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このアクションプランは、南部振興基本計画に掲げる目指す姿で

ある「頻繁に訪れてもらえる地域になる（交流の促進）」と「住み続

けられる地域になる（定住の促進）」）を実現するため、県が実施・

支援する取組をスケジュールとともに具体的に記載するものです。

アクションプランはPDCAサイクルにより検証、見直しを行い、毎

年度策定します。

１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進） 南部振興基本計画
【主な取り組みの工程表】主な取り組み①特色ある食と宿泊施設等の整備推進　　01 地域の食と農を活かした宿泊施設         整備　（農林部なら食と農の魅力　　　　創造国際大学校・農業研究開発　　　　センタ－開設準備室・　　　　　　　　　　　　　マーケティング課）　　02 特色ある宿泊施設整備　　　　　（地域産業課・企業立地推進課　　　　　・産業振興総合センター）②美しい景観づくり　　01 「なら四季彩の庭」づくり　　　　　　　　　　　（景観・自然環境課） 市町村・地域団体等の支援、植栽計画の広報・普及　　02 緑化活動による協働　　　　　　　　　　　（森林整備課） 継続等の検討・実施【Ｈ２７年度の主な事業概要】事業名1-(1)-①-01地域の食と農を活かしたぐるっとオーベルジュ推進事業 千円 H26年度2月補正 千円1-(1)-①-02宿泊施設総合支援事業【企業立地推進課】 千円1-(1)-②-01「なら四季彩の庭」づくり普及推進事業【景観・自然環境課】 千円 H26年度2月補正 千円
【農林部なら食と農の魅力創造国際大学校・農業研究開発センタ－開設準備室・マーケティング課】

平成３１年度 平成３２年度実態調査基本計画 オーベルジュ整備推進実施

（１）魅力を発見する、創る（１）魅力を発見する、創る（１）魅力を発見する、創る（１）魅力を発見する、創る
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
立入利用、眺望活用のための整備 事業内容H27年度予算 9,300食と農を活かしたオーベルジュ等の宿泊施設の整備とネットワーク化を推進　食と農の連接に関する実態調査、全体構想の策定　なら食と農の魅力創造国際大学校を核とした賑わいづくり構想の策定負担区分　国10/10・宿泊施設立地促進にかかる立地環境等のＰＲ・宿泊施設の創業・開業又はリニューアルに対する制度融資等の支援紹介・宿泊施設創業促進のためのワンストップサービスの実施H27年度予算 937市町村や地元団体等との協働関係を構築していくため、植栽計画の積極的な広報等を実施  「なら四季彩の庭」シンボルマークを使用したプレートの設置　観光客向け情報誌の作成・発信負担区分  国10/10H27年度予算 5,554

【【【【目標目標目標目標】】】】 特色ある観光基盤の整備を推進し、南部地域の魅力を向上さ特色ある観光基盤の整備を推進し、南部地域の魅力を向上さ特色ある観光基盤の整備を推進し、南部地域の魅力を向上さ特色ある観光基盤の整備を推進し、南部地域の魅力を向上させます。せます。せます。せます。【【【【主な取組主な取組主な取組主な取組】】】】 ⇒⇒⇒⇒特色ある食と宿泊施設の整備を進めます。特色ある食と宿泊施設の整備を進めます。特色ある食と宿泊施設の整備を進めます。特色ある食と宿泊施設の整備を進めます。⇒⇒⇒⇒美しい景観づくりを進めます。美しい景観づくりを進めます。美しい景観づくりを進めます。美しい景観づくりを進めます。⇒⇒⇒⇒地域資源を活用した魅力づくりを進めます。地域資源を活用した魅力づくりを進めます。地域資源を活用した魅力づくりを進めます。地域資源を活用した魅力づくりを進めます。⇒⇒⇒⇒多様なスポーツ施設の整備を進めます。多様なスポーツ施設の整備を進めます。多様なスポーツ施設の整備を進めます。多様なスポーツ施設の整備を進めます。
目指す姿（取組の大項目）取組の中項目

取組の小項目

事業名
H27年度当初予算

H26年度2月補正予算担当課



 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（１）魅力を発見する、創る
１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）

南部振興基本計画

【主な取り組みの工程表】主な取り組み①特色ある食と宿泊施設等の整備推進　　01 地域の食と農を活かした宿泊施設         整備　（農林部なら食と農の魅力　　　　創造国際大学校・農業研究開発　　　　センタ－開設準備室・　　　　　　　　　　　　　マーケティング課）　　02 特色ある宿泊施設整備　　　　　（地域産業課・企業立地推進課　　　　　・産業振興総合センター）
②美しい景観づくり　　01 「なら四季彩の庭」づくり　　　　　　　　　　　（景観・自然環境課） 市町村・地域団体等の支援、植栽計画の広報・普及　　02 森林とのふれあい推進　　　　　　　　　　　（森林整備課） 継続等の検討・実施
③地域資源を活用した魅力づくり　　01 自然景観・伝統芸能を活用した魅力　　　　づくり　　（南部東部振興課、　　　　　　　マーケティング課、農村振興課） 調査・検討・構想策定・支援　　02 歴史・スポーツ・文化を活用した魅力　　　　づくり　（移住・交流推進室、ならの　　　　魅力創造課、担い手・農地マネジ　　　　メント課、平城宮跡事業推進室） 調査・検討・支援・飛鳥京跡苑池の公有化、遺構整備
④多様なスポーツ施設の整備　　01 スポーツ・文化活動施設の充実　　　　　　　　　　　　　（南部東部振興課）　　02  （仮称）京奈和自転車道の整備　　　　　　　　　　　（道路環境課）

平成３１年度 平成３２年度
実態調査基本計画 オーベルジュ整備推進実施

（１）魅力を発見する、創る（１）魅力を発見する、創る（１）魅力を発見する、創る（１）魅力を発見する、創る

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

検討

立入利用、眺望活用のための整備

整備検討・支援

【【【【目標目標目標目標】】】】 特色ある観光基盤の整備を推進し、南部地域の魅力を向上さ特色ある観光基盤の整備を推進し、南部地域の魅力を向上さ特色ある観光基盤の整備を推進し、南部地域の魅力を向上さ特色ある観光基盤の整備を推進し、南部地域の魅力を向上さ

せます。せます。せます。せます。

【【【【主な取組主な取組主な取組主な取組】】】】 ⇒⇒⇒⇒特色ある食と宿泊施設の整備を進めます。特色ある食と宿泊施設の整備を進めます。特色ある食と宿泊施設の整備を進めます。特色ある食と宿泊施設の整備を進めます。

⇒⇒⇒⇒美しい景観づくりを進めます。美しい景観づくりを進めます。美しい景観づくりを進めます。美しい景観づくりを進めます。

⇒⇒⇒⇒地域資源を活用した魅力づくりを進めます。地域資源を活用した魅力づくりを進めます。地域資源を活用した魅力づくりを進めます。地域資源を活用した魅力づくりを進めます。

⇒⇒⇒⇒多様なスポーツ施設の整備を進めます。多様なスポーツ施設の整備を進めます。多様なスポーツ施設の整備を進めます。多様なスポーツ施設の整備を進めます。
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（１）魅力を発見する、創る
【Ｈ２７年度の主な事業概要】事業名1-(1)-①-01地域の食と農を活かしたぐるっとオーベルジュ推進事業 千円 H26年度2月補正 千円1-(1)-①-02宿泊施設総合支援事業【企業立地推進課】 千円1-(1)-①-02奈良の飲食店・宿泊施設育成支援資金（宿泊施設分）利子補助事業 【企業立地推進課】 千円1-(1)-①-02制度融資（創業支援資金（飲食店認定枠）） 【地域産業課】 千円1-(1)-①-02制度融資（既存事業者による宿泊施設開業支援資金） 【地域産業課】 千円1-(1)-①-02制度融資（宿泊施設増改築・設備整備支援資金） 【地域産業課】 千円

