
件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 分科会 委員 担当課 備　　考

1 奈良市地域公共交通会議における過去の議事録全て 建設企業 樋口 都市政策課

2
奈良県広域水道企業団設立準備協議会設立総会の議事録（Ｒ３年８月２日）および、第１
回奈良県広域水道企業団設立準備協議会の議事録（Ｒ３年８月２日）

建設企業 樋口
企業局共同事務推
進課

3 企業局におけるＲ２年度施設修繕にかかる20万円以上の１号随意契約一覧 建設企業 樋口 企業局企業総務課

4
Ｒ２年度決算における水道事業と下水道事業にかかる共通の経費と按分の状況がわかるも
の（金額と比率）

建設企業 井上 企業局経営企画課

5
住宅使用料及び駐車場使用料の「調定額」「収納額」「未収入額」「収納率」等（過去10
年）

建設企業 大西 住宅課

6 住宅使用料及び駐車場使用料の未収債権の年度別及び累計額等（過去10年） 建設企業 大西 住宅課

7
下水道事業会計　単独処理区の１㎥当たりの処理単価（処理水量、費用等の詳細）（平成
26年度～令和２年度）

建設企業 大西
企業局下水道事業
課

8
水道事業及び下水道事業の財政見通し（今後10年）
※決算を反映したもの

建設企業 大西 企業局経営企画課

9
大和都市計画事業３・４・102号西大寺一条線および７・５・102号西大寺東線にかかる裁
決申請の奈良県収用委員会からの通知

建設企業 松石
西大寺駅周辺整備
事務所

10 上記に至るまでの相手方との交渉状況（双方の主張比較） 建設企業 松石
西大寺駅周辺整備
事務所

11 同、今回の決算にかかる当初予算の執行状況 建設企業 松石
西大寺駅周辺整備
事務所

12 西大寺北側駅前広場の完成予定図面（９の資料を加えたもの） 建設企業 松石
西大寺駅周辺整備
事務所

13
西大寺駅北側駅前広場の公衆トイレ設置→閉鎖→移設供用開始→現在に至る経過および現
時点の管理状況と委託先

建設企業 松石
西大寺駅周辺整備
事務所

14 下水道使用料徴収負担金　過去５年（本来負担すべき実額との比較） 建設企業 内藤 企業局経営企画課

15 下水道使用料徴収負担金の簿外債権を修正した貸借対照表　過去４年 建設企業 内藤 企業局企業出納課

16 上下水道会計の共通人件費の内訳　過去５年 建設企業 内藤 企業局企業出納課

17 「奈良市下水道ストックマネジメント計画」の設定と内容のわかるもの。 建設企業 酒井
企業局下水道事業
課

データ及び１
部のみ提出

18 奈良市マイナンバーカード交付枚数・交付率（全国比較）　令和２年９月以降 市民環境 伊藤 市民課

19
なら100年会館及びなら100年会館駐車場における過去５年間（Ｈ28～Ｒ２年度）の運営に
かかる経費の推移

市民環境 伊藤 文化振興課

予算決算委員会　提出資料一覧表
（令和３年９月）
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件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 分科会 委員 担当課 備　　考

