
資料２ 

１５市町村より２２事例の応募 
 
財政運営部門    ６事例 
（財政健全化・税徴収率向上の取組など） 

 
組織運営部門    ５事例 
（組織効率化・人材育成の取組など） 

 
地域活性化部門  １１事例 
（住民と協働して実施する取組・地域リーダーなどの 
 人材育成の取組など） 

がんばる市町村応援表彰 応募取組の概要 



資料２－１ 

①大和郡山市 公用車管理改革（車両４大改革の推進） 
 
②生駒市 子どもにツケを残さない財政運営 
 
③川西町 遊休地活用推進事業 
 
④三宅町 県内トップクラスの税徴収業務 
 
⑤王寺町    Let’sスクラム 王寺町における徴収力強化の取り組み 
 
⑥広陵町 町税等の徴収率向上および 
           徴収事務効率化に向けての取組 

応募取組の概要① 財政運営部門 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

公用車管理改革（車両４大改革の推進） （大和郡山市） 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 総務課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（財政運営部門） 

H18年度に集中改革プラン「リメイク大和郡山」を策定し、い
ろいろな部門において行財政改革を実施。その一環として、
公用車の管理、維持、調達、処分について新しい手法を取り
入れ、年々増加する公用車コストの改革に取り組んでいる。 
 管理の一元化 
 更新（調達） 
 既存車両の維持補修 
 インターネットを活用した車両処分 

 H26年度から新規調達におけるリース形態をクローズドエ
ンドからオープンエンドに変更。 

 買い取ったあとヤフー㈱の公有財産売却で1年以内に売却
するため、残価購入による歳出も歳入で補える方法を採用。 

 保有台数の削減  
   ⑱91台→⑳70台(△21台） 
 修理・車検・燃料費削減  
   ⑱1,611万円→㉒845万円(△766万円） 
 コスト平準化による更新車両数の増 
   ⑳29台、㉑15台、㉒14台を更新（→CO2削減効果も付   
   随的に発生） 
 インターネット公有財産売却  
   ⑲～㉕までの合計で2､800万円の歳入増 

特装車(シャーシの上に通常の荷台ではなく、多種多用途な装備を
架装した貨物自動車など）についてもメンテナンスリースを導入
し、コスト削減につなげていく予定。 

■6年（72か月）リース 

   （終了後23万で買取） 

■車検・自賠責・重量税含 

■故障修理・消耗品交換含む 

リース料 8,849円/月 

■平成16年式ホイールローダ 

【インターネット公有財産売却の成果】 

■10年経過 平成26年7月に売払 

落札額 520万円 

【安
価
な
リ
ー
ス
料
】 

※ ○付数字は年度 

① 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

子どもにツケを残さない財政運営（生駒市） 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 財政課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（財政運営部門） 

 市債の繰上償還 （平成22年度以降においては決算剰余金
を積極的に活用した任意の繰上償還） 

 市債の償還期間の短縮化 （市債の償還期間は、原則10
年） 

 地方債届出制の活用 （政令市を除き市町村では全国初の
届出団体） 

 満期一括償還や変動利率での借り入れ 

 繰上償還の対象選定にあたっては、利率の高さだけでなく、
補償金の有無、翌年度の公債費削減額等を総合的に考慮。 

 変動金利について、指定銀行がリスクを利ざや(スプレッ
ド）に上乗せすることを避けるため、キャップ方式は採らな
い。その代わりに、金利提示の際、銀行に仮に固定金利とし
た場合の利率を提示してもらい、固定金利で借り入れた場合
の総利払い額と比較できるようにして、将来の金利上昇場面
での繰上償還の是非の目安としている。 

 地方債残高 
 ㉒240.37億円(繰上償還未実施の場合241.07億円） 
  →㉕192.06億円(繰上償還未実施の場合216.80億円） 
 経常収支比率 
 ㉒90.2%(県平均92.2%） 
  →㉕85.8%（繰上償還未実施の場合87.7%）（㉔県平均93.7%） 
 実質公債費比率 
 ㉒4.5%→㉕3.7%(繰上償還未実施の場合4.4%） 
 公債費(経常）軽減額 
 ㉒0千円→㉕431,905千円 

 臨時財政対策債に係る公債費が全額基準財政需要額に算入さ
れるとしても、累増することを考慮し発行可能額の満額発行
を控えることが課題。 

 下水道事業債や病院事業債についても10年償還を原則として
いるため、起債額や公債費の増加に備えて、減債基金のさら
なる確保が必要。 

② 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

遊休地活用推進事業（川西町） 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 まちづくり推進課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（財政運営部門） 