【農林部なら食と農の魅力創造国際大学校・農業研究開発センタ－開設準備室、マーケティング課】
事業内容

H27年度予算 9,300
食と農を活かしたオーベルジュ等の宿泊施設の整備とネットワーク化を推進　食と農の連接に関する実態調査、全体構想の策定　なら食と農の魅力創造国際大学校を核とした賑わいづくり構想の策定負担区分　国10/10

優れた事業計画により飲食店を創業しようとする者を対象とする資金　　　資金使途　　　　設備・運転　　　融資期間　　　　7年以内　　　貸付限度額　　 15百万円　　　融資利率　　　　0.000％　　　貸付枠　　　 　　1億円H27年度予算 1,998

・宿泊施設立地促進にかかる立地環境等のＰＲ・宿泊施設の創業・開業又はリニューアルに対する制度融資等の支援紹介・宿泊施設創業促進のためのワンストップサービスの実施H27年度予算 937奈良の飲食店・宿泊施設育成支援資金（制度融資）を利用した宿泊施設事業者に対する利子補給補助H27年度予算 15,477
宿泊施設を開始することにより事業の転換又は多角化を図ろうとする者、県内の既存宿泊施設事業者で新たに宿泊施設を開業しようとする者を対象とする資金　　　資金使途　　　　設備・運転　　　融資期間　　　　設備15年以内　運転7年以内　　　貸付限度額　　 280百万円　　　融資利率　　　　1.975％　　　貸付枠　　　 　　5億円H27年度予算 3,402宿泊施設の増改築及び設備の設置を行おうとする県内の既存宿泊施設事業者を対象とする資金　　　資金使途　　　　設備　　　融資期間　　　　15年以内　　　貸付限度額　　 280百万円　　　融資利率　　　　1.975％　　　貸付枠　　　 　　6億円H27年度予算 5,226
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（１）魅力を発見する、創る1-(1)-①-02制度融資（創業支援資金（宿泊施設認定枠）） 【地域産業課】 千円1-(1)-②-01「なら四季彩の庭」づくり普及推進事業【景観・自然環境課】 千円 H26年度2月補正 千円1-(1)-②-01「なら四季彩の庭」づくり連携推進事業【景観・自然環境課】 千円1-(1)-②-01植栽協働管理推進事業【景観・自然環境課】 千円1-(1)-②-01植栽整備推進補助金【景観・自然環境課】 千円1-(1)-②-01歴史的風土保存買入地整備事業【景観・自然環境課】 千円1-(1)-②-02森林とのふれあい推進事業【森林整備課】 千円

優れた事業計画により宿泊施設を創業しようとする者を対象とする資金　　　資金使途　　　　設備・運転　　　融資期間　　　　7年以内　　　貸付限度額　　 15百万円　　　融資利率　　　　0.000％　　　貸付枠　　　　 　1億円H27年度予算 1,987市町村や地元団体等との協働関係を構築していくため、植栽計画の積極的な広報等を実施  「なら四季彩の庭」シンボルマークを使用したプレートの設置　観光客向け情報誌の作成・発信負担区分  国10/10H27年度予算 5,554植栽計画を推進するため、県・市町村・地元団体等で構成されるエリア協議会等の設立及び活動を推進エリアの枠を超えた複数市町村の連携によるエリア協議会等の広域化を推進負担区分 県10/10H27年度予算 888植栽計画のエリア内における植栽整備後の維持管理について、地元団体等との協働による取組を定着させるため、県整備箇所の維持管理を行う地元団体等に対し支援負担区分  県10/10H27年度予算 246植栽計画エリア内において、植栽等による景観の向上に取り組む市町村や地元団体等に対し補助  対象  景観阻害要因の排除、玄関口や移動空間の魅力向上、眺望　　　　　景観の向上等負担区分  市町村実施       県1/2・市町村1/2              地元団体等実施  県1/3・町村1/3・地元団体等1/3                                       県1/2・地元団体等1/2H27年度予算 27,000明日香村第2種地区　植栽、多目的広場整備負担区分　国1/2・県1/2H27年度予算 8,988眺望の活用（ながめる）や林内への立入り（ふれあい）を目的とした森林整備を実施　実施箇所　明日香村八釣・東山古道周辺外4カ所  負担区分　県10/10（森林環境保全基金活用事業）H27年度予算 40,900
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（１）魅力を発見する、創る1-(1)-②-02里山づくり推進事業（地域で育む里山づくり事業） 【森林整備課】 千円1-(1)-③-01がんばる明日香支援事業【南部東部振興課】 千円1-(1)-③-01眺望のいいレストラン支援事業【マーケティング課】 千円1-(1)-③-01農村資源を活用した地域づくり事業【農村振興課】 千円1-(1)-③-01南部・東部地域魅力創出モデル検討事業 【南部東部振興課】 千円1-(1)-③-01南部・東部振興プロジェクト検討事業【南部東部振興課】 千円1-(1)-③-01南部・東部振興プロジェクト推進事業【南部東部振興課】 千円1-(1)-③-02巡る奈良推進事業【ならの魅力創造課】 千円

2,850

ＮＰＯやボランティア団体等の協力を得ながら、放置され荒廃した里山の景観や機能を回復　実施主体　明日香村外10市町村負担区分　県10/10（森林環境保全基金活用事業）H27年度予算 5,300

南部振興基本計画及び東部振興基本計画に掲げる具体的な取組の実現に向けた検討

明日香の歴史的風土の創造的活用を図る事業を支援するため、国の制度と連動した交付金を交付H27年度予算 37,500

滞在周遊型観光の推進に向け、「巡る奈良」をキーワードに、テーマ性のある事業を展開・巡る奈良ホームページ等により南部地域への誘客促進・「祈りの回廊」秘宝・秘仏特別開帳　ほかH27年度予算 28,000

2,900地域の特徴を活かした、くらしやすくにぎわいのある地域社会を構築するため、住民自らが検討する取組を支援負担区分　県10/10H27年度予算

県産農産物を活用した奈良の美味しい食と素晴らしい眺望を楽しめる飲食店の認定及び支援　第3回公募に係る認定審査　パンフレット等共通PRツールの作成、雑誌への記事掲載等広報活動　の実施　専門家派遣による助言指導H27年度予算 3,300農村景観や農産物など魅力ある地域資源を活用した農村地域の活性化を図るため、都市農村交流など地域が参画した活動を推進　地域協議会の設置・ワークショップの開催　地域づくり実践活動への支援　　実施箇所　桜井市（２地区）、天理市、橿原市、広陵町、　　　　　　　下市町（各１地区）負担区分　県10/10H27年度予算
H27年度予算 8,200南部振興基本計画及び東部振興基本計画に掲げる具体的な取組を実現するため市町村等が実施する事業の立ち上げ等に対し補助　負担区分　：　ソフト事業　　     　県3/4・住民団体1/4                                               県2/3・市町村1/3                      施設等整備事業  県3/4・住民団体1/4                                               県1/2・市町村1/2H27年度予算 20,000
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（１）魅力を発見する、創る1-(1)-③-02飛鳥・藤原地域魅力向上事業【平城宮跡事業推進室】 千円1-(1)-③-02地籍調査事業【担い手・農地マネジメント課】 千円 千円1-(1)-③-02スポーツ・文化活動による交流促進事業（一部） 【移住・交流推進室】 千円 千円1-(1)-④-01南部・東部振興プロジェクト検討事業【再掲】 【南部東部振興課】 千円1-(1)-④-01南部・東部振興プロジェクト推進事業【再掲】 【南部東部振興課】 千円1-(1)-④-02(仮称）京奈和自転車道整備事業【道路環境課】

