
件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 分科会 委員 担当課 備　　考

1 消防団ポンプ格納庫、詰所での水道光熱費等の支払い状況のわかるもの 厚生消防 道端 消防局総務課

2 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

3 児童相談所のケースの引継ぎの方法と状況がわかるもの 厚生消防 道端
児童相談所設置推
進課

4 ななまるカード所有者によるバス乗車の奈良市負担状況がわかるもの 厚生消防 道端 長寿福祉課

5 市が所有する施設で喫煙所を設けている施設 厚生消防 道端 医療政策課

6 子ども医療費助成制度の現物給付化に関する中核市の状況（令和３年４月１日現在） 厚生消防 藤田 子ども育成課

7
子ども発達センターでの療育相談（延べ人数）、園巡回相談の実績（過去５年間）及び療
育相談の利用に至る経路別集計（令和２年度）

厚生消防 藤田 子育て相談課

8 奈良市で行っている子育て支援事業一覧（担当課も併記） 厚生消防 白川 子ども政策課

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

10
市内保育所・認定こども園の待機児童数
（各年度３月１日時点、公立・私立別、園別、年齢別）（平成29年度～令和３年度）

厚生消防 白川 保育所・幼稚園課

11 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

12
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年分）

厚生消防 白川 介護福祉課

13
各市立保育園・こども園毎の２号・３号認定の利用定員と利用人数（各年度３月１日時
点、園別、年齢別）（平成29年度～令和３年度）

厚生消防 白川 保育所・幼稚園課

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

15 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４年２月まで） 厚生消防 白川 福祉政策課

16 フードバンク事業の実績 厚生消防 白川 子ども育成課

17
奈良市幼保再編計画・実施計画策定以降の市立幼保再編実績及び今後の再編実施方針が時
系列で分かるもの

厚生消防 白川 子ども政策課

18 生活保護の申請件数（月毎）過去５年分 厚生消防 白川 保護課

19 国民健康保険加入者の軽減世帯数（２割・５割・７割毎）の推移（過去10年） 厚生消防 白川 国保年金課

予算決算委員会　要求資料一覧表
（令和４年３月）
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件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 分科会 委員 担当課 備　　考

20 国民健康保険における77条保険料申請減免の適用件数（過去10年） 厚生消防 白川 国保年金課

21
平成24年度～令和４年度及び今後予定している「幼保再編（民営化）」と「待機児童対
策」事業の詳細がわかる資料（開園年月、民営化対象園名、施設整備に係る予算額・決算
額、応募資格、施設名称、運営法人名）

厚生消防 白川
子ども政策課
保育所・幼稚園課

22 新型コロナワクチンの接種人数・率 厚生消防 白川
新型コロナウイルスワ
クチン接種推進課

23
救急搬送における通報から現場到着までの時間、現場滞在時間、照会回数の各月平均と最
大値（2020年１月～）

厚生消防 白川 消防局救急課

24
新型コロナによる死亡者数（月毎・年齢層別・施設別）と特徴（2021年７月～2022年２
月）

厚生消防 白川 保健予防課

25 産後ケア事業利用実績（５年分・委託医療機関数も併記） 厚生消防 白川 母子保健課

26 令和３年度　児童自立支援施設の全国の設置状況（設置者別、創設時期別） 厚生消防 酒井
児童相談所設置推
進課

27
地域子育て支援センター、つどいの広場、子育てスポットすくすく広場、児童館の子育て
広場の平成30年度～令和２年度　利用者数及び相談件数

厚生消防 田畑 子ども育成課

28
障害者就労施設等からの物品等の調達実績の推移
平成29年度以降

厚生消防 山出 障がい福祉課

29
避難行動要支援者名簿対象者数、名簿掲載同意者数、名簿掲載不同意者数、長期入院・施
設入所等の人数、未回答者数
名簿対象となる該当条件別・令和４年２月末日時点