20
環境清美工場維持管理費の焼却炉管理経費と処理量における過去５年間（Ｈ28～Ｒ２年
度）の推移

市民環境 伊藤 環境清美工場

21
環境清美工場維持管理費の需用費における過去５年間（Ｈ28～Ｒ２年度）の主な項目の推
移

市民環境 伊藤 環境清美工場

22
令和元年度～令和３年度の、環境清美工場の煤塵のダイオキシン類測定検査結果（検査日
ごとの検査数値と検査費用がわかるもの）

市民環境 森岡 環境清美工場

23 令和元年度～令和３年度の年度ごとの、あき地の適正管理についての相談件数と対応状況 市民環境 森岡 まち美化推進課

24 奈良市文化振興課の所管する補助金団体のうち、領収書原本を確認できていない団体数 市民環境 鍵田 文化振興課

26 議案第99号に係る計上経費の一覧と詳細が分かる資料 市民環境 鍵田 環境清美工場
３４、３９、
４１と一括

27 清掃業務審議会の構成が分かる資料、及び開催状況 市民環境 鍵田 廃棄物対策課

28 奈良市のごみ処理にかかるすべての費用一覧10年分 市民環境 山本直 廃棄物対策課

29 国のダイオキシン基準 市民環境 山本直 環境清美工場

30 奈良市のダイオキシン検査結果　５年分 市民環境 山本直 環境清美工場 ３１と一括

31 奈良市から大阪湾広域臨海環境整備センターに提出している資料一式 市民環境 山本直 環境清美工場 ３０と一括

32
大阪湾広域臨海環境整備センターからこれまでに指摘を受けた文書一式（今回の分も含
む）

市民環境 山本直 環境清美工場 ３７と一括

33 試運転の検査結果状況がわかるもの 市民環境 山本直 環境清美工場

34 区域外ごみ処理の委託の詳細がわかるもの 市民環境 山本直 環境清美工場
２６、３９、
４１と一括

35
自転車等放置禁止区域内の放置自転車の台数（直近５ヶ年）
（近鉄奈良駅、ＪＲ奈良駅の別がわかるもの）

市民環境 横井 環境政策課

37
ばいじんの最終処分場が発行したダイオキシンの数値が基準値をオーバーしたことを示す
文書

市民環境 横井 環境清美工場 ３２と一括

38 清掃工場の炉の定期点検実施結果がわかるもの（直近の検査結果） 市民環境 横井 環境清美工場

39 他市に処分を依頼している処理費の根拠がわかるもの 市民環境 横井 環境清美工場
２６、３４、
４１と一括

40
奈良市協働のまちづくり推進庁内検討委員会の開催実績について
平成２８年度～令和２年度の５年間の開催日・主な議題

市民環境 山出 地域づくり推進課
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件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 分科会 委員 担当課 備　　考

41 ５市と民間処理施設へのごみ処理委託費用２億９５７万円の費用の根拠とその内訳 市民環境 酒井 環境清美工場
２６、３４、
３９と一括

42 市内駅周辺の人流の増減がわかるもの 厚生消防 道端 医療政策課

43 国からの多様な働き方に応じた保育所等の利用調整等に係る取扱いについてがわかるもの 厚生消防 道端 保育所・幼稚園課

44 本市の各消防分団ポンプ格納庫の状況 厚生消防 道端 消防局消防課

45 学校での濃厚接触者の判断基準がわかるもの 厚生消防 道端 保健予防課

46 市内自殺者の数（過去５年間　男、女、別） 厚生消防 道端 保健予防課

47
市内保育所・認定こども園の待機児童数（公立・私立別、園別、年齢別）（平成28年度～
令和３年度、４月１日時点）

厚生消防 白川 保育所・幼稚園課

48
市内保育所・認定こども園の充足率（公立・私立別、園別、年齢別）（平成28年度～令和
３年度、４月１日時点）

厚生消防 白川 保育所・幼稚園課

49
火災・救助における現場到着所要時間及び、救急における現場到着所要時間と病院収容所
要時間（過去５年）

厚生消防 白川
消防局消防課
消防局救急課

50
医療機関への受け入れ照会回数４回以上の事案の推移５年分（重症以上傷病者搬送事案、
産婦人科傷病者搬送事案、小児科・小児外科傷病者搬送事案、三次医療機関搬送事案、年
平均も併記）

厚生消防 白川 消防局救急課

51
現場滞在時間30分以上の事案の推移５年分（重症以上傷病者搬送事案、産婦人科傷病者搬
送事案、小児科・小児外科傷病者搬送事案、三次医療機関搬送事案、年平均も併記）

厚生消防 白川 消防局救急課

52 消防力整備指針に基づく必要人員数と実際の人数（過去４回報告分） 厚生消防 白川 消防局総務課

53 介護認定申請者数と要支援、要介護認定者数（過去５年） 厚生消防 白川 介護福祉課

54
介護保険料（第１期～第８期）の推移及び保険料の普通徴収における所得段階区分別対象
者数、滞納件数・滞納金額（過去５年）

厚生消防 白川 介護福祉課

55 無料低額診療（市内）の実績（院所別　過去５年間） 厚生消防 白川 保護課

56 幼稚園・保育園・こども園におけるコロナ発生状況 厚生消防 白川
保育総務課
保育所・幼稚園課

57 幼稚園・保育園・こども園におけるコロナ対策を示した文書 厚生消防 白川 保育総務課

58
国保の傷病手当金支給、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料のコロナで
の徴収猶予・減免の実績（令和２年９月～最新分）

厚生消防 桝井
国保年金課
福祉医療課
介護福祉課
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件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 分科会 委員 担当課 備　　考

59 国民健康保険の77条保険料申請減免の適用件数（過去５年間） 厚生消防 桝井 国保年金課

60 国民健康保険加入世帯数、短期証・資格証の発行数（過去10年間） 厚生消防 桝井 国保年金課

61 国民健康保険の２割、５割、７割軽減制度世帯数（過去５年間） 厚生消防 桝井 国保年金課

62 緊急小口資金、総合支援資金の月別申請件数（令和２年３月から令和３年８月まで） 厚生消防 桝井 福祉政策課

63 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請件数と支給決定件数 厚生消防 桝井 福祉政策課

64
生活保護のケースワーカーの配置数、１人あたりのもち件数、正規・非正規、査察指導員
の数、専門福祉資格の有資格者数、標準数との差、経験年数がわかる資料（平成28年度～
令和３年度、４月１日時点）

