
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ １９公明党奈良市議会 １　平成24年度決算見込みについて 市長
議員団代表

山中　益敏 　①現時点における平成24年度決算状況について
＜一括質問一括答弁＞

２　平成25年度公共工事設計労務単価の運用について 市長

　①特例措置の内容について
　②対象工事の有無と請負代金の変更に伴う下請け企業への運
　　用

３　新斎苑建設について 市長

　①新斎苑のイメージ図公表について
　②新斎苑建設に向けた今後のスケジュールについて

４　子ども・子育て支援新制度における待機児童対策について 市長

　①待機児童解消加速化プランの内容と今後の取り組みについ
　　て
　②待機児童対策に向けたこれまでの取り組み及び奈良市幼保
　　再編基本計画と「子ども・子育て支援新制度」との連携に
　　ついて

５　風疹予防ワクチン接種の助成制度について 市長

　①風疹予防ワクチン接種の公費助成について
　②市民への的確な情報提供について

６　ＨＰＶ検査の導入について 市長

　①ＨＰＶ検査の必要性について
　②ＨＰＶ検査導入に向けた取り組みについて

７　使用済小型電子機器等の再資源化について 市長

　①使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施
　　行と自治体における導入のメリット及びデメリットについ
　　て
　②小型電子機器等リサイクル社会実証事業への参加について

８　リニア中央新幹線の本市への誘致について 市長

　①本市におけるリニア中央新幹線に対する期待について
　②中間駅設置が市民生活やまちづくりに及ぼす影響について
　③リニア中央新幹線の中間駅設置に向けた、本市の誘致アピ
　　ールについて

９　耕作放棄地の再生について 市長

　①「人・農地プラン」の取り組み状況について
　②「人・農地プラン」と攻めの農業政策との関連について

１０　防災・減災を目指したまちづくりについて 市長

　①大震災などの災害を考慮した既存インフラの戦略的な維持
　　管理に向けた取り組みについて
　②大震災などの災害を考慮したまちづくりに向けた取り組み
　　を、見直し中の都市計画マスタープランにどのように反映
　　させるのか

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２５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

１１　通学路の安全対策について 教育長

　①通学路緊急合同点検における安全対策の実施状況
　②通学路安全対策アドバイザー導入に向けた取り組みについ
　　て

２ １０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

山本　直子 　①安倍政権の経済政策について
＜一括質問一括答弁＞ 　②橋下大阪市長の問題発言について

　③保育所誘致のための土地取得７億円の決算について
　④市民の暮らしを守り、地元商店応援、世界遺産を守る市政
　　転換について（２問目）
　⑤生活保護制度の改悪について
　⑥国保料の引き下げについて
　⑦学校・園の施設の老朽化について
　⑧風疹ワクチン接種の公費助成について
　⑨市民の暮らしの足を確保する路線バスの延長について

３ ２１民主党 １　仲川市政１期目の評価と課題について 市長
奈良市議会代表

藤本　孝幸 　①市長マニフェストの進行状況、３つのゼロと33の施策項目
＜一問一答＞ 　　の達成度、達成できなかった政策の理由。

　②この間、市職員の不祥事が続発したが、再発防止に取り組
　　まれた成果と今後の方向性について。
　③3,000人の職員に仲川市長のメッセージをどう伝えてこられ
　　たか。

２　次期マニフェストについて 市長

　①大きな柱立ては。何をテーマとされるのか。理由やその根
　　拠は。
　②定例記者会見で「30年先の成長戦略」を発表されたが、そ
　　の理由と内容は。特にリニア新幹線駅誘致と関連する観光
　　政策、人口減少社会への対応、財政の健全化にどう取り組
　　まれるのか。
　③観光建築物の耐震改修について。「建築物の耐震改修の促
　　進に関する法律」の改正への対応は。
　④ワーク・ライフ・バランスをどう推進されるのか。
　　課題としての御認識と、ワーク・ライフ・バランス推進庁
　　内実行計画の今後。
　⑤高齢者・障がい者・ひとり親家庭等への福祉施策について。
　　特に高齢者福祉の今後の方向性について、いかが御認識か。
　⑥「保育所待機児童ゼロ」について、「解消」ではなく「ゼ
　　ロ」を選択された理由と方策は。
　⑦児童・生徒の「いじめ」問題にどう対処されるのか。「仮
　　称・いじめ防止条例」を目指す御認識は。