176,173国土調査法及び国土調査促進特別措置法に基づき地籍調査を進める市町村に対し負担金を交付H27年度予算 108,270 H26年度2月補正 112,860
35,041

飛鳥・藤原宮跡及びその周辺地域の歴史的資産を保存・活用するための基礎調査飛鳥京跡苑池保存整備に係る利便施設の建築及び公園工事H27年度予算

H27年度予算 8,200
H26年度2月補正 22,241

自転車による観光交流や地域振興を図ることを目的として、京都・奈良・和歌山を結ぶ自転車道の検討を実施
南部振興基本計画及び東部振興基本計画に掲げる具体的な取組を実現するため市町村等が実施する事業の立ち上げ等に対し補助　負担区分　：　ソフト事業　　     　県3/4・住民団体1/4                                               県2/3・市町村1/3                      施設等整備事業  県3/4・住民団体1/4                                               県1/2・市町村1/2H27年度予算 20,000

プロスポーツ選手の自主トレーニングやスポーツ実業団チームの合宿誘致南部東部地域に部活動合宿や勉強合宿を誘致するため、小学生から大学生が行う宿泊を伴う合宿などに対して補助H27年度予算南部振興基本計画及び東部振興基本計画に掲げる具体的な取組の実現に向けた検討
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（２）知ってもらう  
１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）

南部振興基本計画
（２）知ってもらう（２）知ってもらう（２）知ってもらう（２）知ってもらう

【主な取り組みの工程表】主な取り組み
①情報発信の強化　　01 雑誌、Ｗｅｂ、映像等による情報発信　（移住・交流推進室、観光プロモーション課、　　ならの魅力創造課） 様々な媒体等による情報発信　　02 集客施設等での情報発信　　　　　　　　　　　（観光プロモーション課） 情報発信　　03 首都圏や関西圏等での情報発信　（移住・交流推進室、観光プロモーション課、　　観光産業課） 奈良まほろば館、主要駅などでの効果的な情報発信　　04 観光大使の任命によるマスメディア　　　等を活用した情報発信　　　　　　　　　　　　　　（南部東部振興課）　　05 外国人観光客への情報発信　（移住・交流推進室、観光プロモーション課、　　マーケティング課） ガイドブック作成・海外プロモーション・情報発信
【Ｈ２７年度の主な事業概要】事業名
1-(2)-①-01奥大和プロモーション事業

【移住・交流推進室】 千円1-(2)-①-01観光情報サイト改修事業【観光プロモーション課】 千円 千円Ｈ26年度2月補正 17,950

奥大和魅力発信事業・大手旅行雑誌に奥大和の地域情報・観光情報を掲載・大手宿泊予約サイトに特集ページを掲載・動画「美しき日本」の制作・配信及び英語字幕を作成・スマートフォンアプリに特集ページ等を掲載・東京駅のデジタルサイネージに広告を掲出映像を活用した南部地域魅力発信事業・五條市を舞台にした映画の上映イベントを首都圏、韓国で開催・映画の舞台となった奥大和の魅力を大手旅行雑誌により発信・東吉野村を舞台とした映画の制作に対し補助30,720
H27年度予算

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

検討

H27年度予算

事業内容

観光情報サイト「大和路アーカイブ」を、よりスムーズにアクセスできるシステムに再構築

【【【【目標目標目標目標】】】】 観光客数を増やすとともに南部地域のファンを増やすため、観光客数を増やすとともに南部地域のファンを増やすため、観光客数を増やすとともに南部地域のファンを増やすため、観光客数を増やすとともに南部地域のファンを増やすため、地地地地

域の情報発信を強化域の情報発信を強化域の情報発信を強化域の情報発信を強化します。します。します。します。

【【【【主な取組主な取組主な取組主な取組】】】】 ⇒⇒⇒⇒地域の情報発信を積極的に行います。地域の情報発信を積極的に行います。地域の情報発信を積極的に行います。地域の情報発信を積極的に行います。

⇒⇒⇒⇒情報交流を進め、地域のファンづくりを行います。情報交流を進め、地域のファンづくりを行います。情報交流を進め、地域のファンづくりを行います。情報交流を進め、地域のファンづくりを行います。
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（２）知ってもらう1-(2)-①-01巡る奈良推進事業【再掲】【ならの魅力創造課】 千円1-(2)-①-02観光情報発信事業【観光プロモーション課】 千円1-(2)-①-02大型ディスプレイによる観光情報発信事業 【観光プロモーション課】 千円1-(2)-①-02まほろばキッチン内観光案内所運営事業 【観光プロモーション課】 千円1-(2)-①-03「吉野・高野・熊野の国」三県共同事業【移住・交流推進室】 千円1-(2)-①-03キッチンカープロジェクト推進事業
【移住・交流推進室】 千円1-(2)-①-03高野山開創１２００年を契機とした南部地域への誘客促進事業【移住・交流推進室】 千円1-(2)-①-03首都圏情報発信プロジェクト事業【観光プロモーション課】 千円 千円1-(2)-①-03奈良の旬の観光情報発信事業【観光プロモーション課】 千円

H26年度2月補正 102,550

県内外の主要駅及び集客施設等に大型ディスプレイを設置し、県内各地の観光情報をタイムリーに提供H27年度予算 5,915

高野山開創1200年を記念して開催される行事を契機として、南部地域への誘客促進に向け、様々な媒体を活用した観光プロモーションを実施首都圏からの観光客を奈良に呼び込むため、首都圏において効果的に情報を発信H27年度予算 4,515

滞在周遊型観光の推進に向け、「巡る奈良」をキーワードに、テーマ性のある事業を展開・巡る奈良ホームページ等により南部地域への誘客促進・「祈りの回廊」秘宝・秘仏特別開帳　ほか奈良の魅力を掲載した観光パンフレット等を作成し、市町村や観光案内所、道の駅等に設置
H27年度予算
H27年度予算

12,123
28,000

ＪＡならけんまほろばキッチン内の観光案内所において、県中南和・東部地域を中心とした観光案内や市町村等と連携したイベントを実施
H27年度予算キッチンカーを活用し、南部・東部地域の食材を利用した県内オーナーシェフとの連携による県内外へのプロモーションを実施・有名シェフとのコラボによるプロモーション活動     都市部のイベント等での地域食材を使った観光プロモーション     県南部東部地域の生産者に向けた地域食材活用提案試食会     の開催・南部東部地域活性化イベントへの出店・地域食材PR促進のためのキッチンカーの貸出

4,183
三重県・奈良県・和歌山県の三県にまたがる世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を中心として、歴史・文化・自然等の地域資源を活用し、国内外の観光地間競争や観光客のニーズの多様化に対応した積極的な情報発信や、地域資源に一層の付加価値を加える取り組み等、観光地としての魅力や来訪者の満足度を高める事業を実施。