小学校の統廃合により、平成21年度から遊休地となってい
た小学校跡地を売却し、企業誘致を図った。 

 県や他市町村と共同で、企業立地フェアに出展したり、
情報交換するなどして、町の施策を企業へのＰＲに努

めた。 
 入札価格・操業後の税収効果・地元への影響等を総合

的に評価するプロポーザル形式で企業選定を行った。 
 上記の企業選定については、中小企業診断士・宅建・

元銀行員の肩書を持つ人にも委員として入ってもらっ
た。 

 売却益 
 プロポーザル方式の入札を実施。複数社の参加があり、競争
原理が働き、最低入札価格を大きく上回る価格で売却できた。 
 税収 
 H26年11月に操業開始予定。その後の法人税収の増が見込ま
れる。 
 地域の活性化 
 従業員数は約70名の予定。中長期的には川西町への移住や地
域の雇用の創出につなげる。 

当該土地について関心を示した企業が多くあり、この近辺
が企業にとって魅力のあることが分かったことから、この
ような企業を県外へ逃さないための、近隣市町村等と連携

した取り組みなど、新たな展開が期待できる。 

③ 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

県内トップクラスの税徴収業務（三宅町） 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 税務課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（財政運営部門） 

財政健全化を図るべく、Ｈ１８年策定の「三宅町集中改革プ
ラン」及びＨ２３年策定の「第２次三宅町集中改革プラン」
において町税等の徴収率向上、徴収強化を掲げ、町税につい
て、徹底した現年度徴収、滞納整理及び不納欠損額の少額化
に取り組んだ。 

 固定資産税を効率的に徴収するため、Ｈ２４緊急雇用創
出臨時特例基金を活用して「三宅町家屋調査業務～年次
計画策定プラン～」を町独自に策定。 

 コンビニ収納システム導入(Ｈ２５）にあたり、吉野町
と共同で導入することにより、費用を低減。 

 未評価家屋調査でＨ２５年度には５４７万円の税収確保

に成功。 
  Ｈ２４： １７棟（２７２万円徴収） 
  Ｈ２５：１０７棟（５４７万円徴収） 

 
 Ｈ２５年度において次の徴収実績となった。 

 
 ①市町村税・・・ ９８．６％（県内２位） 
  うち現年度分・・９９．４％（県内７位） 
  うち滞納繰越分・５９．７％（県内１位） 

 
 ②国民健康保険税・８６．９％（県内１１位） 
  うち現年度分・・９７．４％（県内１２位） 
  うち滞納繰越分・３６．６％（県内１位） 
            
 現年度に限らず滞納繰越分の徴収も強化したことで、Ｈ

１７年度に１，３５４万円あった不納欠損額をＨ２５年

度には６７万円に圧縮した。 

これまでの取り組みで得たノウハウを活用し、住民への租
税教育の実施などにより、地方交付税などの財源に頼らな
いよう、これからも徴収率の県内１位を目指し、さらなる
徴収率の向上につなげていく。 

県内１６位 

県内２位 

出典：地方財政状況調査 

④ 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

Let’sスクラム：王寺町における徴収力強化の取り組み（王寺町） 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 税務課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（財政運営部門） 

これまで徴収率アップへ積極的に取り組んできたが、その取り組
みで蓄積したノウハウを他団体へ提供することにより、地域全体
の徴収率の底上げ、ひいては奈良県全体の財政基盤の強化を図る。 
 近隣市町村を中心とした協働徴収会議「奈良モデル５町協働

徴収」にＨ２５年度より参加。 
 H26年度に関西で初となる「第１回関西徴収フォーラムin 

NARA」を開催。 

 収納体制として、誰でもどの業務も行えるよう、分担業

務のローテーションを毎年実施。 
 毎月1回の「徴収対策会議」や、毎日のミーティングで

の情報交換により、職員のモチベーションを高く維持。 
 「関西徴収フォーラム」の終了後、参加者同士の今後の

ネットワーク構築及び情報交換の場として、意見交換会
を開催。 

年々、町税の徴収率が向上し続けている。「奈良モデル６
町協働徴収」に出席し、王寺町のノウハウを共有化してい
る。Ｈ２５年度に王寺町が参加し、Ｈ２４年度と比べ出席

団体の平均徴収率が約０．４％上がっている。 

現在の取り組みは、これまでの取り組みを踏まえたお互い
のノウハウ等の情報交換による各市町村の徴収力向上であ
るが、これを進展させることで奈良県全体の財政基盤強化

を図る。 

（H26．７ 於：王寺町文化福祉センター） 

⑤ 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

町税等の徴収率向上および徴収事務効率化に向けての取組み（広陵町） 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 収納課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（財政運営部門） 

