる休日夜間応急診療所移転後の考え方
　　について
　⑩医療と介護の連携について
　⑪地方公務員給与減額支給措置について

３ ３５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次期市長選挙と予算編成について
　②安倍政権に対する認識について
　③２０１３年度予算案について
　　不況と生活苦が進む中で、くらしを守る予算になってい
　　るか
　④生活保護行政について
　　国の生活保護基準の引き下げの影響や就労支援について
　⑤国民健康保険について
　　国保料の引き下げや、特定健診について
　⑥高齢者の交通権について
　⑦保育所や学校園の施設修繕について
　⑧まちづくりと地域経済活性化について
　　古都奈良の世界遺産、歴史遺産を守り、生かすことや、生
　　活福祉型のまちづくり。また、地域経済活性化策について。
　⑨脱原発と再生可能エネルギーの普及について
　⑩家庭ごみ収集の変更と新クリーンセンターについて
　⑪働きやすい職場づくりについて

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２５年２月２７日午後３時現在）
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
４ ４ 政友会代表 １　新年度予算について 市長

東久保耕也
　①地方交付税の国の地方財政計画と本市の予算措置の考え方
　　について
　②市債残高減少への取り組み

２　東部地域における振興対策について 市長

３　東部農山村地域とまちなか地域との交流について 市長

４　有害鳥獣対策とりわけ猿被害対策について 市長

５　地域おこし協力隊について 市長

６　奈良市の地域教育推進事業の成果について 教育長

５ １４政翔会代表 １　市長の政治姿勢について 市長
三浦　敎次

　①清掃工場移転に係る中継基地(リレーセンター)、リニア中
　　間駅の誘致、横井町山林での火葬場候補地、職員退職金減
　　額、出退勤時の静脈認証システムの導入等に係ること
　②奈良市教育長の退職手当の特例に関する条例の制定に係る
　　こと

２　新年度予算案について 市長

　①少子化対策に係ること
　②年間予算に係ること

３　教育行政について 教育長

　①週６日制の復活及び夏休みの短縮に係ること
　②不登校に係ること

６ １８ 森岡　弘之 １　市立奈良病院について 市民生活部長

　①周辺整備について
　②運営の課題について

２　防災・減災対策について 市民生活部長

３　ごみ収集体制について 環境部長

４　リニア推進について 市長

５　防火対策について 消防局長
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
７ ２１ 藤本　孝幸 １　２０１３年度予算案について 総合政策部長

　①予算の重点配分を「少子化対策」「観光」「環境」に特化
　　された理由。
　②この予算案の「命名」について。
　③政権交代による歳入の影響は。
　④省エネ対策について。

２　土地開発公社の「塩漬け土地」の購入経緯と今後について 総合政策部長

　①奈良市土地開発公社経営検討委員会「最終報告書」を踏ま
　　えての今後の方針について。
　②ガバナンス強化体制と責任所在。
　③今後の土地活用(処分)は。
　④市民への説明責任について。

３　議案第３３号について 総務部長

　①本条例を制定するに至った経緯と必要性について。
　②地方公務員法と本市服務規程との関係。
　③第４条「職員の倫理の保持に関して講じた施策について公
　　表」について。
　④第８条の「倫理監督者」とは。また、事務局はどのように
　　設置されるのか。

４　少子化対策の今後について 子ども未来部長

　①子ども・子育て会議と少子化対策推進本部について。
　②「母子家庭・父子家庭等自立促進計画」について。
　③児童虐待防止対策の取り組み。

５　第２次奈良市地域福祉計画について 保健福祉部長

　①第１次奈良市地域福祉計画の総括(達成率と残された課題)。
　②第２次奈良市地域福祉計画の実施に向けた方策について。
　③社会的な課題の一つである「孤族社会」「無縁化社会」へ
　　の対応は。
　④少子化対策との関連性について。

６　教育行政について 学校教育部長

　①奈良市いじめ対策アクションプランの今後の運用と奈良県
　　の「いじめ早期発見・早期対応マニュアル」との関連性。
　②仮称「いじめＳＯＳカード」について。
　③奈良の教育ビジョン後期の見直しについて(特にいじめ問題
　　と人権教育との関係)。
　④学校支援プロジェクト事業について。
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
８ ３６ 西本　守直 １　中心市街地活性化とまちづくりについて 市長