H27年度予算 1,935

H27年度予算 13,726

H27年度予算ＪＲ名古屋駅及び阪神三宮駅において、奈良の旬の観光情報を電子ディスプレイにより発信H27年度予算 6,462
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（２）知ってもらう  1-(2)-①-03奈良まほろば館情報発信事業【観光産業課】 千円
1-(2)-①-05奥大和プロモーション事業【再掲】

【移住・交流推進室】 千円1-(2)-①-05海外広報媒体等を活用した観光情報発信事業 【観光プロモーション課】 千円 千円1-(2)-①-05外国人観光客向け観光情報ツール作成事業 【観光プロモーション課】 千円 千円1-(2)-①-05外国人観光客誘致戦略　ビジットならキャンペーン 【観光プロモーション課】 千円1-(2)-①-05外国人観光客誘致戦略　新市場開拓キャンペーン 【観光プロモーション課】 千円1-(2)-①-05奈良の特産品の多言語プロモーションビデオ制作事業 【マーケティング課】 千円 千円

40,345
H26年度2月補正 22,847

5,000

近隣府県・民間団体と連携し、東アジア・東南アジア・欧米等を対象に国のビジット・ジャパン地方連携事業を活用した効果的・効率的な観光客誘致を展開海外観光レップ及び旅行商品着地オペレーターの設置、外国人富裕層市場の開拓、ベトナム及びスイスへの観光プロモーションの実施県産農産物や地域特産品を紹介する多言語に対応したプロモーションビデオを制作し、外国人観光客に向けて「食」の情報発信を推進

外国人観光客の利便性向上を図るため、外国人観光客が求める観光情報を掲載した多言語ガイドブックの制作H27年度予算

H27年度予算

外国人観光客の誘客を促進するため、奈良の認知度を向上させる情報を発信

奥大和魅力発信事業・大手旅行雑誌に奥大和の地域情報・観光情報を掲載・大手宿泊予約サイトに特集ページを掲載・動画「美しき日本」の制作・配信及び英語字幕を作成・スマートフォンアプリに特集ページ等を掲載・東京駅のデジタルサイネージに広告を掲出映像を活用した南部地域魅力発信事業・五條市を舞台にした映画の上映イベントを首都圏、韓国で開催・映画の舞台となった奥大和の魅力を大手旅行雑誌により発信・東吉野村を舞台とした映画の制作に対し補助H27年度予算 30,720

12,397「奈良まほろば館」において、奈良の観光情報発信及び企画展示等のイベントを実施

H27年度予算

H26年度2月補正H27年度予算
H27年度予算 18,500
H27年度予算 80,535

H26年度2月補正
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（３）訪れてもらう、体験してもらう
１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）１．訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）

南部振興基本計画
（３）訪れてもらう、体験してもらう（３）訪れてもらう、体験してもらう（３）訪れてもらう、体験してもらう（３）訪れてもらう、体験してもらう

【主な取り組みの工程表】主な取り組み①スポーツイベントの開催　　01　地域での特色あるイベントの開催　　（南部東部振興課、移住・交流推進室）　　02　サイクルスポーツイベントの実施　　　　　（スポーツ振興課）　　03　アウトドアスポーツイベントの実施　　　（移住・交流推進室、スポーツ振興課）　　04　全国高校総体の開催　　　　　（保健体育課）②音楽・芸術イベントの開催　　01　音楽フェスティバルイベントの開催　　（南部東部振興課、移住・交流推進室）　　02　ムジークフェストならの開催など　　　　 文化芸術活動の実施　　　　　（文化振興課）　　03　国民文化祭の開催　　　　　（文化振興課）③地域資源を活用したイベントの   開催　　01　県・市町村等共同開催イベントの　　　　 実施　（南部東部振興課、移住・交流推進室） 　各種イベントの開催　　02　自然資源を活用したイベントの実施　　　　　（森林整備課）　　03　「記紀・万葉」関連イベントの実施　　　　　（ならの魅力創造課）

開催
開催

平成３２年度
実施実施実施実施

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

開催
実施実施

開催準備

【【【【目標目標目標目標】】】】 観光客数を増やすため、オフシーズンの観光客数を増やすため、オフシーズンの観光客数を増やすため、オフシーズンの観光客数を増やすため、オフシーズンのイベントの開催やイベントの開催やイベントの開催やイベントの開催や、お、お、お、お

もてなしの向上などを進めます。もてなしの向上などを進めます。もてなしの向上などを進めます。もてなしの向上などを進めます。

【【【【主な取組主な取組主な取組主な取組】】】】 ⇒⇒⇒⇒各種イベントの開催をします。各種イベントの開催をします。各種イベントの開催をします。各種イベントの開催をします。

⇒⇒⇒⇒交通アクセスの支援を行います。交通アクセスの支援を行います。交通アクセスの支援を行います。交通アクセスの支援を行います。

⇒⇒⇒⇒おもてなしの向上を図ります。おもてなしの向上を図ります。おもてなしの向上を図ります。おもてなしの向上を図ります。

⇒⇒⇒⇒誘客の仕掛けづくりを行います。誘客の仕掛けづくりを行います。誘客の仕掛けづくりを行います。誘客の仕掛けづくりを行います。
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（３）訪れてもらう、体験してもらう　　04　地域農産物活用イベントの実施　　　　　（マーケティング課）④交通アクセスの支援　　01　路線バスを活用した南部地域への　　　　 誘客 の促進　　　　　（移住・交流推進室）　　02　観光地への良好なアクセス道路の　　　　 整備　　　　　（道路建設課）⑤おもてなし力の向上　　01　地域のおもてなし力向上支援　　　　　（移住・交流推進室） 地域イベントを盛り上げる「おもてなし」プログラム支援　　02　外国人観光客向けの受け入れ・　　　　 おもてなし環境の整備　　　　　（観光プロモーション課）　　03　外国人観光客の交流・宿泊施設の　　　　 整備・運営　　　　　（観光プロモーション課）　　0４　案内表示の多言語化の推進　　　　　（観光プロモーション課）⑥誘客促進の仕掛けづくり　　01　宿泊を伴う合宿の誘致　　　　　（移住・交流推進室）　　02　外国人観光客おもてなしイベントの　　　　 開催　　　　　（観光プロモーション課） 人材育成・コールセンター運営・イベント開催　　03　案内表示の多言語化の促進　　　　　（観光プロモーション課）　　04　宿泊を伴う団体旅行の支援　　　　　（観光産業課）　　05　県外における物産展の開催及び          支援　　　　  （地域産業課）　　06　滞在周遊型観光の推進　　　　　（ならの魅力創造課）　　07　外国人観光客の交流・宿泊施設の　　　　 整備・運営　　　　　（観光プロモーション課）　　08　外国人観光客向けの観光素材の          開発　　　　　（観光プロモーション課）　　09　渓流魚のゾーニング管理　　　　　（農業水産振興課）
施工

実施設計 施工
実施

実施
実施

実施整備の推進
マルシェ等の開催

関係機関等への設置促進
ガイドライン作成・周知 関係機関等への設置促進

実施
設計
実施実施

ガイドライン作成・周知運営（観光案内・交流・物販） 運営（観光案内・交流・物販・宿泊）

運営（観光案内・交流・物販） 運営（観光案内・交流・物販・宿泊）
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（３）訪れてもらう、体験してもらう
【Ｈ２７年度の主な事業概要】事業名1-(3)-①-01「弘法大師の道」魅力発掘事業【移住・交流推進室】 千円
1-(3)-①-01南部・東部地域での特色あるイベント開催事業
【南部東部振興課】【移住・交流推進室】 千円 千円1-(3)-①-02「山岳グランフォンドｉｎ吉野」「ヒルクライム大台ヶ原ｓｉｎｃｅ2001」開催支援事業 【スポーツ振興課】 千円1-(3)-①-02奈良県全域サイクルスタンプラリー開催事業 【スポーツ振興課】 千円1-(3)-①-03スポーツ・文化活動による交流促進事業（一部）【再掲】 【移住・交流推進室】 千円 千円