厚生消防 山出 福祉政策課

30
避難行動要支援者の個別避難計画策定率
地区別・令和４年２月末日時点

厚生消防 山出 福祉政策課

31
福祉避難所数
小学校区別、施設の分野別

厚生消防 山出

障がい福祉課
保護課
長寿福祉課
介護福祉課

32
個別避難計画作成の協力などについて、福祉政策課が危機管理課と共に説明を行った地縁
組織や関係機関の会議・会合の名称と日付
令和３年度

厚生消防 山出 福祉政策課

33 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

34
各保育園・こども園における保育士及び保育補助者の配置状況（正規・非正規の別）（令
和３年４月１日現在）

厚生消防 阪本
保育総務課
保育所・幼稚園課

35 市立学校３校への寄付金の詳細な使い道、一覧表 観光文教 塚本 教育総務課

36
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

37
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24年度～令和４年度）

観光文教 北村 教育総務課
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件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 分科会 委員 担当課 備　　考

38 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

39
市立中央図書館・北部図書館・西部図書館の図書館司書の配置人数
（館別、月額職員・日額職員別、担当業務（成人・児童・移動図書館・学校派遣等）別、
平成27年度～令和４年度）

観光文教 北村 中央図書館

40 市立小中学校のトイレ改修・洋式化の現状がわかる資料 観光文教 北村 教育施設課

41
「学びなら」事業の詳細がわかる資料
（対象学年、予算額および決算額、委託業者と委託方法、事業の成果や課題等　導入年度
～令和４年度）

観光文教 北村 学校教育課

42
「学校ＩＣＴ推進」事業の詳細がわかる資料
（対象学年、予算額と決算額、ＧＩＧＡスクール構想事業にかかわる全ての契約業者と契
約方法、事業の成果や課題等　導入年度～令和４年度）

観光文教 北村 学校教育課

43
「小中一貫教育」事業の詳細がわかる資料
（対象校と学年、予算額と決算額、事業の成果や課題等　導入年度～令和４年度）

観光文教 北村 学校教育課

44
小・中学校教員の週あたり授業時数の詳細がわかる資料
（小・中別の教員授業時数、小学校20時数・中学校18時数以上持つ教員数・割合）

観光文教 北村 教職員課

45
小・中学校教員の推移の詳細がわかる資料
（県費正規教員および講師の数、市費講師の内訳と数、小・中別、平成29年度～令和３年
度）

観光文教 北村 教職員課

46
新型コロナ対策（令和元年度～４年度）中小事業者向け事業の詳細がわかる資料
（予算・決算、利用実績等がわかるもの）

観光文教 北村 産業政策課

47
買い物困難（弱者）対策の詳細がわかる資料
（予算・決算、困難の実態把握、利用実績等がわかるもの）

観光文教 北村 産業政策課

48 奈良市の不登校支援が分かる資料。 観光文教 酒井 教育支援・相談課

50 中核市における公営住宅の指定管理制度の導入状況 建設企業 井上 住宅課

51 マンション管理適正化推進事業における実態調査の目的がわかるもの 建設企業 井上 住宅課

52 市営住宅において空家の状況と来年度の改修戸数のわかるもの 建設企業 井上 住宅課

53 水道事業及び下水道事業の財政見通し（今後10年） 建設企業 大西 企業局経営企画課

54 水道メーター検定有効期間がわかる資料（企業局管理分除く全戸） 建設企業 大西 住宅課

55 水道メーター取替工事の詳細 建設企業 大西 住宅課

56 柏木公園工事内容の詳細 建設企業 大西 公園緑地課
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件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 分科会 委員 担当課 備　　考