安定した自主財源の確保のためのすべての町の債権
（上下水道料金除く。）の徴収率向上と、費用対効果

を考えた徴収事務の取組み。 

 税・料等の町債権の重複滞納者を一元管理し、迅速な
滞納整理を行った。 

 町債権のうち国税徴収法で対応のできない私債権につ
いては納税交渉時優先的に徴収し強制執行せずに解消
させた。 

 全員に一斉催告をしていたが、すべての税・料を集約
し、納税者の状況に応じた個別催告に切り替え。 

 督促手数料の額については、処理コストを勘案し改定
（50円→150円） 

 納期内納付の徹底に努めたことにより、住民の納税意
識をこれまで以上に高めるとともに、職員の徴税に対
する意識も高めることができたことからあらゆる税・
料等全体の徴収率を上げることができた。 

現年＋滞納繰越徴収率 
  個人住民税㉒94.8%(県平均93.3%）→㉕97.3%(県平均94.8%) 
  法人住民税㉒97.7%(県平均97.1%）→㉕98.5%(県平均97.4%) 
  固定資産税㉒91.5%(県平均89.6%)→㉕94.1%(県平均91.3%） 
  軽自動車税㉒93.3%(県平均87.7%）→㉕96.2%(県平均90.0%) 
  国保税㉒79.5%(県平均72.6%)→㉕87.3%(県平均75.8%） 
督促状発布件数の減少…㉓9,824件→㉕7,440件(△24.3%） 
その他の料金の徴収率 
  介護保険料㉓94%→㉕96% 
  後期高齢者医療保険料㉓98.3%→㉕99.8% 

上下水道料金を含めた、町全体の債権の一元管理を目指すと共

に、さらなる徴収率向上を目指す。 

⑥ 



①天理市  "天理市経済・財政自治体ゼミ 

           ～自分たちの、このまちの、可能性を掘り起こせ～“ 
 

②生駒市  "生駒市人材育成型行政改革 

           ～現状打破 未来の生駒のために報われる制度を～" 
 
③川西町  川西町自主防災連絡協議会 
 
④三宅町   「まちづくり」に重点を置いた組織改革 

 
⑤黒滝村  森林組合作業班設立及び育成 

応募取組の概要② 組織運営部門 

資料２－２ 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

        天理市経済・財政自治体ゼミ  （天理市） 
～自分たちの、このまちの、可能性を掘り起こせ～ 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 財政課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（組織運営部門） 

若手職員による日常業務への問題点や市の政策課題の解決
策を考え、自ら調べ、人に説明する力を育てることを目的
に、経済及び財政の専門家を講師に招いたゼミナール形式
の座学とプレゼンテーションによる事業提案を行う「天理

市経済・財政自治体ゼミ」を実施。 

 人にうまく伝える力、説明する力をいかに育むかという
ことを目的の一つとしていたため、プレゼンの場をたく

さん設定。 
 プレゼンの内容についても、各自話し合い、プレゼンを

重ねるごとに少しずつアレンジ。 

 若手職員のスキルアップにつながるようにプレゼン
テーションする機会を多く提供し、人材育成と恒常

的な事業提案が可能となるようH26年度から人事課を
担当（H25は財政課が担当）として取り組みを継続。 

 H26年度の新規事業（市制60周年記念事業）として、
天理市・天理大学包括連携協定締結事業の事業化を

実現。 

市が抱えている政策課題を的確に見つけ出し、それに対
する事業の企画立案、調査、説明などの能力向上を図り、
今後、継続的に若手職員による事業提案とその事業化が
実現できるよう展開していく。 

並河市長へ大学連携のプレゼンの様子 H26．4．23 天理市・天理大学包括連携協定の締結 大学連携の先進地ヒアリング（草津市） 

① 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

        生駒市人材育成型行政改革  （生駒市） 
～現状打破 未来の生駒のために報われる制度を～ 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 人事課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（組織運営部門） 

現状の人事制度を打破し、ヤル気の出る組織、学習する少数精
鋭組織へと変貌を遂げ、生駒の未来のために進んでいく人材育

成型行政改革を実施。 
 ヤル気のでる組織へ給与制度の見直し、表彰制度改革など 
 より能力や実績が評価される人事管理制度 
 時差出勤制度などの働きやすい職場づくり 
 より人物重視の採用試験改革 

 勤務条件の変更に係るものは職員組合との交渉が必要であり、
単に削減するだけではなく、がんばった職員には今までより報
われる制度であることを時間をかけて説明し理解を得ている。 