吉野地域の地勢を活かした日本屈指のロングライドサイクリングイベントである「山岳グランフォンドｉｎ吉野」や、近畿の屋根と言われる大台ヶ原を駆け上がる「ヒルクライム大台ヶ原since2001」の開催を支援H26年度2月補正 9,171

H26年度2月補正 22,241

H27年度予算 3,306

H27年度予算

H27年度予算 35,041
プロスポーツ選手の自主トレーニングやスポーツ実業団チームの合宿誘致南部東部地域に部活動合宿や勉強合宿を誘致するため、小学生から大学生が行う宿泊を伴う合宿などに対して補助

15,000
4,244

H27年度予算 3,000
H27年度予算

事業内容若き日の弘法大師（空海）が歩いたとされる、吉野山「金峯山寺」から高野山「金剛峯寺」に至るまでの道（大峯奥駈道と熊野参詣道小辺路を結ぶルート）を「弘法大師の道」として認定。「道」を活用したトレイルランニングレースなどのイベントや情報発信を行うことで、「弘法大師の道」の認知度向上や沿線市町村の地域振興を図る・小辺路等活用ツアーイベント事業野迫川村、十津川村と連携し、熊野参詣道小辺路を舞台としたトレイルランニングイベントを開催・ロハスヨガｉｎ奥大和開催事業健康志向の高い若者の来訪の機会を創出するため、南部・東部地域の豊かな自然の中でヨガイベントを開催・DOROGAWAロックフェス開催事業若者の来訪機会を創出するため、若者の関心・興味が高い、野外音楽フェスティバルを開催・アートウィークｉｎ菟田野開催事業菟田野アーティストインレジデンスの認知を高めるため、著名なアーティストを招聘しアートイベントを開催・トップクライマーを交えたクライミングイベントの開催・南部東部地域活性化イベント開催事業南部・東部地域の魅力を発信し、地域の活性化を図るため、地域住民や市町村、民間企業等と協力してイベントを開催

南部東部地域を中心に、県内全域のチェックポイントを自転車で巡るモバイルスタンプラリーの開催
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（３）訪れてもらう、体験してもらう1-(3)-①-03（仮称）アウトドアスポーツフェスティバル開催準備事業 【スポーツ振興課】 千円1-(3)-①-04全国高校総体開催事業【保健体育課】 千円
1-(3)-②-01南部・東部地域での特色あるイベント開催事業【再掲】
【南部東部振興課】【移住・交流推進室】 千円 千円1-(3)-②-02ムジークフェストなら２０１５開催事業【文化振興課】 千円1-(3)-②-02奈良県大芸術祭の開催【文化振興課】 千円

H26年度2月補正 9,171
県における文化芸術活動のさらなる発展のため、奈良県大芸術祭を開催文化芸術団体等が開催するイベントによる、文化芸術活動の発表及び鑑賞の機会を充実

・小辺路等活用ツアーイベント事業野迫川村、十津川村と連携し、熊野参詣道小辺路を舞台としたトレイルランニングイベントを開催・ロハスヨガｉｎ奥大和開催事業健康志向の高い若者の来訪の機会を創出するため、南部・東部地域の豊かな自然の中でヨガイベントを開催・DOROGAWAロックフェス開催事業若者の来訪機会を創出するため、若者の関心・興味が高い、野外音楽フェスティバルを開催・アートウィークｉｎ菟田野開催事業菟田野アーティストインレジデンスの認知を高めるため、著名なアーティストを招聘しアートイベントを開催・トップクライマーを交えたクライミングイベントの開催・南部東部地域活性化イベント開催事業南部・東部地域の魅力を発信し、地域の活性化を図るため、地域住民や市町村、民間企業等と協力してイベントを開催

133,600
H27年度予算 65,000
H27年度予算

豊かな自然環境を活用した、カヌーイベントやヒルクライムマラソンの開催に向けた準備経費の一部を負担
平成27年度全国高等学校総合体育大会を近畿２府４県ブロックにおいて開催し、スポーツ振興を図るとともに、県南部・東部地域を中心とした会場地市町村との協働により地域振興に繋げ、活力ある地域づくりの契機とする。負担区分　国負担分を除き県10/10

H27年度予算 15,000

H27年度予算
H27年度予算 250

434,400

文化芸術活動の活性化を図るとともに観光オフシーズンの誘客を促進するため、全国から高い注目を集める音楽祭を開催
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（３）訪れてもらう、体験してもらう1-(3)-②-03国民文化祭開催準備事業【文化振興課】 千円 千円1-(3)-③-01キッチンカープロジェクト推進事業【再掲】 【移住・交流推進室】 千円
1-(3)-③-01南部東部地域での特色あるイベント開催事業【再掲】
【南部東部振興課】【移住・交流推進室】 千円 千円1-(3)-③-02ポスト「全国豊かな海づくり大会」イベント開催事業 【森林整備課】 千円 千円1-(3)-③-03「記紀・万葉」県民活動支援補助金【ならの魅力創造課】 千円

H26年度2月補正 9,171

H27年度予算
H27年度予算 H26年度2月補正 13,928

H27年度予算 10,000

H27年度予算 15,000
記紀・万葉に関する県民の気運醸成、イベント拡充のため、関連する優れたイベントを開催する団体に対する助成　補助率：1/2　補助限度額：50万円/事業補助限度額：150万円/事業（2日連続の参加型イベントを開催するなど、県内への宿泊観光を促進する事業）
H27年度予算

1,935
キッチンカーを活用し、南部・東部地域の食材を利用した県内オーナーシェフとの連携による県内外へのプロモーションを実施・有名シェフとのコラボによるプロモーション活動都市部のイベント等での地域食材を使った観光プロモーション県南部東部地域の生産者に向けた地域食材活用提案試食会の開催・南部東部地域活性化イベントへの出店・地域食材PR促進のためのキッチンカーの貸出

各種文化活動を全国規模で発表・共演・交流する場として、国民文化祭を平成29年度に奈良県において開催　・基本計画の策定、広報等

H26年度2月補正 6,660

・小辺路等活用ツアーイベント事業野迫川村、十津川村と連携し、熊野参詣道小辺路を舞台としたトレイルランニングイベントを開催・ロハスヨガｉｎ奥大和開催事業健康志向の高い若者の来訪の機会を創出するため、南部・東部地域の豊かな自然の中でヨガイベントを開催・DOROGAWAロックフェス開催事業若者の来訪機会を創出するため、若者の関心・興味が高い、野外音楽フェスティバルを開催・アートウィークｉｎ菟田野開催事業菟田野アーティストインレジデンスの認知を高めるため、著名なアーティストを招聘しアートイベントを開催・トップクライマーを交えたクライミングイベントの開催・南部東部地域活性化イベント開催事業南部・東部地域の魅力を発信し、地域の活性化を図るため、地域住民や市町村、民間企業等と協力してイベントを開催
「山と川の恵みに感謝」をテーマとして、山と川をアピールする。併せて南部東部地域の振興を図ることを目的として、イベントを開催する。
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（３）訪れてもらう、体験してもらう1-(3)-③-03観光ボランティアガイドと歩く「記紀・万葉」事業 【ならの魅力創造課】 千円1-(3)-③-04奈良の農・林・食ＰＲモデル実施事業【マーケティング課】 千円1-(3)-④-01路線バスを活用した奈良県南部・東部地域への誘客促進事業【移住・交流推進室】 千円 千円1-(3)-④-0２五條新宮道路の整備推進（国道168号） 【道路建設課】 千円 千円1-(3)-④-0２直轄道路事業費負担金（南部・東部）【道路建設課】 千円1-(3)-④-0２災害に強い道路ネットワークの整備推進 【道路建設課】 千円1-(3)-⑤-01おもてなしによる交流促進事業【移住・交流推進室】 千円

