
番号 担当課等 ページ 質    疑    事    項 委員名 備考

（一般会計）環境農政部

1 環境政策課 275
再生可能エネルギー推進事業補助金の成果と課題につい
て

奈良

2 環境政策課 275 温暖化防止普及啓発事業の成果と課題について 山﨑 （子事業）

3 環境政策課 275 スマートハウス推進事業の成果と課題について 田上

4 環境政策課 275 スマートハウス推進事業費補助金の成果と課題について 奈良

5 環境政策課 275 里地里山保全等促進事業の成果と課題について 奈良 （親事業）

6 環境政策課 275 里地里山保全等促進事業の成果と課題について
髙田
(浩)

（親事業）

7 環境政策課 277 生物多様性あつぎ戦略啓発事業の成果と課題について 石井

8 環境政策課 277 生物多様性生きもの調査推進事業の成果と課題について
髙田
(浩)

9 環境政策課 277 生物多様性生きもの調査推進事業の成果と課題について 石井

10 生活環境課 273 生活環境対策事業の成果と課題について 瀧口 （親事業）

11 生活環境課 275 動物愛護管理推進事業の成果と課題について 田上 （子事業）

12 生活環境課 275 動物愛護管理推進事業の成果と課題について 瀧口 （子事業）

13 生活環境課 279 臭気調査事業の成果と課題について 奈良

14 生活環境課 279 水質汚濁防止対策事業の成果と課題について 奈良

15 生活環境課 285 公衆トイレ維持管理事業の成果と課題について 山﨑

16 環境事業課 79 廃棄物処理手数料の成果と課題について 望月

17 環境事業課 273 不法投棄防止対策事業の成果と課題について 瀧口

18 環境事業課 273 不法投棄防止対策事業の成果と課題について 望月

19 環境事業課
281～
285 清掃総務費、廃棄物処理費全般の成果と課題について 望月

循環型社会
推進担当部
長

20 環境事業課 281 ごみ減量化・資源化推進事業の成果と課題について 奈良 （親事業）

21 環境事業課 281 ごみ減量化・資源化推進事業の成果と課題について 望月 （親事業）

22 環境事業課 281 ごみ減量化・資源化推進事業の成果と課題について 石井 （親事業）

23 環境事業課 281
一般廃棄物処理基本計画等策定事業の成果と課題につい
て

望月
循環型社会
推進担当部
長
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24 環境事業課 281 事業系ごみ対策事業の成果と課題について 瀧口

25 環境事業課 281 事業系ごみ対策事業の成果と課題について 望月

26 環境事業課 281 ふれあいプラザ維持管理事業の成果と課題について 山﨑
環境施設担
当課長

27 環境事業課 283 低公害ごみ収集車導入事業の成果と課題について 望月

28 環境事業課 283 低公害ごみ収集車導入事業の成果と課題について 石井

29 環境事業課 283 集積所環境整備事業の成果と課題について 瀧口

30 環境事業課 283 ごみ収集管理事業の成果と課題について 瀧口

31 環境事業課 283 ごみ収集管理事業の成果と課題について 山﨑

32 環境事業課 283 ごみ収集車等管理事業の成果と課題について 石井

33 環境事業課 285 職員安全衛生事業の成果と課題について 瀧口

34 環境事業課 285 金田地区環境整備事業の成果と課題について 石井
環境施設担
当課長

35 農業政策課 291 農業担い手育成対策事業の成果と課題について 奈良

36 農業政策課 291 農業担い手育成対策事業の成果と課題について 石井

37 農業政策課 291 耕作放棄地再生利用事業費補助金の成果と課題について 奈良
都市農業支
援担当課長

38 農業政策課 291 耕作放棄地再生利用事業費補助金の成果と課題について 石井
都市農業支
援担当課長

39 農業政策課 291 新規就農者支援事業の成果と課題について 奈良
都市農業支
援担当課長

40 農業政策課 291 新規就農者支援事業の成果と課題について 石井
都市農業支
援担当課長

41 農業政策課 293 自立経営農家育成資金融資事業の成果と課題について 石井

42 農業政策課 293 ヤマビル対策事業の成果と課題について 石井
農林・鳥獣
対策担当課
長

43 農業政策課 295 地産地消推進事業の成果と課題について 瀧口

44 農業政策課 295 農業体験型農園開設事業補助金の成果と課題について 石井

45 農業政策課 295 都市農地保全支援事業補助金の成果と課題について 石井

46 農業政策課 297 畜産振興対策事業補助金の成果と課題について 奈良

47 農業政策課 299 農業基盤整備事業の成果と課題について 瀧口
農林・鳥獣
対策担当課
長
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48 農業政策課 299 道水路等維持補修事業の成果と課題について 瀧口
農林・鳥獣
対策担当課
長

49 農業政策課 301 林業振興事業の成果と課題について 奈良
農林・鳥獣
対策担当課
長

50 農業政策課 301 林業振興事業の成果と課題について 石井
農林・鳥獣
対策担当課
長
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（一般会計）教育総務部

51 教育総務課 359 コミュニティ・スクール推進事業の成果と課題について 望月

52 教育総務課 359
小中学校通学区域再編成委員会運営の成果と課題につい
て

望月

53 教育総務課 359 小中学校適正規模等推進事業の成果と課題について 瀧口

54 教育総務課 359 小中学校適正規模等推進事業の成果と課題について 望月

55 教育総務課 365
久保奨学金基金事業及び久保奨学金基金積立金の成果と
課題について

田上

56 教育総務課 365 久保奨学金基金事業の成果と課題について 石井

57 教育総務課
371
379

小学校、中学校ＩＣＴ化推進事業の成果と課題について 望月 （親事業）

58 教育総務課 371 小学校ＩＣＴ化推進事業の成果と課題について 山﨑 （親事業）

59 教育総務課 371
小学校ＧＩＧＡスクール端末等整備事業の成果と課題に
ついて

奈良

60 教育総務課 379 中学校ＩＣＴ化推進事業の成果と課題について 山﨑 （親事業）

61 教育総務課 379
中学校ＧＩＧＡスクール端末等整備事業の成果と課題に
ついて

奈良

62 教育総務課 373 小学校情報教育機器維持管理事業の成果と課題について
髙田
(浩)