 結果の平等ではなく、機会の平等を行い、がんばっている者と
そうでない者との処遇の差を明確にした。 

 時差出勤制度、採用試験におけるＳＰＩ試験制度、民間企業派
遣研修など、新しい制度の導入に積極的に取り組んでいる。 

 人口千人当たりの職員数奈良県最少 
 奈良県平均：7.19人→生駒市：4.98人（平成25年4月1日） 
 各種ランキング 
 住み良さランキング（東洋経済新報社）          
  平成18年 326位 → 平成25年 30位（関西５位） 
 経営革新度ランキング（日本経済新聞社産業地域研究所） 
  平成18年 476位 → 平成25年 33位（関西５位） 
    職員提案の件数（平成18年度以降累計）：176件 

 人事評価制度を中心にさらなる各種昇任試験等の改
正や処遇の改善。 

 働きやすい職場環境づくりや自己啓発をはじめとす
る学習できる環境づくりの一層の整備。 

H26職員採用ポスター 

② 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

        川西町自主防災連絡協議会の設立  （川西町） 
～公助・共助が一体となった防災体制を確立するために ～ 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 総務課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（組織運営部門） 

 町内の各地域で設立された自主防災会同士の交流・合同訓
練を行うことで地域全体の防災力の向上を図る。 

 協議会に行政も参加することで、行政が行う災害対策の理
解と防災リーダーから助言を貰い「行政と住民が供に考え、
供につくる地域防災」を確立する。 

 訓練のノウハウが無い地域に対し、行政から防災訓練の企
画支援や消防署や講師の派遣支援を行っている。 

 合同防災訓練において、地域の防災訓練で実施できるよう
なメニューを用意した。 

  過去に受けた災害写真などを広報に掲載することで、災
害に対する住民の意識向上を図った。 

 連絡協議会の設立により、意見交換などで他の自主防
災会の取組みに触発され、地域での防災訓練の開催回
数が増えているとともに、自主防災組織同士の交流が
活発になり情報交換がしやすくなっている。 

 防災リーダー研修の修了者も増えており、地域ごとの

組織の知識技術が向上している。 

 自治会をベースに自主防災の組織化を行ってきたこと
から、主要メンバーに高齢者が多く、若年層にも参加
してもらえる組織づくり、人材育成を進めていく。 

 「防災」という共通のテーマで互いに連携しあえる関
係を広げていくことで、地域全体のコミュニティの活

性化につなげていきたい。  

広報川西 

（H26.３月号） 

③ 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

「まちづくり」に重点を置いた組織改革（三宅町） 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 総務課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（組織運営部門） 

H２５年度に、総合的なまちづくりに取り組む３つの課を「未来
創造部」として新たに編成し、観光・農業振興・石見駅周辺整
備・企業立地・総合計画策定を一つの部の中に集約。将来に向け
てのまちづくり（企画）部門として編成する組織改革を実施。 

各分野の専門職員を嘱託職員として雇用。即戦力として各分
野の事業推進に取組み、同時に専門知識を若手職員に指導・

伝達。 

 歴史や文化遺産のある場所を観光地としてアピールする
ため「恋人の聖地プロジェクト」に参画。若い世代を中
心に観光客増加を目指す。 

 土木技師を採用したことで、平成３０年までに近鉄石見
駅周辺における駅前広場（ロータリー）の完成や病院等
の施設誘致を行うなど、三宅町の玄関口整備に向けての
体制を整えることができた。 

 未来創造部を中心に、各政策ごとのエリアを定め、ビ
ジョンを明確に打ち出すことで将来に向けた町の開発を
進めていく。 

 今後は、三宅町第３次基本構想に基づき、住民、地域団
体、民間事業者、行政など地域を構成するすべての主体
が、地域の資源や特性を活かし、協働と役割分担によっ
てすべての人が安心して住み続けられるまちづくりを進
め、定住人口の増加につなげていく。 

三宅町第3次基本構想
より抜粋 

④ 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

森林組合作業班設立及び育成（黒滝村） 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 総務課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（組織運営部門） 

林業の担い手を確保し移住定住に繋げるため、村と森林
組合が連携しながら作業班を設立し、林業の技術の取得

と住居の確保等を図る。 

 約６年前に山林労働組合が解散し、加入していた日雇
い労働保険がなくなったので、村が社会保険の事業者

負担を補助し、福利厚生面で支援した。 
 作業班の仕事の能力向上を図るため、組合の林業機械

化への支援も行い、ダンプやグラップル（木材の集材

や作業道開設に使用する機械）の整備を徐々に進めた。 

 組合への機械化支援は、作業道敷設の全県的な流れ
に上手く合致し、作業班への仕事依頼は後を絶たな

い。 
 作業班は現在５名が在籍しており、その家族も含め

ると約20名の新規定住につながった。 

クレーンが使えない場所での大径木の伐採を行う「特殊
伐採」やチェーンソーだけで丸太に彫刻をする「チェー
ンソーアート」などの特殊技能の取得に努める者が作業
班の中におり、これらの技能を身につければ、全国各地
から仕事の依頼が見込める。 