H26年度2月補正 30,000
路線バスを活用したオフシーズン対策事業路線バスを活用し南部・東部地域へ来訪した宿泊観光客の往復バス運賃額に対し補助
H27年度予算 950
H27年度予算

地域を支える主要な道路ネットワークの形成【事業実施箇所】　国道169号高取バイパス　国道309号丹生バイパス（平成28年度供用予定）　ほか

4,200

H27年度予算

紀伊半島アンカールートを形成する「五條新宮道路」の早期整備【事業実施箇所】　阪本工区、辻堂バイパス、川津道路H27年度予算 2,697,150 H26年度2月補正

観光ボランティアガイドと記紀・万葉ゆかりの地を巡るウォークイベントを開催
農・林・食のPRを図るため、主要駅の駅前周辺を活用し、農産物等を生産者が直接販売するマルシェを開催　場所　御所駅周辺　

・おもてなしセミナー開催事業南部・東部地域の旅館経営者、市町村職員、観光協会等を対象にワークショップ、セミナー等による「旅づくり塾」を開催・おもてなしプログラム支援事業南部・東部地域で行われるスポーツ・文化イベントを盛り上げ、参加者の満足感と地域への再訪意欲を高めるための「おもてなし」プログラムの実施に対し補助

901,900紀伊半島アンカールートを形成する京奈和自動車道、国道168号、国道169号の直轄事業を促進【事業実施箇所】　京奈和自動車道（大和御所道路・御所区間　他）　国道168号　長殿道路、風屋川津・宇宮原工区、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 十津川道路　国道169号　奥瀞道路Ⅱ期

H27年度予算

8,904

H27年度予算
H27年度予算 2,560,350

6,020,000
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（３）訪れてもらう、体験してもらう1-(3)-⑤-02外国人観光客おもてなしプロジェクト【観光プロモーション課】 千円 千円1-(3)-⑤-03（仮称）奈良県外国人観光客交流館整備事業 【観光プロモーション課】 千円1-(3)-⑤-03（仮称）奈良県外国人観光客交流館運営事業 【観光プロモーション課】 千円 千円1-(3)-⑤-04多言語案内表示推進事業【観光プロモーション課】 千円1-(3)-⑥-01スポーツ・文化活動による交流促進事業（一部）【再掲】 【移住・交流推進室】 千円 千円1-(3)-⑥-02外国人観光客おもてなしプロジェクト【再掲】 【観光プロモーション課】 千円 千円1-(3)-⑥-03多言語案内表示推進事業【再掲】【観光プロモーション課】 千円1-(3)-⑥-04団体旅行誘致促進事業【観光産業課】 千円 千円1-(3)-⑥-04奈良県プレミアム宿泊券発行事業【観光産業課】 千円 千円

H27年度予算 781
通訳ガイド等おもてなし人材育成、外国人観光客おもてなしイベントの開催、多言語コールセンターの運営統一的な多言語案内表示設置・改善に係るガイドラインを作成し、関係機関への周知及び案内表示の多言語化を促進

H26年度2月補正35,041

通訳ガイド等おもてなし人材育成、外国人観光客おもてなしイベントの開催、多言語コールセンターの運営

781

H27年度予算 257,000

H27年度予算

H27年度予算 H26年度2月補正 600,000

プロスポーツ選手の自主トレーニングやスポーツ実業団チームの合宿誘致南部東部地域に部活動合宿や勉強合宿を誘致するため、小学生から大学生が行う宿泊を伴う合宿などに対して補助
H27年度予算

H27年度予算統一的な多言語案内表示設置・改善に係るガイドラインを作成し、関係機関への周知及び案内表示の多言語化を促進
・外国人観光客が県内を快適に周遊するための観光情報の提供・外国人スタッフによるＳＮＳを活用した奈良の情報発信・おもてなしバスの運行、広報プロモーションなど（仮称）「外国人観光客　交流館」の観光案内･交流機能の運営
外国人観光客のおもてなし環境の充実に向け、外国人観光客が交流・宿泊できる施設として、(仮称）奈良県外国人観光客交流館を整備H27年度予算

3,000奈良への宿泊観光客の増加を図るため、県内の宿泊施設で利用できるプレミアム付き宿泊券を発行　発行枚数　　　　100,000枚　内　　　容　　　　額面額10,000円分を5,000円で販売

22,241H27年度予算
35,000

宿泊観光客の増加を図るため、企業の年金旅行企画担当者を対象としたファムトリップを実施H27年度予算

H26年度2月補正 35,000

H26年度2月補正 113,000

H26年度2月補正
H26年度2月補正
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（３）訪れてもらう、体験してもらう
1-(3)-⑥-04南部宿泊観光ＰＲ事業 【観光産業課】 千円1-(3)-⑥-04オフシーズン観光誘客事業【観光産業課】 千円1-(3)-⑥-04奈良うまし夏めぐり推進事業【観光産業課】 千円 千円1-(3)-⑥-04頑張るお宿に泊まる観光情報発信事業 【観光産業課】 千円
1-(3)-⑥-05南部･東部振興物産販売促進支援事業

【地域産業課】 千円 千円11,840

南部･東部の産業活性化のため、地域内の市町村が実施する、県外における物産展の開催及び物産展への出展に対して補助する【補助対象事業】① 県が指定する大都市圏での物産展の共同開催･出展(補助率2/3)② ①以外の県外での物産展の開催･出展(補助率1/2)【補助対象経費】物産展の開催または物産展へ出展するために要する経費(地域産品買取費、商品搬送費、出展料　等)【補助要件】･各市町村は商工会と連携して事業計画を策定することとする。･事業経費のうち、旅費及び商品搬送費を除いた額の1/2以上は、地域産品の買取費に当てる。･物産展の売上については、事業実施主体が取り組む産業復興策･観光振興策へ充当する。【補助対象者】｢奈良県南部振興計画｣(平成26年3月改訂版)及び｢奈良県東部振興計画｣(平成26年3月改訂版)による振興対象地域の各自治体(3市4町12村)【事業期間】平成27年度～平成29年度

H27年度予算 25,380

H27年度予算 32,200旅行会社と連携した誘客効果の高い旅行商品の造成により、「奈良の夏」の魅力をアピールする観光キャンペーンを実施・県内社寺の特別拝観等のイベントを実施・キャンペーン専用パンフレットの制作・全国の旅行会社への商品企画セールスH27年度予算

H27年度予算

市町村のプレミアム宿泊旅行券発行費用に対する過疎債元利償還金相当額に対し補助（㉖発行分）　対象市町村　過疎地域内のプレミアム宿泊旅行券発行市町村　補 助 対 象　プレミアム宿泊旅行券の発行費用に係る過疎債元利　　　　　　　　　 償還金のうち、地方交付税算入額を差し引いた額