４ １６政友会代表 １　新市建設計画について 市長
北　　良晃

＜一括質問一括答弁＞ 　①計画延長についての考え方、手続内容、変更内容、今後の
　　予定等

２　地域振興基金について 市長

　①基金の目的、活用内容、繰りかえ運用等

５ １５奈良維新の会 １　市長の行政姿勢について 市長
奈良市議団代表

　①執行留保事業について
＜一括質問一括答弁＞ 　②ならまち町家整備について

　③電気自動車充電設備について
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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

６ ２９ 高杉美根子 １　新県立奈良病院開設に伴う道路対策 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①市道中部第340号線の安全対策について
　②市道中部第338号線西ノ京駅から西ノ京六条線までの整備
　　について
　③市道中部第818号線の通学路対策について

２　あやめ池地区の安全のまちづくり 津山副市長

　①菖蒲池駅南北地下通路のエレベーター設置について
　②あやめ池１号踏切の拡幅について
　③あやめ新橋の耐震化について

３　がん検診について 保健所長

　①がん検診推進事業について
　②胃がんリスク検診について
（２問目）
　③がん検診率向上の対策とがん検診台帳システムについて

４　男女共同参画の視点からの防災対策 危機管理監

７ ２３ 井上　昌弘 １　土地開発公社について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①解散に当たって、過去のいきさつや責任について現執行部
　　が説明責任を果たしているかを問う

２　職員の給与削減について 市長

　①組合合意のないものについて議会に提案できるのか

３　西九条佐保線について 都市整備部長

　①高架構造から平面になるに当たって何が変わるかを問う

４　特定健診について 市民生活部長

　①１年を通じて健診を実施している自治体もあり、本市でも
　　実施できないかを問う

５　無料低額診療について 保健福祉部長

　①事業の対象を医療機関だけでなく、保険薬局も含めること
　　ができないかについて問う

８ ６ 横井　雄一 １　人員配置について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①重点政策と人員配置の考え方を問う。

２　奈良市総合財団の役割について 市長

　①財団の仕事と市長直轄部署の仕事との役割分担について問
　　う。（ならまち関連）
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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

９ ３２ 岡田佐代子 １　市長の行政姿勢 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①学校教育について

１０ ３１ 高橋　克己 １　奈良市の医療体制について 市民生活部長
＜一括質問一括答弁＞

　①県立奈良病院の移転後のまちづくりについて
　②市立奈良病院について

２　近鉄大和西大寺駅周辺整備について 都市整備部長

３　西九条佐保線について 都市整備部長

４　八条地域の浸水対策について 建設部長

１１ ２４ 松岡　克彦 １　介護保険利用料の減免について 保健福祉部長
＜一問一答＞

　①過去４年間の介護認定における利用限度
　②それに対する利用実態
　③実態把握と分析
　④減免の認識について

２　認可保育所の株式会社参入について 子ども未来部長

　①これまでの市の判断の根拠
　②今後の姿勢
　③厚生労働省の通達への対応

３　近鉄あやめ池駅南北通路エレベーター設置について 都市整備部長

　①この間の進捗状況
　②今後の計画
　③担当部としての思い

４　生活道路の改修と職員増について 建設部長

　①過去５年間の要望件数と完了件数
　②また残件数と今後の計画
　③予算増額と人員（担当者）増について

５　通学路の安全対策 建設部長

　①あやめ池・疋田線（仮称）の進捗状況
　②蛙股池の“交差点”の安全対策について
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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

１２ ３０ 大橋　雪子 １　奈良市立柳生診療所について 市民生活部長
＜一括質問一括答弁＞

　①柳生診療所前の県道拡幅工事の進捗状況について
　②柳生診療所のバリアフリーについて

２　防災・減災対策について 建設部長

　①橋梁長寿命化計画について
　②防災・安全交付金の活用について
　③通学路となる歩道橋の安全対策について

３　大和中央道について 建設部長

　①都市計画道路大和中央道（敷島工区）の事業進捗状況と今
　　年度の予定

４　子ども・子育て関連３法について 子ども未来部長

　①子ども・子育て会議の目的と委員構成について
　②今年度の子ども・子育て会議の取り組みについて

５　バンビーホームについて 学校教育部長

　①バンビーホームの学校教育部への移管の意義
　②バンビーホームの改修の進捗状況

１３ ３６ 西本　守直 １　県立奈良病院の建てかえとまちづくりについて 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 都市整備部長

２　公契約のあり方について 市長

３　防災体制の強化について 危機管理監

４　赤膚山国有地の活用について 観光経済部長
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