山の手入れ 
特殊伐採 写真は黒滝村森林組合HPより抜粋 

⑤ 



①天理市   福住校区活性化事業 
 
②五條市   災害復旧・復興に向けた五條市大塔町の集落自立再生事業 
        
③生駒市    "介護保険を使わず生き活き元気に！ 
        ～高齢者の共助による介護予防の実践～" 
 
④三郷町    三郷町予約制乗合タクシー事業 
 
⑤安堵町    歴史や文化を守り、住民と協働で進める町づくり 
 
⑥川西町   地域公共交通対策事業 
 
⑦三宅町   恋人の聖地プロジェクト 
 
⑧田原本町  "人がいきかう街づくり～いき･･･行き・生き かう･･･交う・買う～" 
 
⑨曽爾村   曽爾村元気な集落づくり支援事業 
 
⑩河合町   絆でつながる安心安全と、町の開放事業 
 
⑪吉野町   吉野町コミュニティバス「スマイルバス」で行くディープな吉野の旅 

【地域活性化部門】（１１市町村） 
 

 

【組織運営部門】（５市町村） 
天理市  "天理市経済・財政自治体ゼミ 

～自分たちの、このまちの、可能性を掘り起こせ～" 

生駒市  "生駒市人材育成型行政改革 

川西町  川西町自主防災連絡協議会○三宅町   「まちづくり」に重点を置いた組織改革 

黒滝村  森林組合作業班設立及び育成 

野の旅 
 

 

応募取組の概要③ 地域活性化部門 

資料２－３ 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

福住校区活性化事業（天理市） 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 総合政策課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（地域活性化部門） 

福住校区では少子・高齢化が進み、限界集落になるおそ
れがあるとの認識のもと、地域住民有志の発意による活
性化協議会を発足させ、県と協働し、まち歩きイベント
や市公式フェイスブックでの観光情報発信等により天理
市内外へ魅力を発信している。 

平成22年度において、活性化協議会メンバーの募集にあ
たり、地域住民による自発的な参画と日々の生活に沿わ
せた弾力的な参画機会を促すため、人数制限を行ず、ま
た、区長会や他の団体との重複も認めることで多数の参

画機会を創出する意図で校区全戸へ公募した。 

 平成23年度に実施した「地域の暮らしに関する」ア
ンケート結果により、地域の課題整理・不足する資
源などを再認識。 

 平成26年４月に行った福住まち歩きイベントには62
名が参加。 

今後も福住郷土活性化プロジェクト協議会を継続しつつ、
さらに福住校区全体を一体化させるべく新協議会を発足
させ、新たな地域資源の活用や市内大学生を取り込んだ
事業を実施する。 

① 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

災害復旧・復興に向けた五條市大塔町の集落自立再生事業（五條市） 

五條市大塔町の地元自治組織などから寄せられた自発的な
取組について、市行政関係各課が連携し、大塔町の集落自
立と紀伊半島大水害からの復旧・復興に向けた４事業を実

施。 
 防災活用術講習会事業…① 
 おおとうＥＣＯ炭を作ろう事業…② 
 伝統芸能を活かした都市との交流イベント…③ 
 高齢者配食・見守り支援事業…④ 

【②工夫した点】 

① 消防署と連携して救急救助講習も兼ねて開催し、今後

の防災活動に役立つ講習を実施。 
② 林業事業者などに山林内で放置している原木を運搬し

やすい場所までの搬出を交渉。 
③ 集客のため各集落と会場をバスで送迎。 
④ アンケート調査で課題整理。また多くの方に関心を

持ってもらうよう情報発信。 

【③取組の効果（目標）】 

① 地震、火災想定した訓練を計２回実施で１１０人参加。 
② 原木の収集→窯入れ→木炭の取り出しを行い、今後は

袋詰めをして製品化を目指す。 
③ 交流イベント２事業を実施し、約８００人参加。 
④ 約１１人の利用者に週２回夕食を自宅まで届けて、普

段の生活状況や健康状況等を確認。 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 企画政策課 

① 講習会の実施で、日頃から防災意識を一層高め、災害
に迅速に対処。 

② 原木の有効利用で山火事の防止、木炭を特産品、炭窯

貸出で林業振興。 
③ 伝統芸能の後継者育成。 
④ 地域包括ケアの推進で、地域課題に対し協働で取り組

む体制。 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（地域活性化部門） 

篠原踊 防災活用術講習会 ECO炭事業 高齢者配食・見守り支援事業 

② 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

         介護保険を使わずに生き活き元気に！  （生駒市） 
～高齢者の共助による介護予防の実践～ 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 介護保険課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（地域活性化部門） 