厚生消防 桝井 保護課

65
生活保護の相談件数、申請件数、開始件数、却下件数、廃止件数、辞退届件数（平成28年
度～令和３年度）

厚生消防 桝井 保護課

66 生活保護の却下に至った主な理由・廃止に至った主な理由（平成29年～令和３年） 厚生消防 桝井 保護課

67 生活保護制度新規決定数とその中で14日以内に決定された件数（平成29年～令和３年） 厚生消防 桝井 保護課

68
生活保護世帯の類型別の数と割合（単身高齢者世帯、２人以上高齢者世帯、母子世帯、障
がい者世帯、疾病者世帯、その他の世帯）平成29年度～令和３年度

厚生消防 桝井 保護課

69
生活困窮者自立支援法の各支援事業および生活保護受給者等就労自立促進事業の令和２年
度実績

厚生消防 桝井 福祉政策課

70 生活保護行政の国・県の監査における指摘内容（平成29年度～令和３年度） 厚生消防 桝井 保護課

71 子ども医療費助成件数（未就学児まで）の平成30年度～令和２年度の月別比較 厚生消防 田畑 子ども育成課

72 ひとり親家庭等医療費助成件数（未就学児まで）の平成30年度～令和２年度の月別比較 厚生消防 田畑 子ども育成課

73
子ども医療費及びひとり親家庭等医療費助成経費　予算額、決算額、助成件数（平成30年
度から令和３年度）

厚生消防 田畑 子ども育成課

74
「子どもの福祉課題の解消」に向けて子ども未来部内で実施した会議、協議会、研修会な
どの令和２年度の実績について

厚生消防 山出
子ども育成課
子育て相談課

75
「多様な福祉課題の解消」に向けて福祉部内で実施した会議、協議会、研修会などの令和
２年度の実績について

厚生消防 山出 福祉政策課

76
障がい福祉課が所管するサービス種別ごとの事業所数について
平成２９年～令和３年の４月１日時点（５年度分）

厚生消防 山出 障がい福祉課

77 令和２年度及び令和３年度の市内の宿泊関連施設の廃業等の内容がわかる資料 厚生消防 北村 保健衛生課
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件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 分科会 委員 担当課 備　　考

78 介護保険第一号被保険者数と各認定区分ごとの推移が分かる資料過去５年 厚生消防 栁田 介護福祉課

79
企業倒産状況（奈良県・奈良市）ならびに労働需給状況（全国・近畿・奈良県・奈良市）
（令和元年度～令和３年度８月、月別）

観光文教 太田 産業政策課

80
本市から修学旅行に出かけた校数、人数。（市立小学校と中学校ごと、令和元年度から令
和３年度８月、月別）

観光文教 太田 教育総務課

81
市内小中学校において本市が借地している施設名、借入面積、借地料、契約開始期間が分
かる資料（平成25年度～令和２年度、年度別）

観光文教 太田 教育施設課

82 リニア中央新幹線中間駅誘致経費（予算・決算）の推移（関連経費予算化後最新分まで） 観光文教 北村 観光戦略課

83
学校教育予算と施設整備費、社会教育予算及び一般会計に占める比率（平成22年度～令和
３年度）

観光文教 北村 教育総務課

84 就学援助の実施状況（平成24年度～令和３年度） 観光文教 北村 教育総務課

85
令和２年度及び令和３年度の奈良市に来訪する修学旅行生の感染予防対策費等の補助実
績・申請状況（小・中学校別の補助額）

観光文教 北村 観光戦略課

86
令和２年度の奈良市の児童・生徒が修学旅行等に出かける際の感染予防対策費等の補助実
績（小・中学校別の補助額）

観光文教 北村 教育総務課

87
令和２年度及び令和３年度の奈良市の児童・生徒の修学旅行先の当初予定や実績がわかる
資料

観光文教 北村 教育総務課

88 市立小・中・高校のコロナ感染状況がわかる資料 観光文教 北村 保健給食課

89 市立小・中・高校のコロナ対策を示した文書 観光文教 北村
学校教育課
保健給食課

90 35人学級を市独自に拡大した際に要する人件費の詳細（小・中学校の学年ごとに） 観光文教 北村 教職員課

91 学校給食費を無料化した際に要する費用（小・中学校の学年ごとに） 観光文教 北村 保健給食課

92 「ＨＯＰ青山」の進捗・予定がわかる資料 観光文教 北村 教育支援・相談課

93 青少年野外活動施設　月別利用者一覧表（平成30年度～令和３年度） 観光文教 岡本 地域教育課

94 黒髪山キャンプフィールド　月別利用者数内訳表（平成30年度～令和３年度） 観光文教 岡本 地域教育課

95 令和２年度部活動指導員の配置状況（部活動別） 観光文教 岡本 学校教育課

96 義務教育における市の少人数学級編制の推移 観光文教 岡本 教職員課

97
新市建設計画の状況、事業名、事業費、財源内訳、執行済額（Ｈ17年度以降各年度別実
績）３年度以降

総務 北 総合政策課
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件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 分科会 委員 担当課 備　　考

