
順 議席
氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１ ３６自民党 １　市長の政治姿勢について 市長
奈良市議会・結の会代表

北　　良晃 　①令和３年度予算案について
＜一括質問一括答弁＞ 　②令和２年度の予算執行について

　③議案第１３号　新市建設計画の変更について
　④新斎苑事業について
　⑤企業誘致及びインフラ整備について
　⑥針テラスについて
　⑦議案第８号　奈良市長の退職手当の特例に関する条例の制
　　定について

２ １２改革新政会代表 １　市長の市政運営について 市長
階戸　幸一

＜一括質問一括答弁＞ 　①令和３年度予算全体と公共施設の今後の考え方について
　②新斎苑建設について
　③子どもセンターについて
　④クリーンセンターについて

２　教育行政について 市長、
教育長

　①一条高等学校、中高一貫校について

３　水道事業会計について 市長、
企業局長

　①県域水道一体化を見据えた老朽化施設の更新と耐震対策に
　　ついて
　②下水道事業会計について

３ ２６公明党 １　新型コロナウイルス感染症対策について 市長
奈良市議会議員団代表

藤田　幸代 ２　奈良市の財政について 市長
＜一括質問一括答弁＞

３　クリーンセンター建設について 市長

４　「公明党奈良市議会議員団まちづくりビジョン２０２１」　　　市長、
　　に示す奈良市の取組について 教育長

　①「子ども」「若者」「高齢者」「観光」の観点での取組に
　　ついて問う。

質 疑 ・ 一 般 質 問 通 告 一 覧 表

（令和３年３月２日午後３時現在）
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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

４ ２１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市長公約「多選禁止（任期３期まで）」について
＜一括質問一括答弁＞ 　②新斎苑建設について

　③核兵器禁止条約が発効したことについて
　④生活保護費減額処分「違法」判決の受け止めについて

２　コロナ禍から市民の命と暮らしを守ることについて 市長

　①７５歳以上医療費窓口負担２倍化計画について
　②新型コロナの影響で減収に見舞われる医療機関への財政支
　　援について
　③令和３年度（２０２１年度）一般会計予算案について
　④新型コロナ対策について
　⑤奈良県の国保運営方針の中間見直しについて

３　少人数学級の独自施策について 市長

４　まちづくりについて 市長

　①旧奈良監獄（旧奈良少年刑務所）建物の保存・活用につい
　　て
　②平城宮跡内の近鉄線移設案について

５　吉城川バイパス築造工事について 市長

５ ２３ 東久保耕也 １　東部地域における振興施策について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 都市整備部長、

観光経済部長、
　　ン等支援事業について 市民部長
　②観光振興施策について
　③交通弱者対策について
　④獣害対策について
　⑤地域おこし協力隊事業について

６ １８ 柿本　元気 １　コロナ対策予算について 市長
＜一問一答＞

２　奈良市の人権文化センターについて 市民部長

７ １５ 早田　哲朗 １　窓口のオンライン化について 総合政策部長、
＜一括質問一括答弁＞ 市長

２　消防局における女性活躍推進について 消防局長

３　自然災害時等の対策について 危機管理監

４　公園の利活用促進について 都市整備部長、
危機管理監

８ ８ 山本　直子 １　生活保護制度について 市長、
＜一括質問一括答弁＞ 福祉部長

　①扶養義務調査について
　②医療券について

２　奈良市のジェンダー平等の取組について 市長、
市民部長

３　新斎苑建設について 市民部長

　①地元対策について
　②今後の運営について

４　クリーンセンター建設について 環境部長

　①奈良市新クリーンセンター建設に係る計画段階環境配慮書
　　について
　②大和郡山市・斑鳩町の連携の進捗について
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９ ３７ １　行財政改革について　　 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　令和３年度当初予算関連について 市長

３　総合計画の策定について 市長

４　組織編成について 市長

５　ＪＲ新駅整備について 市長

６　新斎苑建設について 市長

１０ ２ 塚本　　勝 １　新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動への影響 市長
＜一括質問一括答弁＞ 　　について

２　近鉄大和西大寺駅周辺のまちづくり計画について 市長

３　令和３年度における避難所開設キットの充実について 危機管理監

４　地区自主防災・防犯組織に対する活動交付金について 危機管理監

１１ ３１ 鍵田美智子 １　市長の政治姿勢について 市長、
＜一問一答＞ 向井副市長、

　①令和２年度新斎苑整備事業（補正予算）６億８０００万円　　　市民部長、
　　について 建設部長
　②ならまちセンターｃｏｔｏ　ｃｏｔｏについて

１２ ３８ 伊藤　　剛 １　中町「道の駅」の整備について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　視覚障がい者への緊急告知ラジオの配付について 危機管理監、
総合政策部長

３　不妊治療の支援と不育症検査の助成について 健康医療部長

４　福祉人材の確保について 福祉部長

５　文化財の発掘調査と活用について 教育部長

１３ ３２ 井上　昌弘 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一問一答＞

２　県域水道一体化について 市長、
企業局長

３　国民健康保険について 福祉部長

４　新型コロナウイルスワクチン接種について 健康医療部長

５　養育費確保支援事業について 子ども未来部長

１４ ５ 林　　政行 １　共生社会・インクルーシブ社会について　　 市長
＜一問一答＞

２　公園の在り方について 市長

３　心のバリアフリーについて 教育部長、
市長

４　歩道の段差について 市長

５　福祉避難所について 危機管理監、
福祉部長
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氏　　名