新たな介護予防・日常生活支援総合事業の創出を目的に、
平成２４年１０月～平成２６年３月まで、市町村介護予防

強化推進事業（国モデル事業）実施。 
 現行の介護保険サービスをしない者を「介入群」、利

用する者を「比較群」として整理し、事業成果を検証。 

 普及啓発やボランティアの増加などに自主的に取り組むよう
働きかけ。 

 視察等の受入を積極的に実施。 
 視覚や聴覚を刺激できるリーフレットなどを独自で作成。 
 モチベーションと体力が身についていくプログラムを理学療
法士などと生駒市独自のマニュアルを作成。 

 モデル事業（１００％国庫補助）の終了後も地域支援事業で
実施できるよう予算措置。 

 行政と地域が連携し、閉じこもり予防活動の輪拡大。 
 他団体との連携を通した地域活性化。 
 地域リーダーなどの人材育成。 

 モデル事業では９４名中６４名（６８％）の方が卒業し、

新しい総合事業に向けた基盤確保。 
 「介入群」の方が「比較群」より約１２３千円／年コス

ト減で費用面でも重要な事業の枠組み作りを確立。 
 本事業で培ったノウハウを生かし、健康長寿な街作りを

目指す。 

（利用者の声）      

Ａさん... 

ここで元気になったので、今度はﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして 

教室を手伝いたい。自分の経験を伝えたい。 

Ｂさん... 

ズボンがスムーズにはけるようになった。 

ボール運動は家でも実践している。 

これからも自分で予防に努めたい。 

Ｃさん... 

毎週楽しみに参加し、体の調子も良く、 

それ以上に気持ちが元気になった。 

 

③ 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

三郷町予約制乗合タクシー事業（三郷町） 

急勾配の傾斜地に住宅街が広がっている、またバス路線
が無い地域において高齢化率が４０％を超えており、マ
イカーで移動が困難な住民が急増することが見込まれて
いたことから、誰もが利用できる新たな地域公共交通シ
ステムとして「予約制乗合タクシー（以下、デマンド交

通という。）」を実施。 

【②工夫した点】 

 実証運行前に町内の２７箇所の自治会館等において

利用方法の説明会を実施した。（約４００名参加） 
 クラウド化システムの導入により、リアルタイムで

予約状況を把握できるため、30分前予約が可能。 
 経費も運行サービスの初期・管理費用がいらない為、

コスト削減。 
 利用者の利便性向上のため、ドア トゥ ドアで乗

り降り可能とした。 

【③取組の効果（目標）】 

 高齢者中心であることから、「移動手段がなかったが、
デマンド交通により外出の機会が増えた」など、好意 

的な意見を受けている。 
 年々利用者増による、住民の利便性が向上。 
 （H２３）２４．８人／１日 
 （H２４）４４．３人／１日 
 （H２５）６６．８人／１日 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 まちづくり推進課 

本格運行開始時（平成２５年度）に運行時間等の見直し

を実施し、現状の運行内容で事業継続の予定。 
今後、高齢化による本事業の重要性が高まるにつれモビ
リティマネジメントの取組で町全体の公共交通の更なる

充実を目指す。 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（地域活性化部門） 

利用状況 

④ 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

歴史や文化を守り、住民と協働で進める町づくり（安堵町） 

住民ボランティアと町職員ボランティアとの協働体制で
歴史・文化が豊富な本町で「町おこし」活動を展開 
 夜桜まつりと夢あかり（安燈会）  ４月開催 

 広島大仏 平和あんど祈りのつどい ８月５日開催 

 あんど芋煮会 １０月開催 

【②工夫した点】 

 マンネリ化防止として、来場者の意見や他のイベン
トを参考にしたり、近隣市町、商工会、企業にも出

店を依頼し毎回変化を持たせている。 
 資金は企業や住民の寄付を募り、駐車場は公共以外

に近隣の所有者の協力を得るなど、地域一体で取り

組んでいることを認識してもらっている。 

【③取組の効果（目標）】 

 年３回の季節毎のイベントは町内外にも徐々に浸透し
来場者もＨ２４は約７００名でＨ２５は約１６００名

と増加。 
 「第１回あったかもんグランプリ」で「安堵の芋煮」

が好評で一般得票数で参加団体の１位となり審査員奨

励賞を受賞。 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 総合政策課 

 ８月と１０月のイベントは、マスコミにも取り上げ
て頂いたことで、地域に定着してきたので、幅広い
年齢層の方が参加できる取組が必要。 

 県内外からの来場者を増やす取組みと、使用してい
る食材（特に大和牛・里芋）が奈良県のブランドと

して売り出せるレベルに達するように展開する。 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（地域活性化部門） 