宿泊観光客の増加を図るため、意欲のある宿泊施設と連携し、宿泊予約サイト等を活用して観光情報を積極的に発信　宿泊予約サイト等を活用したプロモーション

旅行会社や鉄道会社と連携し、オフシーズンに首都圏等からの誘客を促進するため、観光キャンペーンを実施・鉄道事業者の広報媒体を活用した広域広報・県内社寺の特別拝観等のイベント実施

H26年度2月補正

H27年度予算 15,960

H26年度2月補正 41,836
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 １訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（３）訪れてもらう、体験してもらう
1-(3)-⑥-06持続的観光力パワーアップ補助金【ならの魅力創造課】 千円1-(3)-⑥-07（仮称）奈良県外国人観光客交流館整備事業【再掲】 【観光プロモーション課】 千円1-(3)-⑥-07（仮称）外国人観光客交流館運営事業【再掲】 【観光プロモーション課】 千円 千円1-(3)-⑥-08外国人奈良宿泊促進事業【観光プロモーション課】 千円1-(3)-⑥-09渓流魚ゾーニング管理事業【農業水産振興課】 千円

外国人観光客の誘致を促進し、中小観光事業者等の販路を拡大するため、奈良での宿泊を伴う外国人観光客向けの観光素材を開発釣り人や一般県民の参加によるあまごの産卵場造成、在来種由来の卵放流、禁漁区の設定等を行う取組に対し補助　実施主体　奈良県漁業協同組合連合会　負担区分　県1/2・実施主体1/2

H27年度予算 257,000H27年度予算 20,000
H27年度予算

外国人観光客のおもてなし環境の充実に向け、外国人観光客が交流・宿泊できる施設として、(仮称）奈良県外国人観光客交流館を整備

H27年度予算 980
H26年度2月補正 113,000

H27年度予算 2,823
外国人観光客が県内を快適に周遊するための観光情報の提供外国人スタッフによるＳＮＳを活用した奈良の情報発信おもてなしバスの運行、広報プロモーションなど（仮称）「外国人観光客交流館」の観光案内･交流機能の運営

市町村等が取り組む滞在周遊型観光の推進等に向けた新規・拡充事業に対し補助　　市町村が実施する事業：1/2、1/3　　　　　　　　　　　　　（財政力指数により区分）　市町村が補助する事業：市町村補助額の1/2　複数市町村の広域連携組織の実施事業：1/2　補助限度額　3,000千円/事業
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする  
２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）

南部振興基本計画
（１）働きやすくする（１）働きやすくする（１）働きやすくする（１）働きやすくする

【主な取り組みの工程表】主な取り組み
①農産物等のブランド化・生産拡大

の推進　  01　特色ある農産物の生産拡大　　　　　　　　　　　　　　　（農業水産振興課） 大和野菜・ブランド・生産拡大・新商品開発・輸出検討　  02　農畜水産物のブランド認証の推進　　　（農業水産振興課、マーケティング課） 実施検討  　03　流通販売の強化・拡大　　　　　　　　　　　　　　（マーケティング課） 商談会開催・ＰＲ支援　  04　６次産業化の推進･支援　　　　　　　　　　　　　　（マーケティング課） センター開設・派遣支援　  05　農地の有効活用への支援　　　　（担い手・農地マネジメント課　　　　　　　　　　　　　　　　・農村振興課） マッチング等の推進・農業基盤整備の実施　  06　意欲のある農業の担い手の育成　　　　（担い手・農地マネジメント課、                                    農村振興課） 育成実施　  07　内水面漁業・養殖業の振興　　　　　　　　　　　　　　　（農業水産振興課） 実施　  08　総合的な鳥獣害対策の推進　　 　　　（農業水産振興課、森林整備課） 実施
②「Ａ・Ｂ・Ｃ材全てを出して使う」

   林業・木材産業の推進　  01　Ａ･Ｂ･Ｃ材全てを搬出する林業の       推進　　（林業振興課、森林整備課） 林業・木材産業の競争力強化のための取組実施　  02　建築物への県産材利用の推進　　　　　　　　　　　　　（奈良の木ブランド課） 事業計画認定・事業実施　  03　土産物等建築物以外への県産材　　　 利用の拡大　　（奈良の木ブランド課） ニーズ調査・デザイン開発・製作・ＰＲ　  04　木質バイオマスエネルギーの       利活用の拡大　（奈良の木ブランド課） 事業実施 普及・啓発

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度平成２７年度 平成２８年度

【【【【目標目標目標目標】】】】働く場所を増やすため、働く場所を増やすため、働く場所を増やすため、働く場所を増やすため、農林業の振興や企業誘致などを進め農林業の振興や企業誘致などを進め農林業の振興や企業誘致などを進め農林業の振興や企業誘致などを進め

ます。ます。ます。ます。

農業産出額農業産出額農業産出額農業産出額 （県全体）（県全体）（県全体）（県全体） 127127127127億円（億円（億円（億円（H24)H24)H24)H24)→→→→146146146146億円（億円（億円（億円（H32H32H32H32））））

県産材生産量（県全体）県産材生産量（県全体）県産材生産量（県全体）県産材生産量（県全体） 15151515万㎥（万㎥（万㎥（万㎥（H25)H25)H25)H25)→→→→25252525万㎥（万㎥（万㎥（万㎥（H32)H32)H32)H32)

大和トウキ生産量（県全体）大和トウキ生産量（県全体）大和トウキ生産量（県全体）大和トウキ生産量（県全体） 1,461kg1,461kg1,461kg1,461kg（（（（H22)H22)H22)H22)→→→→15,000kg15,000kg15,000kg15,000kg（（（（H32)H32)H32)H32)

【【【【主な取組主な取組主な取組主な取組】】】】

⇒⇒⇒⇒農産物等のブランド化・生産拡大を推進します。農産物等のブランド化・生産拡大を推進します。農産物等のブランド化・生産拡大を推進します。農産物等のブランド化・生産拡大を推進します。

⇒⇒⇒⇒「「「「AAAA・・・・BBBB・・・・CCCC材全てを出して使う」林業・木材産業を活性化します。材全てを出して使う」林業・木材産業を活性化します。材全てを出して使う」林業・木材産業を活性化します。材全てを出して使う」林業・木材産業を活性化します。

⇒⇒⇒⇒奈良県にゆかりの深い”漢方”の取組を推進します。奈良県にゆかりの深い”漢方”の取組を推進します。奈良県にゆかりの深い”漢方”の取組を推進します。奈良県にゆかりの深い”漢方”の取組を推進します。

