
平成２５年３月定例会議案付託表 

付託委員会 案件の種類及び番号 件       名 

総務委員会 議会議案第８号 

議案第  １号 

議案第 ３３号 

議案第 ３４号 

議案第 ３５号 

議案第 ３６号 

議案第 ３７号 

議案第 ３８号 

議案第 ６７号 

奈良市職員倫理条例の制定について（継続分） 

市長専決処分の報告及び承認を求めることについて 

奈良市職員倫理条例の制定について 

奈良市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

奈良市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 

奈良市教育長の退職手当の特例に関する条例の制定について 

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 

奈良市債権管理条例の制定について 

包括外部監査契約の締結について 

観光文教水道委員会 議案第 ４０号 

議案第 ４５号 

奈良市放課後児童健全育成事業施設条例の一部改正について 

奈良市観光自動車駐車場条例の一部改正について 

厚生消防委員会 議案第 １４号 

議案第 ３９号 

議案第 ４２号 

議案第 ４７号 

 

議案第 ４８号 

 

議案第 ４９号 

 

 

議案第 ５０号 

 

議案第 ５１号 

 

 

 

議案第 ５２号 

 

議案第 ５３号 

 

議案第 ５４号 

 

和解及び損害賠償の額の決定について 

奈良市子ども・子育て会議条例の制定について 

奈良市介護保険条例の一部改正について 

奈良市救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備

及び運営の基準に関する条例の制定について 

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

等に関する条例の制定について 

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制定について 

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制定について 

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制定につ

いて 

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

関する条例の制定について 

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

準に関する条例の制定について 

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

関する条例の制定について 



付託委員会 案件の種類及び番号 件       名 

 
議案第 ５５号 

 

議案第 ５６号 

 

議案第 ５７号 

 

議案第 ５８号 

 

議案第 ５９号 

 

議案第 ６０号 

 

議案第 ６１号 

 

議案第 ６２号 

 

議案第 ６３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

制定について 

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

例の制定について 

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

制定について 

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制定について 

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

関する条例の制定について 

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

条例の制定について 

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

制定について 

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

条例の制定について 

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制定

について 
市民環境委員会 議案第 ４１号 

議案第 ４３号 

 

議案第 ４４号 

議案第 ７３号 

奈良市国民健康保険条例の一部改正について 

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定

非営利活動法人の基準、手続等に関する条例の制定について 

奈良市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

奈良市国民健康保険条例の一部改正について 

建設委員会 議案第 １０号 

 

議案第 １１号 

 

議案第 １２号 

議案第 １３号 

議案第 １５号 

議案第 ６４号 

議案第 ６５号 

 

奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部改正について 

奈良市下水道条例及び奈良市農業集落排水処理施設条例の一

部を改正する条例の一部改正について 

工事請負契約の締結について 

工事請負契約の締結について 

権利の放棄について 

奈良市道の構造の技術的基準を定める条例の制定について 

奈良市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

を定める条例の制定について 

 



 

付託委員会 案件の種類及び番号 件       名 

 議案第 ６６号 

 

議案第 ６８号 

議案第 ６９号 

議案第 ７４号 

奈良市道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定につい

て 

市道路線の廃止について 

市道路線の認定について 

権利の放棄について 



平成２５年３月定例会議案付託表 

付託委員会 案件の種類及び番号 件       名 送付する分科会 

予算決算 

委員会 

議案第  ２号 平成２４年度奈良市一般会計補正予算（第６号） 総務 観光文教水道 厚生消防 市民環境 建設 

議案第  ３号 平成２４年度奈良市下水道事業費特別会計補正予算（第２号）     建設 

議案第  ４号 平成２４年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第２号） 総務     

議案第  ５号 平成２４年度奈良市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）    市民環境  

議案第  ６号 平成２４年度奈良市土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）     建設 

議案第  ７号 平成２４年度奈良市駐車場事業特別会計補正予算（第２号）     建設 

議案第  ８号 平成２４年度奈良市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）    市民環境  

議案第  ９号 平成２４年度奈良市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）   厚生消防   

議案第 １６号 平成２５年度奈良市一般会計予算 総務 観光文教水道 厚生消防 市民環境 建設 

議案第 １７号 平成２５年度奈良市下水道事業費特別会計予算 総務※    建設 

議案第 １８号 平成２５年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計予算    市民環境  

議案第 １９号 平成２５年度奈良市国民健康保険特別会計予算 総務※   市民環境  

議案第 ２０号 平成２５年度奈良市土地区画整理事業特別会計予算 総務※    建設 

議案第 ２１号 平成２５年度奈良市市街地再開発事業特別会計予算     建設 

議案第 ２２号 平成２５年度奈良市公共用地取得事業特別会計予算  観光文教水道  市民環境 建設 

議案第 ２３号 平成２５年度奈良市駐車場事業特別会計予算     建設 

議案第 ２４号 平成２５年度奈良市介護保険特別会計予算 総務※  厚生消防   

議案第 ２５号 平成２５年度奈良市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算   厚生消防   

議案第 ２６号 平成２５年度奈良市針テラス事業特別会計予算  観光文教水道    

議案第 ２７号 平成２５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 ２８号 平成２５年度奈良市病院事業会計予算 総務※   市民環境  

議案第 ２９号 平成２５年度奈良市水道事業会計予算  観光文教水道    

議案第 ３０号 平成２５年度奈良市都祁水道事業会計予算  観光文教水道    

議案第 ３１号 平成２５年度奈良市月ヶ瀬簡易水道事業会計予算  観光文教水道    

議案第 ４６号 奈良市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定に

ついて 

総務 観光文教水道  市民環境 建設 

※特別会計に係る人件費部分（所管：人事課）は、総務分科会に送付。 