あんど芋煮鍋   第３回 夜桜まつりと夢あかり（安燈会）  広島大仏（極楽寺）：小学６年生の平和学習風景 

⑤ 



実績報告書作成 

【①取組概要】 

地域公共交通対策事業（川西町） 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 まちづくり推進課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（地域活性化部門） 

鉄道駅から離れた本町の西側地域の地域交通確保のため、

コミュニティバスを平成２４年１１月から運行を開始。 

巡回路線にすると時間的なロスが多いため、２つの路

線を設定。 
利用者のニーズに合わせた場所へのアクセス向上 
全自治会を回れるようルート設定 

本町人口は8815人（H25年度末時点）で、H25年度は、
延べ9303人の利用。 

本町や近隣自治体にある工業団地の通勤客で一定の利
用が見込める事から、企業バスの集約や、それに代わ
る路線バス等を検討し、如いては住民の町外アクセス

（ＪＲ駅等）の向上を目指す。 
（朝夕は企業バス代替、昼間は住民向け輸送） 
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実績報告書作成 

【①取組概要】 

恋人の聖地プロジェクト（三宅町） 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 地域活性課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（地域活性化部門） 

NPO法人が中心となり、全国規模で展開されている「恋
人の聖地プロジェクト」で本町が「恋人の聖地」として
選定。このブランド力を活かし若者世代を取り込み定住

する契機とする。 

 若者世代の視点を、三宅町の観光業に取り入れるた
めに、近隣の大学に、大学生ボランティアの参加を

募った。 
 地域住民の関心が失われないように町全体での交流

会を開催、継続している。 
 町のＰＲ推進のため、「恋人の聖地」のブランド力

を活かし、オリジナルTシャツなど全国に発信する。 

今年６月、「恋人の聖地」プロジェクトに、三宅町の豊
かな歴史や、愛の花「あざさ」復活への取り組みなど精
力的な活動をアピールしたことで、「恋人の聖地/歴史と
愛の町 屯倉（みやけ）」が「恋人の聖地」として選定

された。 

今後は「恋人の聖地/歴史と愛の町 屯倉」を軸とした地
域の売り込みをし、観光を楽しめる地、さらに住みやす
さをアピールし若者定住に繋げていく。 

あざさの花 
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【①取組概要】 

          人がいきかう街づくり    （田原本町） 
～いき･･･行き・生き かう･･･交う・買う～ 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 総合政策課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（地域活性化部門） 

 ｢人がいき（行き･生き）･かう（交う･買う）街づくり」の実
現を目指し、田原本町地域公共交通活性化協議会を母体とし、
住民、地域団体(商工会、観光協会等）、交通事業者、町が連
携・協働のもと、公共交通の活性化と利用促進及び駅前活性化
と賑いの創出に向けたまちづくり。 
 公共交通の活性化と利用促進 
 デマンド型乗合タクシー「ももたろう号」の運行 
 地域情報誌「ぼちぼちたわらもと」の発行 

 駅前活性化と賑いの創出 
 田原本駅周辺の活性化を検討するワークショップ 

 公共交通の活性化と利用促進 
  情報誌の発行については、ボランティアで集まった商店主   
  や住民が、企画から取材、作成まで主体的に参加すること  

  で、自主性とやる気を促した。                                                                                              
 駅前活性化と賑いの創出 
  ワークショップ参加者によって駅前の空き家の調査を行っ 
  たり、やどかり市のチラシを駅前にて配布するなど、地元 
  の人間だからこそできるコネクションの利用や、情報発信 

  力を活用した。 

 公共交通の活性化と利用促進 
 デマンドタクシー登録者数が平成25年度末で1,354人 
 （平成24年度末 1,213人 ＋141人） 

 駅前活性化と賑いの創出 
・やどかり市の実施により、田原本駅前東側の戎通商店街に初めて       
 訪れたという方が３１名中１３名あり､店舗のアピールとなった。 
・やどかり市の実施前に８件あった空き店舗のうち４件に常設店舗 
 が出店。 

 今後は、デマンドタクシーの利用促進をさらに図るとともに、
住民や商店主等幅広い連携のもと､魅力ある店舗づくりの支援
にも取り組んでいく。 
 こうした取り組みにより、駅前に魅力ある店舗ができ、買
い物客などが集まり、人がいきかい、駅周辺がにぎわいを創
出することで、まち全体の地域活性化につなげていきたい。 
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実績報告書作成 

【①取組概要】 

曽爾村元気な集落づくり支援事業（曽爾村） 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 総務課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（地域活性化部門） 

「地域を良くしていきたい」「こんなむらづくり活動
をしてみたい」という想いがある集落や団体への活動
補助。原則単年度補助、最長３年まで補助を受けるこ
とが可能。補助金額は上限４０万円で、財源に過疎債
ソフト事業枠を活用。 