57 八条・大安寺周辺地区まちづくり検討調査業務委託の詳細 建設企業 大西
JR新駅周辺整備推
進課

58 屋外広告物条例改正と簡易除去の市民団体連携の構想が分かる資料。 建設企業 酒井 都市計画課

59 都祁月ヶ瀬地域給水区域全域化の意味が分かる資料、その検討資料。 建設企業 酒井
企業局送配水管理
センター

60
「奈良監獄エリア活性化事業」の星野リゾートが４年間開設されていないが、そのタイム
スケジュール調整が分かる資料。

建設企業 酒井 都市政策課

61
大規模盛り土造成地調査は、多くの自治体が調査が困難だとしているが、その奈良市での
実施手法が分かる資料。

建設企業 酒井 開発指導課

62
環境清美工場維持補修事業の、令和２年度～令和４年度の各年度における積算基礎項目ご
との予算額。

市民環境 森岡 環境清美工場

63
環境清美工場検査測定事業の、令和２年度～令和４年度の各年度における積算基礎項目ご
との予算額。

市民環境 森岡 環境清美工場

64 令和４年度なら100年会館の指定管理料の内訳について 市民環境 伊藤 文化振興課

65 奈良市内の古紙等回収場所一覧 市民環境 伊藤 廃棄物対策課

66 新クリーンセンター建設計画における建設予定地の決定過程がわかる資料 市民環境 山本直
クリーンセンター
建設推進課

67
新クリーンセンター建設計画における現建設予定地とされている七条地区地元住民へ奈良
市がこれまでどんな説明をしてきたのかがわかる資料

市民環境 山本直
クリーンセンター
建設推進課

68
奈良市ポイント制度の各種ポイント付与が経年でわかる資料
（奈良市ポイント制度が開始された平成27年１月から現在まで）

市民環境 山本直 地域づくり推進課

69
協働のまちづくり推進経費について
・これまでの一括交付金の詳細がわかるもの
・これまでの地域自治協議会準備交付金の詳細がわかるもの

市民環境 山本直 地域づくり推進課

70
地域コミュニティの再生経費について
・自治連合会及び自治会交付金の詳細がわかるもの

市民環境 山本直 地域づくり推進課

71
新斎苑「旅立ちの杜」建設に係る令和４年度予算における地域活性化対策事業の一覧と金
額がわかる資料

市民環境 山本直 斎苑管理課

72 生ゴミ処理機助成の詳細がわかるもの　過去５年分 市民環境 山本直 廃棄物対策課

73 女性団体助成金の詳細がわかるもの　過去10年分 市民環境 山本直 共生社会推進課

74 ゼロカーボン戦略策定事業委託の中身が分かる資料一式 市民環境 鍵田 環境政策課

75 プラスチック製容器包装減容処理委託料の中身が分かる資料一式（過去５年分） 市民環境 鍵田 廃棄物対策課

76
指定法人である（公財）日本容器包装リサイクル協会に対し奈良市が支払ったプラスチッ
ク製容器包装に係る再商品化業務委託料（過去５年分）

市民環境 鍵田 廃棄物対策課
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件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 分科会 委員 担当課 備　　考

77
環境清美工場の令和元年度から令和３年度修繕実績と令和４年度予算に計上している修繕
料の内訳がわかるもの（過去の経験を生かした予算計上になっているのか）

市民環境 横井 環境清美工場

78 地域ふれあい会館とその指定管理者一覧 市民環境 横井 地域づくり推進課

79 地域自治協議会設立地区一覧（予定を含む） 市民環境 横井 地域づくり推進課

80 住宅新築資金等貸付金特別会計における予算額、決算額、繰上充用額の直近10年間の推移 市民環境 井上 共生社会推進課

81 総務費30　本庁舎施設整備につき詳細 総務 森田 資産管理課

82

新市建設計画について
事業名・事業費・財源内訳・特例債別記
執行済額（Ｈ.17年度以降実績）
３年度、４年度予算額、５年度以降

総務 北 総合政策課

83
令和４年度予算編成にあたり、これまでの包括外部監査からの指摘内容がわかる資料（令
和３年度当初において未措置となっているもののうち、危機管理監・総合政策部・総務部
に係るもの）

総務 早田 法務ガバナンス課

84 過去５年間の人件費の推移がわかる資料 総務 早田 財政課

85 正規職員の過去10年間の数（現業職員数を内数表示） 総務 阪本 人事課

86

国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所措置費自己負担金、認定こ
ども園利用者負担金、生活保護法第63条返還金、生活保護法第78条徴収金、住宅使用料、
家賃相当損害金、母子・寡婦福祉資金貸付金及び住宅新築資金等貸付金に係る予算現額、
調定額、収入済額、不納欠損額及び収入未済額の状況（過去３年度）