＜質問方式＞
発言事項（項目及び要旨） 答　弁　者

１５ １１ 太田　晃司 １　ＩＣＴ教育が生徒・児童に与える影響について 教育部長、
＜一括質問一括答弁＞ 教育長

２　ＤＸの推進について 総合政策部長

３　橋梁の老朽化対策について 建設部長

１６ ３ １　防災行政について 危機管理監
＜一問一答＞

　①緊急告知ラジオ、防災用品、アレルギー対応非常食につい
　　て

２　市民の声について 市民部長、
総合政策部長

　①地域ミーティング、アイデア投稿窓口について

３　安全対策について 危機管理監

　①抜け道における安全対策について

４　道路行政について 建設部長

　①歩道の修繕について

１７ １４ 宮池　　明 １　奈良市の新型コロナウイルス等の感染症対応等について 危機管理監、
＜一問一答＞ 健康医療部長

　①東日本大震災において感染症予防対策の必要性が認識され
　 　　ていたが、改めて市として感染症予防対策を新たに防災対

　　策として位置づけることになっている。これまでの感染症
　　予防対策の現状と今後の対策などについて問う。

２　奈良市における少子化対策の展開について 市長、
子ども未来部長

　①少子化対策として、産み、子育てしやすい環境整備につい
　　て問う。

３　奈良市における社会教育の取組について 教育長、
教育部長

　①奈良市子ども・若者支援地域協議会の設置により、子供・
　　若者支援における社会福祉援助支援とともに社会教育も組
　　み合わせて行う必要があるのではないかと考えることから
　　市の考え等を問う。

４　市政の課題について 向井副市長

１８ １９ 酒井　孝江 １　市政について 市長
＜一括質問一括答弁＞
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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

１９ １０ 山本　憲宥 １　県域水道一体化について 企業局長
＜一問一答＞

　①今後の協議について
　 　②一体化による経営と単独経営を対比した正確な料金シミュ

　　レーションについて

２　奈良市の水道事業について 企業局長

　①安全安心な水道水を供給するための取組について

３　議案第４号　令和２年度奈良市一般会計補正予算について 市長、
総務部長、

　①新斎苑整備事業について 市民部長
　②合併特例債の充当について
　③合併特例債の起債期限の延長について

４　仮称奈良市立一条高等学校附属中学校について 教育長

　①幾度の学科再編による影響と問題点について
　②教育ビジョンについて

２０ ４ 山出　哲史 １　奈良市の財政について 市長、
＜一問一答＞ 　　ならしみんだよりに掲載された「奈良市の決算と財政状況 総務部長

　　」の内容と、近畿財務局から交付された「奈良市の財政状
　　況把握ヒアリングの結果概要」の内容における評価の違い
　　についてなど
　※令和２年１２月定例会本会議における、私からの一般質問
　　に対する市長の答弁を踏まえて

２　外国人の支援について 市長
　　令和２年９月１８日予算決算委員会厚生消防分科会質疑に
　　おける私からの意見要望に基づく

２１ ６ 松下　幸治 １　近鉄奈良線移設問題と踏切改良計画について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①開かずの踏切問題解決後の移設工事完成について
　②移設工事に伴う交通渋滞悪化と完成までの対策について
　③移設計画の総費用と奈良市負担分の総額と財政悪化につい
　　て

２　新斎苑用地買収訴訟における仲川市長の損害賠償責任につ　　　市長
　　いて

２２ １３ 横井　雄一 １　都市政策について 市長
＜一括質問一括答弁＞

　①ＪＲ新駅整備推進について、市の考え方を問う。
　②大和西大寺駅の高架化及び平城宮跡からの近鉄奈良線の移
　　設について、市の考えを問う。

２　地域活動の拠点づくりについて 市長

　①奈良市立飛鳥幼稚園の跡地活用について、市の考え方を問
　　う。（令和３年度一般会計予算案関連）

３　環境政策について 環境部長

　①コンビニエンスストアとの連携による電池の回収業務の実
　　施について、市の考え方を問う。
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２３ ７ 阪本美知子 １　災害に強いまちづくりに向けた女性の参画について 危機管理監
＜一括質問一括答弁＞

　①防災に関わる組織における女性の参画率
　②女性の参画促進に向けた取組み
　③災害時の女性への暴力の防止と安全対策をどのように進め
　　るのか

２　養育費の支払い確保のための支援について 子ども未来部長

　①養育費を取り巻く状況
　②現行法の下で考えられる対策

２４ １６ 三橋　和史 １　市長の政治姿勢について 市長
＜一問一答＞

２　新斎苑整備事業について 市長

３　企業局長の職務姿勢について 市長、
企業局長

４　同報系防災行政無線について 市長

５　通園・通学路の危険箇所の整備について 市長、
教育長

２５ １ 道端　孝治 １　避難所でのＷｉ－Ｆｉ活用について 危機管理監
＜一括質問一括答弁＞

２　地域自治協議会への一括交付金について 市民部長

２６ １７ 大西　淳文 １　流域下水道維持管理等負担金について 市長
＜一問一答＞

　①令和元年度流域下水道事業決算における下水道法の受益の
　　限度について問う。

２　固定資産税の課税修正について 市長

　①他市町村では公表しているが市の考え方について問う。

３　子ども医療費助成の対象年齢の拡大について 市長
　
　①対象年齢を１８歳まで拡大する自治体が増えているが市の
　　考えを問う。

４　踏切道改良計画の策定について 市長

　①遠大な計画を国に提出するに当たって議会議決等、市民コ
　　ンセンサスについて問う。

２７ ３０ 松石　聖一 １　２０２１年度予算について 市長
＜一括質問一括答弁＞

２　新斎苑について 市長

３　防災・防犯について 市長

４　道路交通施策について 市長

５　新型コロナウイルス対策について 市長

6