63 教育総務課 373 小学校情報教育機器維持管理事業の成果と課題について 山﨑

64 教育総務課 381 中学校情報教育機器維持管理事業の成果と課題について
髙田
(浩)

65 教育総務課 381 中学校情報教育機器維持管理事業の成果と課題について 山﨑

66 教育施設課 359 スクールアシスタント事業の成果と課題について 瀧口

67 教育施設課 359 スクールアシスタント事業の成果と課題について 石井

68 教育施設課 359 小中学校学校施設最適化推進事業の成果と課題について 石井
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69 教育施設課
367
375

特別教室冷暖房設備設置事業（小学校）、（中学校）の
成果と課題について

望月

70 教育施設課 367
特別教室冷暖房設備設置事業（小学校）の成果と課題に
ついて

石井

71 教育施設課 375
特別教室冷暖房設備設置事業（中学校）の成果と課題に
ついて

石井

72 教育施設課 375
中学校特別教室冷暖房設備設置事業の成果と課題につい
て

奈良

73
教育施設課
学校給食課
学務課

369
377

小学校、中学校維持補修事業の成果と課題について 望月
（親事業）
教育施設課
長
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（一般会計）学校教育部

74 学務課 363 児童・生徒登下校等安全推進事業の成果と課題について 望月

75 学務課 363 児童・生徒登下校等安全推進事業の成果と課題について 石井

76

学務課
教育総務課
学校給食課
教育指導課

367
375

感染症対策・学習保障等支援事業（小学校）、（中学
校）の成果と課題について

山﨑 学務課長

77 学務課 371 保護者負担軽減事業（小学校）の成果と課題について 田上

78 学務課 379 保護者負担軽減事業（中学校）の成果と課題について 田上

79 教育指導課 361 英語教育推進事業の成果と課題について 田上

80 教育指導課 361 英語教育推進事業の成果と課題について 瀧口

81 教育指導課 361 教育活動推進事業の成果と課題について 望月

82 教育指導課 361 外国籍児童・生徒等支援事業の成果と課題について
髙田
(浩)

83 教育指導課 361 外国籍児童・生徒等支援事業の成果と課題について 瀧口

84

教育指導課
教職員課
青少年教育相談
センター

363
365
～
367
373

いじめや暴力、非行等の対応と登校支援や相談等の対応
の成果と課題について

望月
学校教育部
長

85 教育指導課 363 学校支援プロジェクト推進事業の成果と課題について 田上

86 教育指導課 363 学校司書配置事業の成果と課題について 瀧口

87 教育指導課
371
379

教育研修・活動助成事業（小学校）、（中学校）の成果
と課題について

瀧口

88 教育指導課 371
教育研修・活動助成事業（小学校）の成果と課題につい
て

田上

89 教育指導課 371
教育研修・活動助成事業（小学校）の成果と課題につい
て

石井

90 教育指導課 379
教育研修・活動助成事業（中学校）の成果と課題につい
て

田上

91 教育指導課 379 部活動等支援事業の成果と課題について 田上

92 教職員課 361 学力ステップアップ推進事業の成果と課題について 田上

93 教職員課 363 教職員健康管理経費の成果と課題について 石井
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94 教職員課 373 小学校児童支援推進事業の成果と課題について 田上

95 教職員課 373 小学校児童支援推進事業の成果と課題について 石井

96 教育研究所 365 教育調査研究事業の成果と課題について 田上

97 教育研究所 365 先生のための研修事業の成果と課題について 田上

98 教育研究所 365 先生のための研修事業の成果と課題について 瀧口

99
青少年教育相談
センター

365 青少年教育相談事業の成果と課題について 奈良

100
青少年教育相談
センター

365 青少年教育相談事業の成果と課題について 石井
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（一般会計）社会教育部

101 社会教育課 383 家庭教育支援事業の成果と課題について 田上

102 社会教育課 383 家庭教育支援事業の成果と課題について 望月

103 社会教育課 383 地域子ども教室推進事業の成果と課題について 石井

104 社会教育課 385 公民館活動事業の成果と課題について 田上

105 社会教育課 385 公民館活動事業の成果と課題について 石井

106 スポーツ推進課 391 市民スポーツ推進事業の成果と課題について 田上

107 スポーツ推進課 391 市民スポーツ活動推進事業の成果と課題について 瀧口

108 スポーツ推進課 391 社会体育指導者養成事業の成果と課題について 田上

109 スポーツ推進課 393 体育施設改修事業（長寿命化）の成果と課題について 奈良

110 スポーツ推進課 393 体育施設改修事業（長寿命化）の成果と課題について 望月

111 スポーツ推進課 395
南毛利スポーツセンター維持管理事業の成果と課題につ
いて

田上

112 スポーツ推進課 395
東町スポーツセンター維持管理事業の成果と課題につい
て

瀧口

113 文化財保護課 389 郷土博物館活動推進事業の成果と課題について 奈良 （親事業）

114 文化財保護課 389 郷土博物館活動推進事業の成果と課題について 石井 （親事業）

115 中央図書館 387
大学図書館・公民館図書室等ネットワーク事業の成果と
課題について

田上