総務 栁田 滞納整理課

87 令和４年度に廃止・縮小予定の事業一覧（課名・事業名・事業費・理由） 総務 山口 （共通）

88 令和４年度新規事業一覧（財源内訳含む） 総務 山口 財政課

89 Ｒ３年度の新型コロナ対策予算の執行状況がわかる資料（事業ごと） 総務 山口 （共通）

90 防災倉庫の設置状況と備蓄物資がわかる資料 総務 山口 危機管理課

91
定員適正化計画の目標と実績の推移及び、正規職員、非正規職員の推移（会計年度任用職
員含む）

総務 山口 人事課

92 会計年度任用職員の人数（課別・フルタイム・パートタイム別） 総務 山口
人事課
企業局企業総務課

93
保健師の人数の推移（過去10年間）と中核市で保健所を設置している市との比較（人口10
万人あたりの保健師の数）

総務 山口 人事課

94 産休・育休・病休者（一般及び精神的別）の推移（過去３年間） 総務 山口
人事課
企業局企業総務課

5



件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 分科会 委員 担当課 備　　考

95 障害者の法定雇用率と本市の状況 総務 山口
人事課
企業局企業総務課

96 マイナンバーの情報連携の経緯がわかる資料 総務 山口 情報政策課

97 仲川市長就任後の業務の主な民間委託の推移がわかる資料 総務 山口 財政課

98 市債残高の推移の詳細がわかる資料（年度ごとの区分と内訳、Ｈ25－Ｒ４） 総務 山口 財政課

99 財政調整基金の推移の詳細がわかる資料（年度ごとの変化の要因と残高額、Ｈ24－Ｒ３） 総務 山口 財政課

100 女性職員の育休取得率および生理休暇取得率 総務 山口
人事課
企業局企業総務課

101 管理職の男女別の職員の人数（職位別）（過去５年間） 総務 山口
人事課
企業局企業総務課

102
放課後児童支援員・保育士等の処遇改善臨時特例事業を活用した処遇改善の詳細がわかる
資料（対象および人数、改善内容、公立・民間別、正規・非正規別、予算額）

総務 山口

人事課
保育総務課
保育所・幼稚園課
地域教育課

103 １件100万円以上の補助金（令和４年度、令和３年度） 総務 塚本 （共通）

104
令和４年３月定例会に提案されている債務負担行為のうち新規分における、債務負担行為
の提案理由、各年度予算の配分予定額がわかる資料

総務 宮池 財政課

105 市立園の保育教育士の時間外労働時間（園毎・各月平均と最大値、2021年１月～12月） 総務 白川 人事課

106
健康医療部各課毎の時間外労働時間（１人あたりの月平均と最大値、2020年１月～2022年
１月）

総務 白川 人事課

107
医療的ケア児支援の詳細がわかる資料（支援の現状、予算措置で見込む支援数、看護師配
置の現状と増員予定数、予算額及び内訳、公立民間別支援体制、12月補正含む）

総務 白川

障がい福祉課
保育総務課
保育所・幼稚園課
保健予防課
教育支援・相談課

108
市独自の少人数学級の推移（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24年度～令和４年度）

総務 北村
保育総務課
教職員課

109
市立学校園の年代別教諭数・率（過去５年間）及び少人数学級市費講師の年代別、経験年
数

総務 北村
人事課
教職員課

110
平成22年度から令和３年度に実施した、国のモデル事業及び指定期間終了後の後継事業の
実施状況について

総務 山出 （共通）

111
令和２年度、３年度に実施した、及び４年度に予算化している、人事課主催の職員研修に
ついて（決算額、予算案額、テーマ、実施形態、研修時間、対象職員、参加人数）

総務 山出 人事課
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112
2010年度から2020年度までにおける、11年間の自己都合退職者数の推移について
年度別、年代別（20代、30代、40代、50代）

総務 山出 人事課

113
新規事業別当初予算額のその後における経常的な予算の推移
（過去５年）

総務 内藤 財政課
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