98 新型コロナ感染症対応予算額、決算額　２年度 総務 北 （共通）
１１１、１２
４と一括

100 啓発に関わる事業の予算・決算額（2016年度以降） 総務 阪本
選挙管理委員会事
務局

101 各選挙における年代別投票率（2016年度以降） 総務 阪本
選挙管理委員会事
務局

102 令和２年度市税の不納欠損額の事由別内訳（人数、期別数及び税額） 総務 阪本 滞納整理課

103
今現在稼働しているＲＰＡのシナリオ一覧（課名、事業名、業務内容、稼働頻度、稼働時
期）

総務 阪本 情報政策課

104
令和３年９月１日現在、未利用の行政財産及び普通財産の一覧（場所、面積、用途(計
画)、今後の利用計画、所管課がわかるもの）(企業局を除く）

総務 鍵田 資産管理課

105
奈良市の行政に関わる弁護士の一覧（勤務場所（事務所）、任用期間、報酬年額、（基本
的な説明）、選任方法、令和３年から過去５年の主な業務内容実績）…裁判等を担当され
た場合は案件と結果

総務 中西
人事課
法務ガバナンス課

106
しみんだよりや選挙公報等、全戸を対象に配布した広報物の一覧表（平成29年～令和３年
度分）（配布物の名称、内容、部数、契約方法、契約金額）

総務 中西

秘書広報課
地域づくり推進課
選挙管理委員会事
務局

107 過去５年間の各市税の予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額及び収入未済額の比較 総務 栁田

市民税課
資産税課
納税課
滞納整理課

108
中核市の財政調整基金残高一覧（決算額）
（Ｈ29年度、Ｈ30年度、Ｒ１年度）

総務 山口 財政課

109
不用額500万円以上の中事業別一覧
（当初予算額、補正予算額、予算現額、執行額、不用額）

総務 山口 （共通）

110 各種基金残高の推移（Ｈ12年度末、Ｈ17年度末及びＨ21年度末からＲ２年度末） 総務 山口 財政課

111 令和２年度新型コロナ対策予算の執行状況（事業別） 総務 山口 （共通）
９８、１２４
と一括

112 防災倉庫の設置状況と備蓄物資がわかる資料（最新分） 総務 山口 危機管理課

113 保健所職員の配置人員の推移（職種別） 総務 山口 人事課

114 定員適正化計画の目標と実績（年度ごと） 総務 山口 人事課
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件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 分科会 委員 担当課 備　　考

115 正規職員・非正規職員の推移（過去10年間） 総務 山口 人事課

116
市独自の少人数学級及び35人学級の推移（幼・小の対象学年、学級編制基準、講師数、講
師関連予算、整備関連予算。平成23年度～令和３年度）

総務 山口
保育総務課
教職員課

117 市立学校園の年代別教諭数・率（過去５年）及び少人数学級市費講師の年代別・経験年数 総務 山口
人事課
教職員課

118
令和２年度の新型コロナウイルス感染症の影響で予算執行を縮小・中止した事業（課名・
小事業名・不用額（10万円以上））

総務 山口 （共通）

119
新型コロナウイルス感染症による市民生活への影響の実態把握の実施状況について（令和
２年度）

総務 山出 総合政策課

120
新型コロナウイルスワクチン接種推進課職員の月別時間外労働時間数について（令和３年
４月～７月）

総務 山出 人事課

121
決算審査意見書９ページ「ウ」に記述のある、同一の業者と少額の随意契約を複数回発注
していた事例（課別）

総務 内藤 監査委員事務局

122
決算審査意見書９ページ「エ」に記述のある、所掌事務について、誤って改正前の情報に
より事務処理が行われていた事例（課別）

総務 内藤 監査委員事務局

124 新型コロナウイルス感染症対応予算・決算資料 総務 内藤 （共通）
９８、１１１
と一括

125
決算審査意見書公営19ページに記述のある、県域水道一体化した企業団が引き継ぐことの
不合理な理由

総務 内藤 監査委員事務局

126 取得金額500万円以上の物品一覧（過去３年） 総務 内藤 （共通）

127 市税コロナ猶予特例債の内容と金額、期間のわかるもの。 総務 酒井 財政課
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