　①今進められているまちづくりが活性化に役立っている
　　のか。

２　公契約のあり方について 市長

　①市の発注工事は安ければ安い方がいいというものではない。

３　奈良市職員倫理条例について 市長

　①こうしたことで市民の願いにかなう市政が実現できるのか。

４　第三セクター等改革推進債による土地開発公社の清算につ 市長
　　いて

　①利活用をどう進めるのか。

５　平城宮跡国営公園化事業について 市長

　①このままでは世界遺産が破壊されないか。

９ ６ 横井　雄一 １　２５年度予算・２４年度補正予算の編成について 市長

　①国の２４年度補正予算「緊急経済対策」への対応について
　　問う。

２　聴覚障害者の社会参加について 保健福祉部長

　①聴覚障害者が使えるＡＥＤ(自動体外式除細動器)の設置に
　　ついて問う。

３　ごみ収集業務の民間委託化に伴う態勢について 環境部長

　①ごみ収集の曜日・区域変更に伴う環境部の態勢について問
　　う。

１０ ２ 植村　佳史 １　市長の政治姿勢 市長

　①新火葬場建設について

２　危機管理行政について 教育総務部長、
市民生活部長

　①学校施設における危機管理について

３　消防行政について 福井副市長

　①消防団及び装備品について
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１１ １５ １　新年度予算について 市長、

総合政策部長
　①公共工事のインフラ整備について
　②市長のマニフェストについて

２　入札制度改革について 総務部長

　①低入札価格調査制度の効果について
　②今後の制度改革について

１２ ５ 宮池　　明 １　議案第１１号について 津山副市長

　①改正議案の提案に至った要因と今後の方策

２　子どもに寄り添う政策について 子ども未来部長、
学校教育部長

　①子どもを守る政策推進の提案

３　児童生徒の安全安心の取り組みについて 建設部長、
学校教育部長

　①通学路の整備について
　②学校における最終下校時の取り組み

４　図書館の運営について 学校教育部長、
教育総務部長

　①市立各館の特色化により蔵書の有効活用や学校連携、子ど
　　も司書の新たな取り組み

５　水道事業について 水道局長

　①新たに２つの水道事業の公営企業会計化による今後

１３ ９ 樽谷　佳男 １　下水道料金の改定の時期 市長

　①下水道事業は本来独立採算であり、料金改定は３～５年に
　　することになっているが予算編成が厳しくなるこの時期に
　　合わせてする理由を示して下さい。

２　土地開発公社について 市長

　①市民への説明について
　　二度と大きな含み損を発生させないため、発生の理由と主
　　導的に推進した方、責任の所在等についての説明を求める。
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１４ １１ 北村　拓哉 １　奈良市の幼保再編計画、幼小連携について 市長、

子ども未来部長、
学校教育部長

２　教育行政について 学校教育部長

　①学校支援プロジェクト事業、学力向上プロジェクト事業、
　　非正規教員の増加等

３　クリーンセンター移転建設計画について 市長

　①移転候補地の市の考えについて
　　候補地や関係住民が混乱し、計画に反対の声が一層高まっ
　　ている理由をどう認識しているのか

４　道路行政について 建設部長

　①奈良阪川上線、木津中ノ川線、自転車通行帯整備事業等

５　観光行政について 観光経済部長

　①東京ガールズコレクションについて
　②転害門観光案内所、議案第４５号について

１５ ２７ 池田　慎久 １　市長の政治姿勢について 市長

　①新年度予算について
　②市民の安全安心について
　③市政運営について

１６ １２ 吉川　等子 １　新年度予算について 市長

　①事業・業務の総点検との整合性について
　②廃止した主な事業について
　③歳入計画における滞納繰越分の徴収率向上について

２　介護施策について 保健福祉部長

　①介護給付額及び要介護認定者数の推移状況について
　②第５期介護保険事業計画について(特別養護老人ホーム及び
　　小規模多機能型居宅介護施設設置)

３　収支不足対策として土地等の売却について 総務部長

　①売却における保有地の事前調査について
　②奈良市が行おうと考えているアセットマネジメントについ
　　て
　③売却できなかったときに生じる収支不足の代替案について

４　市民課窓口業務の委託について 市民生活部長

　①新年度予算における費用対効果とメリットについて
　②窓口での市民対応の継承について
　③繁忙期の待ち時間短縮等、市民サービスの向上について
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１７ １７ 伊藤　　剛 １　行財政改革の推進について 市長

　①低利用、未利用土地建物の有効策の整合性について(一問目)
　②利活用に向けた具体策について(二問目)

２　救急医療体制の充実について 市民生活部長

　①ドクターカーについて
　②休日夜間応急診療所について

３　低所得者福祉対策について 保健福祉部長

　①就労意欲喚起事業について

４　待機児童解消の具体策について 子ども未来部長

　①保育士の育成について
　②預かり保育について
　③家庭的保育事業について
　④青和幼稚園の認定こども園への移行について

５　再生可能エネルギーについて 環境部長、
市長

　①小水力発電について(一問目　環境部長)
　②本市のエネルギー政策について(二問目　市長)

６　防災減災対策について 建設部長

　①歩道橋の予防保全について(一問目)
　②学園前駅北側歩道橋の安全対策について(二問目)

