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議 案 第 １ 号 平成２９年度奈良市一般会計補正予算（第６号） 総務 観光文教 厚生消防 市民環境 建設企業 

議 案 第 ２ 号 平成２９年度奈良市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 総務※     

議 案 第 ３ 号 平成２９年度奈良市土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 総務※    建設企業 

議 案 第 ４ 号 平成２９年度奈良市介護保険特別会計補正予算（第３号） 総務※  厚生消防   

議 案 第 ５ 号 平成２９年度奈良市水道事業会計補正予算（第２号）     建設企業 

議 案 第 ６ 号 平成２９年度奈良市下水道事業会計補正予算（第２号）     建設企業 

議 案 第 ７ 号 奈良市社会福祉審議会条例の一部改正について   厚生消防   

議 案 第 ８ 号 奈良市地域包括支援センターの人員等の基準に関する条例の全部改正につい

て 

  厚生消防   

議 案 第 ９ 号 奈良市営住宅条例等の一部改正について    市民環境  

議案第１０号 奈良市都市公園条例の一部改正について     建設企業 

議案第１１号 財産の取得について    市民環境  

議案第１２号 工事請負契約の締結について   厚生消防  建設企業 

議案第１３号 工事請負契約の一部変更について     建設企業 

議案第１４号 平成３０年度奈良市一般会計予算 総務 観光文教 厚生消防 市民環境 建設企業 

議案第１５号 平成３０年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計予算 総務※   市民環境  

議案第１６号 平成３０年度奈良市国民健康保険特別会計予算 総務※  厚生消防   

議案第１７号 平成３０年度奈良市土地区画整理事業特別会計予算 総務※    建設企業 

議案第１８号 平成３０年度奈良市市街地再開発事業特別会計予算 総務※    建設企業 

議案第１９号 平成３０年度奈良市公共用地取得事業特別会計予算 総務※ 観光文教  市民環境 建設企業 

議案第２０号 平成３０年度奈良市駐車場事業特別会計予算 総務※    建設企業 

議案第２１号 平成３０年度奈良市介護保険特別会計予算 総務※  厚生消防   

議案第２２号 平成３０年度奈良市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算   厚生消防   

議案第２３号 平成３０年度奈良市針テラス事業特別会計予算 総務※ 観光文教    

議案第２４号 平成３０年度奈良市後期高齢者医療特別会計予算   厚生消防   

議案第２５号 平成３０年度奈良市病院事業会計予算   厚生消防   

議案第２６号 平成３０年度奈良市水道事業会計予算     建設企業 
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議案第２７号 平成３０年度奈良市下水道事業会計予算     建設企業 

議案第２８号 奈良市附属機関設置条例の一部改正について 総務   市民環境  

議案第２９号 奈良市手数料条例の一部改正について   厚生消防 市民環境 建設企業 

議案第３０号 奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例の全部改正について 

  厚生消防   

議案第３１号 奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関す

る条例の全部改正について 

  厚生消防   

議案第３２号 奈良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の全部改正について 

  厚生消防   

議案第３３号 奈良市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法の基準等に関する条例の全部改正について 

  厚生消防   

議案第３４号 奈良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の全

部改正について 

  厚生消防   

議案第３５号 奈良市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の全部改

正について 

  厚生消防   

議案第３６号 
奈良市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

全部改正について 

  厚生消防   

議案第３７号 奈良市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条

例の全部改正について 

  厚生消防   

議案第３８号 奈良市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の

全部改正について 

  厚生消防   

議案第３９号 奈良市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の全部改正につい

て 

  厚生消防   

議案第４０号 奈良市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の全部改正に

ついて 

  厚生消防   

議案第４１号 奈良市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の全部改正につい

て 

  厚生消防   
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 議案第４２号 奈良市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準等に関する条例の

制定について 

  厚生消防   

 議案第４３号 奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の全部改正について 

  厚生消防   

 議案第４４号 奈良市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の全

部改正について 

  厚生消防   

 議案第４５号 奈良市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の全部改正

について 

  厚生消防   

 議案第４６号 奈良市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の全部改正につい

て 

  厚生消防   

 議案第４７号 奈良市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の全部改正

について 

  厚生消防   

 議案第４８号 奈良市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の全部改正について   厚生消防   

 議案第４９号 奈良市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例の制定について   厚生消防   

 議案第５０号 奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について    市民環境  

 議案第５１号 奈良市国民健康保険条例の一部改正について   厚生消防   

 議案第５２号 奈良市介護保険条例の一部改正について   厚生消防   

 議案第５３号 奈良市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について   厚生消防   

 議案第５４号 奈良市観光自動車駐車場条例の一部改正について  観光文教    

 議案第５５号 包括外部監査契約の締結について 総務     

 議案第５６号 市道路線の廃止について     建設企業 

 議案第５７号 市道路線の認定について     建設企業 

 議案第５８号 公の施設の指定管理者の指定について  観光文教  市民環境  

 議案第５９号 奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給に

関する条例等の一部改正について 

総務     
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 議案第６１号 奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の全部改正について 

  議案第６０号 奈良市一般職の職員の給与に関する条例及び奈良市一般職の任期付職員の採

用及び給与の特例に関する条例の一部改正について 

総務     

 議案第６１号 奈良市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について 総務     

 議案第６３号 工事請負契約の締結について    市民環境  

 議案第６４号 和解及び損害賠償の額の決定について    市民環境  

※特別会計に係る人件費部分（所管：人事課）・公債費部分（所管：財政課）は、総務分科会に送付。 