ゆずを使った特産品づくりや菌床キノコ栽培などは、
初めての取組のところが多く、農林担当課から東部農
林振興事務所に協力を依頼し、栽培技術などの確立に

努めている。  

一集落一事業を目標にワークショップを実施してきた
結果、９集落中８集落で何らかの事業の取組が行われ
た。中には１集落で２事業を行うなど精力的なところ

もあり、住民の気概を感じることができた。 

人的な支援も可能となるよう村外のマンパワーを活用
できる体制づくりを行い、「田舎らしい」「曽爾らし
い」オンリーワンの取組を住民とともに生み出してい
く。同時に継続していくための後継者づくりを行う必

要がある。  

支援事業例 
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実績報告書作成 

【①取組概要】 

絆でつながる安心安全と、町の開放事業（河合町） 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 政策調整課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（地域活性化部門） 

地域住民の自主的な活動による安心で安全な町づくりを進化さ
せる。また、町の公共施設等を町外の若者たちにも思い切って
開放し、若者の力や住民の自由な発想で人の往来を活発にし、
町を元気にする。これを町の活性化のための二本柱とした。 

 定年退職を迎えた方々に、地域のリーダー役をお願いした。 
 自主的活動を促進するため、職員が先頭に立たずに「黒

子」に徹するよう「立ち位置」を意識させた。 
 部課の垣根を超え、２０代、３０代の職員でソフト開発の

プロジェクトチームをつくって、大胆で斬新な発想を促し、
若者が「河合町に来る、住む」方法を考えさせた。 

絆でつながる安心安全 
 自主的に子どもの登下校の全町的な見守りの他、夜間

パトロールを継続している地域もあり、刑法犯認知件
数は平成25年で133件。 

  （平成16年 232件 △99件 △42．7％） 
思い切った町の開放 
 「河合のまち貸します」制度を活用して、県外在住の

町内中学校卒業生が町文化会館でウエディングパー
ティーを開催。 

自治会活動においては多様な地域イベントの開催、若者企
画については名物イベントの創造、その他さまざまな単位
が自主的に企画立案して町を元気にする更なる仕組みづく
りをしていく。  

H24.4.19毎日新聞夕刊 

H18.6「防犯グリーン作戦」と称して全町的な 

自主防犯活動に取り組んでいくこととなった。 
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実績報告書作成 

【①取組概要】 

吉野町コミュニティバス「スマイルバス」で行くディープな吉野の旅（吉野町） 

【②工夫した点】 

【③取組の効果（目標）】 

【④取組の効果（目標）を踏まえた今後の展開】 

担当部署 協働推進課 

奈良県がんばる市町村応援表彰 事例概要（地域活性化部門） 

本町コミュニティバス「スマイルバス」（以降、コミバ
ス）の乗車定員やダイヤに合わせた観光ツアーを民間団

体と行政が一体となって実施。 

 ツアー当日、参加者にツアー内容や観光スポットの説
明等を記載したしおりを配布することで、今後、独自
でツアーを楽しんでもらえるしかけを行った。 

 地域のまちづくり団体に昼食の提供を依頼したり、住
民に地域の取り組みを紹介してもらうなど、団体・住

民が参加できる機会を作った。 

 全７回のモニターツアーは、全て定員（約20人）に
達し、目標のコミバス利用者を確保することができ

た。 
 町内の高齢者グループが独自にコミバスを利用した

観光ツアーを企画・実施するなど町内への広がりが
あった。 

 ツアーモデルをHPで紹介するなど、参加者以外にも
コミバスを活用したツアーが楽しめる情報を積極的

に発信し、コミバスの観光利用を定着させていく。 
 アンケート調査や利用状況を注視し、ニーズにあっ

た観光ツアーを提案し、発展的に事業を継続させる
ことを目指す。 

民間団体「吉野スタイル」HPより 

実施日 参加者
※スタッフ・ガイド除く

うち

県外

うち

県内

うち

町内
うちリピーター 備考

第1回 5月18日 18 2 7 9 4 H24年度モニターツアー参加者のリピート

第2回 6月14日 23 3 2 18 3

第3回 7月20日 23 1 5 17 14 NHK取材

第4回 8月31日 20 5 4 11 15

第5回 9月21日 20 5 11 4 2

第6回 10月19日 18 0 11 7 7

第7回 11月16日 22 4 8 10 17

144 20 48 76 62

吉野にある芭蕉の句碑を巡る

合計

テーマ

吉野にある義経の足跡を歩く

蓮如の如く吉野の寺内町を歩く

宮滝万葉　癒しの道を歩く

修験道開祖・役業者を巡る

吉野の風景を美しく撮ろう

大河の一滴となって歩こう

事業実施主体の役割 

ツアー参加者および内訳 
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