１８ ２０ 内藤　智司 １　職員の服務管理について 環境部長、
総務部長

　①環境部における現場管理について
　②出退勤管理体制について

２　効率的な選挙運営のあり方について 津山副市長

　①次期市長選挙・市議会議員選挙への対応について
　②投票区の統廃合と効率的なポスター掲示場所の選定につ
　　いて

１９ １０ 山本　直子 １　生活保護行政について 保健福祉部長

　①不正受給防止の専門チームについて
　②就労意欲喚起事業について　他

２　保育・子育て支援施策について 子ども未来部長、
保健所長

　①病児・病後児保育について
　②１０か月児健康診査について
　③子宮頸がん・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの
　　公費助成について

３　就学援助制度について 学校教育部長

４　バンビーホームの時間延長について 教育総務部長

５　(仮)子ども・若者支援センターについて 市民生活部長

６　若者の雇用について 観光経済部長
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
２０ ７ 酒井　孝江 １　議案第３７号　退職手当減額について 総務部長

　①国や全国の自治体の努力に反し、早期退職者へ高額の退職
　　金を支給することになる。年度内施行にするべきです。

２　国道３６９号線の渋滞対策について 建設部長

　①般若寺交差点への東部からの乗り入れは重要。解決法は県
　　道木津横田線までつくれば北からの進入は分散できます。
　　
３　議案第３８号　債権管理のあり方について 総務部長

　①債権が累積する原因として、通常業務をこなしながら、債
　　権取り立てするのは大変。債権対応専門チームを組織する
　　などすべきでは。

４　議案第４４号　奈良市新型インフルエンザ等対策本部条例 市民生活部長
　　について

　①豚インフルエンザが通常のインフルエンザの一種となり、
　　新型インフルエンザなど大した問題ではないというムード
　　が広がっています。鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１)の脅威は
　　去っていません。その対応は。

５　議案第３３号　職員倫理条例と監視設備について 総務部長

　①職員倫理条例は本当に実効性があるのでしょうか。市民の
　　不信の声にこたえられるのでしょうか。

６　議案第４７号　生活保護法保護施設運営基準条例について 保健福祉部長
　　
　①ホームレスや困窮者が生まれるなど今ほどセキュリティー
　　の必要な行政施策が求められるときはない。救護、更生、
　　授産、宿泊施設が要る。実際に施設を建設等し運営すべき。

７　母子家庭・父子家庭等への施策について 子ども未来部長

　①母子家庭・父子家庭等への支援事業や制度の周知について

８　３人乗り自転車と子育てタクシーについて 子ども未来部長

　①３人乗り自転車に乗っていた子供が事故で亡くなっている。
　　危険な３人乗り自転車でなく子育てタクシーを利用できる
　　ように施策の誘導を。

９　音楽療法補助事業の中止を 保健福祉部長

　①効果がはっきりしていない。医学的実証を求める。「療法」
　　と信じて頼ってきた患者に「効果がなかった」と訴えられ
　　たらどうするのか。
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１０　奈良阪川上線建設に反対 建設部長

　①以前からこの道路のおかしさを指摘している。わざわざト
　　ンネルを掘り、住宅地内の道路と連結し、交通問題を起こ
　　しかねない計画の中止を求める。

１１　自転車道新設について 建設部長

　①やすらぎの道は２車線で幅がないがどうするつもりか。
　②緑地帯と街路樹と歩道を削るのは乱暴。中止を。

１２　総合税システム導入について 総合政策部長

　①２７億円と巨額。これだけのお金があれば滞納整理に努力
　　した方がいい。

２１ ３３ 松石　聖一 １　新年度予算案について 市長

　①財政の状況

２　観光施策について 市長

　①ならまちの観光対策

３　行政改革について 市長

　①マニフェストの公用車の削減と公共的輸送機関の活用

４　交通基本条例について 市長

　①交通弱者対策と移動する権利

２２ ３ 天野  秀治 １　財政再建に向けた行政経営について 市長、
観光経済部長

　①新年度予算と財政再建との整合性について。
　②中心市街地活性化基本計画最終年度の状況と今後の方針に
　　ついて。

２　行政経営上のコンプライアンスについて 市長

　①最近の行政経営において、法令や庁内規定などに抵触する
　　蓋然性が極めて高いと思われる案件が数多く見られるため、
　　正常化を目的として整理し言及する。
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
２３ ３２ 岡田佐代子 １　新年度予算編成について 市長

　①総括予算として編成されたという重要な予算であり市長の
　　姿勢を問うものである。予算編成の趣旨についてお尋ねし
　　ます。

２　まちづくりについて 市長

　①ＪＲ周辺整備を初め三条通りを含め、どのようなまちづく
　　りにしようと考えておられるのか。

３　少子化対策について 市長

４　新斎苑について 市長

５　住宅施策について 市長
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