
順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１ ２６奈良未来の会代表 １　本市財政について 市長

三浦　敎次
＜一括質問一括答弁＞ 　①市税収入に係ること

２　奈良市下水道事業の地方公営企業法適用と上下水道組織統合 市長
　　について

　①統合に伴う疑問点

３　iＰａｄの導入に伴うスマートデバイスサービスの賃貸借料 市長
　　並びに無線アクセスポイント増設の賃貸借料について

　①賃貸借料に係る疑問
　②随意契約したことへの疑問

４　市民課窓口の民間委託について 市長

　①委託後の変化
　②職員教育
　③市民アンケートの結果

５　地域ふれあい会館の利用料金制導入について 市長

　①利用料金制の導入理由
　②光熱水費の市直接支払い制の導入理由

６　市施設のマネジメントについて 市長

　①改修や更新に係ること

７　土曜授業について 教育長

　①土曜授業の有用性

２ １７自由民主党 １　平成２６年度予算編成方針について 市長
奈良市議会議員団代表

北　　良晃 　①財政状況の中での予算編成の考え方
＜一括質問一括答弁＞ 　②維持補修費の考え方

２　消費税増税について 市長

　①関係条例案提出の考え方と影響額について
　②新年度の予算に与える影響について

３　普通交付税の合併算定替の特例期間 市長

　①終了に対する対応及び影響について

４　地域ミーティングについて 市長

５　地域おこし協力隊について 市長

６　浄化槽設置・整備事業について 市長

７　奈良市清酒の普及の促進に関する条例の市の取り組みについ 市長
　　て

８　執行留保事業のうち電気自動車充電用設備設置事業の制度拡 市長
　　大について

９　児童・生徒数の減少に対する市の教育行政について 教育長

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表
(平成２５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 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

北村　拓哉 　①秘密保護法や介護保険制度見直しの動きについて
＜一括質問一括答弁＞ 　②２０１４年度予算編成方針について

　③子どもの医療費助成制度の拡充について
　④シルバーパス制度について
　⑤上下水道の組織統合及び地方公営企業法適用について

２　若草山モノレール設置計画について 市長

　①奈良市から計画中止の意見を上げる考えなどを問う。

３　ごみ行政について 市長

　①ごみ焼却主義を脱却する市長の考えについて
　②奈良市のごみ量について
　③事業系ごみのうち、紙類など再資源化可能量と割合について
　　など

４　教育行政について 市長、
教育長

　①教員の多忙化解消の課題について
　②全国及び奈良市学力テスト平均回答率公表問題について
　　など

５　「幼保再編計画」、子ども・子育て支援新制度について 市長

４ ３０公明党 １　平成２６年度の予算編成について 市長
奈良市議会議員団代表

森岡　弘之 ２　障がい福祉政策について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　高齢者福祉政策について 市長

４　観光政策について 市長

５　リニア中央新幹線駅の誘致について 市長

６　教育行政について 教育長

７　上下水道事業統合による水道事業への影響について 市長

５ ２２改革新政会代表 １　近鉄平城駅東踏切の安全対策について 市長
松村　和夫

＜一括質問一括答弁＞ 　①踏切と道路の拡幅整備を早期に

２　滞納債権整理について 市長

　①市営住宅滞納家賃の整理状況と今後の取り組みについて
　②債権管理条例制定以降の取り組みについて

３　行政組織のあり方について 市長

　①議案第１４７号について
　②議案第１３８号について
　③連絡所の統廃合について

４　観光行政のあり方について 市長

　①成長戦略の数値目標の設定を
　②珠光茶会の目的と意義及び経済波及効果について

５　投票所のあり方について 選挙管理委員会
委員長

　①投票所の統廃合について
　②期日前投票所の増設を
　③投票所のバリアフリーの充実について
　④旧都祁村の衆議院小選挙区の是正について
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
６ ３ 太田　晃司 １　健康増進と財政について 保健所長

＜一括質問一括答弁＞

２　家庭用ソーラーパネル設置補助制度について 環境部長、
市長

３　あやめ池疋田線について 建設部長

７ ３５ 松岡　克彦 １　仮称「文化芸術情報館」利活用とちびっこ広場について 都市整備部長、
＜一問一答＞ 市民活動部長、

総務部長、
市長

２　市職員の給与について 市長、
総務部長

３　介護保険制度について 保健福祉部長

８ ７ 藤田　幸代 １　災害時等における危機管理について 危機管理監
＜一括質問一括答弁＞

　①市内で発生した災害、特に内水被害の対応等について
　②防災ハンドブック及び内水氾濫ハザードマップの整備等につ
　　いて
　③災害時等における危機管理監の役割について

２　東部地域の介護サービスについて 保健福祉部長

　①東部地域の介護サービスの現状について
　②東部地域の介護サービスの今後の課題について

３　保育行政について 子ども未来部長
　
　①保育コンシェルジュの取り組みについて

４　おもてなし観光行政について 観光経済部長

　①おもてなし民間トイレ事業について
　②観光客用の授乳スペースの確保について

９ １０ 横井　雄一 １　ろう者とろう者以外の人がともに生きるまちづくりについて 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①ろう者への理解と奈良市が取り組んでいるろう者への支援内
　　容、及び将来取り組むべき施策について問う。

２　奈良町のまちづくりについて 市長

　①「奈良町にぎわい特区」申請のねらいと政府の反応等につ
　　いて問う。

３　議案第１３８号　奈良市行政組織条例の一部改正について 市長

　①特に「会計契約部」に関して、組織改正の目的と克服しよう
　　とする諸問題について問う。
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１０ ５ 柿本　元気 １　教育行政について 学校教育部長、

＜一問一答＞ 教育総務部長
　①学校教育について

２　住宅行政について 建設部長

　①市営住宅について

３　市民生活について 市民生活部長

　①国民健康保険について
　②病院事業について

１１ ２７ 植村　佳史 １　拉致問題について 教育長
＜一括質問一括答弁＞

　①全校配布されたＤＶＤアニメ「めぐみ」の活用状況について

２　市内建設業者の育成について 総務部長

３　保育・認定こども園行政について 子ども未来部長

　①保育園の公立と私立の格差について
　②仮称帯解こども園建設に関する安全対策と合同保育について

１２ １２ 白川健太郎 １　県の大宮通りプロジェクトについて 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①中町駐車場、平城宮跡、若草山モノレール等、個々の事例に
　　ついての奈良市の見解
　②プロジェクト全体についての奈良市の見解

２　西ノ京駅周辺の整備について 都市整備部長

３　耕作放棄地の現状と対策について 観光経済部長

１３ ３１ 山中　益敏 １　消費税引き上げに伴う、工事請負契約の取り扱いについて 総務部長
＜一括質問一括答弁＞

２　重度障がい者の入院時における意思疎通支援事業について 保健福祉部長、
市長

３　私道における維持管理について 建設部長

４　図書館運営におけるＩＣタグシステム及び雑誌等のスポンサ 教育総務部長
　　ー制度の導入について

１４ ９ 階戸　幸一 １　本市の医療体制について 保健所長、
＜一問一答＞ 市民生活部長

　①感染症に対する本市の現状と対応について
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１５ ８ 酒井　孝江 １　議案第１４６号について 学校教育部長

＜一問一答＞

　①公会計化による給食費の徴収が厳しくなると、貧困の子供が
　　困るのではないか。

２　市役所職員の１％を母子家庭の母親にする必要について 総務部長

　①今は本人の努力で１％になっていて、市は何もしておらず「
　　あしなが育英会」も求めておられる。貧困の８割を占め不当
　　に貧困に追いやられている母子を支えるために制度化を。

１６ ３６ 山口　裕司 １　住宅施策について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 建設部長

　①空き家の状況と住みかえ支援の活用について
　②市営住宅の特定目的住宅について

２　公的病院等への助成制度の活用について 市民生活部長

　①公的病院等への助成に関する特別交付税措置の活用について

３　認知症疾患医療センターについて 保健福祉部長

　①早期に奈良市に認知症疾患医療センターを設置し、認知症の
　　早期発見、早期治療を行うことについて

４　国民健康保険と後期高齢者医療制度について 市民生活部長、
保健福祉部長

　①短期被保険者証の交付について

１７ １８ 宮池　　明 １　計画的行財政運営について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①平成２６年度予算も収支不足が見込まれているため、その厳
　　しい財政状況に対応した行財政運営が必要と考えることから
　　数点について質問します。

２　地域における防災力強化について 危機管理監、
保健所長

　①国による防災体制の見直しで、災害時における一次避難所に
　　ついて、医療救護体制の充実が課題となっていることから数
　　点について質問します。

３　介護ボランティアポイント制度について 保健福祉部長

　①地域包括ケアシステム導入が目指されている。少子高齢化の
　　社会要因でも生活支援や介護予防の観点で、地域で支える互
　　助共助の取り組みの必要性もさらに高まることから、介護ボ
　　ランティアポイント制度導入について質問します。

４　本市の図書館施策について 教育長

　①本年３月定例会で質問した目指すべき図書館像の検討につい
　　て、その後の市立図書館の目指すべき図書館像の構想につい
　　て質問します。

５　下水道事業の地方公営企業法適用について 水道局長

　①今般提案されている下水道事業の地方公営企業法適用につい
　　て、市民サービスと社会基盤の維持の観点から質問します。
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順 議席 氏　　名 発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者
１８ ３３ 松石　聖一 １　交通政策について 市長

＜一括質問一括答弁＞

　①高齢化と移動権の確保

２　駅前広場の整備について 市長

　①駅前広場の管理（区分・清掃など）について

１９ １１ 山本　直子 １　市立奈良病院の理念について 市民生活部長
＜一問一答＞

　①市立奈良病院の理念と基本方針に基づく患者対応について
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