⇒⇒⇒⇒企業誘致を推進します。企業誘致を推進します。企業誘致を推進します。企業誘致を推進します。
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする　  05　林業後継者、奈良の木の魅力を       発信する人材の育成　　　　（林業振興課、奈良の木ブランド課） 事業実施　  06　Ａ･Ｂ･Ｃ材ごとに受け入れできる        製材・加工施設の確保　　　　　　　　　　　　　（奈良の木ブランド課） 事業計画認定・事業実施
③ 漢方のメッカ推進 推進方策の検討・総合的な取組の推進漢方に関する取組等のPR　  02 良質で安定した栽培のための技術　　　　開発及び支援 　　　　(薬務課、農業水産振興課、　　　　　　　　　　農業研究開発センター） 優良種苗の育成、栽培の省力化・安定生産技術の開発　  03 大和の生薬の薬効研究                    　　　　　　　　（薬務課） 大和トウキの含有成分調査、薬効研究    04 県産生薬の医薬品等の新商品開発                      （薬務課、産業政策課） 県産生薬を配合した医薬品、漢方関連製品等の開発、商品化支援、販路開拓    05 川上・川下のマッチング      　　　　　　　　（薬務課、産業政策課） 薬草栽培農家と国産生薬を求める製薬・化粧品会社等とのマッチング
④ 企業誘致の推進　　01  企業立地促進補助等の支援                            （企業立地推進課） 企業誘致の強化推進　　02  中南和振興のための産業集積地         形成            （企業立地推進課） 測量・設計等 造成
⑤ 地域の産業興し　　01 新商品開発、販路拡大等の地域　　　　活性化（産業政策課、地域産業課、　　　　マーケティング課、林業振興課、　　　　　　　　　産業振興総合センター） 商品開発・ブランド構築の実施　　02 就労の支援           （雇用労政課） 実施 支援隊による継続支援　　03 融資制度の拡充                 　　　　　　　　 （地域産業課） 融資等の実施　　04 コミュニティビジネスの推進                             （南部東部振興課） 市町村が取り組む事業の支援　　05 起業・創業の支援   （産業政策課、産業振興総合センター、　　　　　　　　　　　　　　　　　　女性支援課） コンテスト・支援等の実施

　  01 漢方のメッカ推進プロジェクト                     （産業政策課、薬務課）
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする  
【Ｈ２７年度の主な事業概要】事業名
２-(1)-①-01チャレンジ品目支援事業（一部）

【農業水産振興課】 千円
２-(1)-①-01リーディング品目支援事業（一部）

【農業水産振興課】 千円２-(1)-①-01奈良らしい地域ビジネス促進事業【農業水産振興課】 千円２-(1)-①-02奈良県農畜水産物ブランド認証推進事業 【農業水産振興課】 千円 千円

4,194本県農業を牽引するリーディング品目の産地生産力・品質の向上、ブランド力強化、消費拡大を推進・柿高品質果実安定供給推進事業　　ブランド強化に資する新技術の開発　　高品質果実生産に資する園地条件の整備見本園設置やあんぽ    柿の材料や品薄期出荷が可能となる特徴のある品種の導入に    対し補助　　実施主体　奈良県果樹研究会等・高級大和茶生産販売促進事業　　高品質茶生産のための被覆資材購入に対し補助　　新品種を原料とした茶や新茶種・新商品の開発に対し補助　　実施主体　３戸以上の生産者組織　　てん茶生産技術向上研修の開催　　輸出を視野に海外での農薬基準に合った茶生産方法の検討H27年度予算 5,639
県農業産出額の向上を図るため、品目に加え、品質による県産農畜水産物のブランド認証制度を創設　分子栄養学等を活用した認証基準の検討　（仮称）農水産物ブランド認証協議会の設立・運営　試験販売・実需者調査による効果検証負担区分　国10/10

事業内容将来の成長品目として選定したチャレンジ品目の生産・流通・販売・組織化を支援・サクランボ・チャレンジ支援事業　　生産担い手組織の強化、新技術の開発・導入・大和野菜生産拡大支援事業　　パイプハウスの補強啓発　　モデル展示圃の設置、マニュアル印刷製本・大和野菜ＰＲ促進事業　　大和野菜の追加認定、ＨＰ作成　　大和野菜を利用した食農教育の実施・大和野菜ブランド力向上事業　　出荷規格表・栽培マニュアルの作成、技術展示圃の設置・彩り花木振興事業　　県主要切り枝花木品目の高品質・安定生産技術の導入検討　　彩り花木管理技術研修の実施 ・イチジク高品質果実安定供給促進事業　　首都圏への出荷に向けた収穫・出荷基準の検証、降雨や高温障害    対策等の実施H27年度予算

柿の葉寿司に利用される柿葉の効率的な生産を拡大するため、品種や植栽方法等を検討負担区分　県10/10 600H27年度予算
H27年度予算 H26年度2月補正 2,600
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする２-(1)-①-02奈良の農・林・食ＰＲモデル実施事業【再掲】 【マーケティング課】 千円２-(1)-①-03首都圏における県産農産物評価向上支援事業 【マーケティング課】 千円 千円２-(1)-①-03農産物直売所支援事業【マーケティング課】 千円２-(1)-①-03大和野菜等県産農産物の実需売り込み事業 【マーケティング課】 千円 千円２-(1)-①-04農業の６次産業化支援事業【マーケティング課】 千円

農・林・食のＰＲを図るため、主要駅の駅前周辺を活用し、農産物等を生産者が直接販売するマルシェを開催　場所　御所駅周辺H27年度予算 4,200首都圏へ高品質な県産農産物を安定供給し、評価を向上させ、県産農産物のブランド化を図るため、県外への輸出力を強化・県産農産物の首都圏配送の支援・仲卸業者等を対象とした試食会の実施・スーパー等での奈良フェアの実施
H26年度2月補正 14,100

大和野菜等県産農産物の利用拡大のため、ホテル・飲食業等に売り込むことにより、食材導入やメニュー開発を促進・売り込み隊によるサンプル提供・生産者・流通業者・実需者による商品開発等の意見交換会2,700
H27年度予算県と協定を結んだ農産物直売所「地の味 土の香」の魅力向上とブランド化を支援　協定直売所への専門家派遣　ふるさと知事ネットワークを活用した直売所の交流　第5次協定直売所の公募　オリジナル加工品の開発等に対し補助

3,000
H27年度予算
６次産業化サポートセンターを設置し、研修会・相談窓口等により農林漁業者の６次産業化を支援農林漁業者及び多様な業種が連携して行う新商品の開発や販路開拓、加工施設・機械等の整備等に対し補助実施主体　市町村、６次産業化法認定事業体等H27年度予算 126,400

H27年度予算 H26年度2月補正
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする  
２-(1)-①-05農地マネジメント推進事業

【担い手・農地マネジメント課】 千円２-(1)-①-05県営農地環境整備事業 【農村振興課】 千円２-(1)-①-05一般農道整備事業 【農村振興課】 千円２-(1)-①-05多面的機能支払事業 【農村振興課】 千円２-(1)-①-06新規就農者確保事業【担い手・農地マネジメント課】 千円 千円２-(1)-①-06農業新規参入者支援事業【担い手・農地マネジメント課】 千円

H27年度予算 286,048

H27年度予算 8,300

中山間地域の鳥獣害対策や耕作放棄地対策を行うため、計画的かつ一体的に農地環境を整備【事業実施箇所】　明日香地区　ほかH27年度予算 253,510

新規就農希望者に対し、農業大学校での事前研修及び農家受入による実践研修を実施負担区分　県10/10H27年度予算 161,506 H26年度2月補正 79,125

耕作放棄地の解消と担い手への農地の集積を推進するため（公財）なら担い手・農地サポートセンターによる農地の出し手・受け手のマッチング、農地の中間管理を実施　センターが実施する農地の賃借による担い手への農地集積　   負担区分　国（一部基金）10/10、国（基金）95％・県5％　一定割合以上の農地を貸し付ける地域や貸付けにより離農・経営  転換する者等に対し、協力金を交付　   負担区分　国（基金）10/10　高齢者や学生等の新たな労働力を活用し、遊休農地解消を図る  「健楽（けんぎょう）農業」をモデル的に実施　 （奈良女子大学生提案事業）   　負担区分　県10/10   （農地中間管理事業等推進基金活用事業）

農地及び農業用施設の保全管理活動や多面的機能の維持管理のための取組等を地域ぐるみで行う活動組織に対し、国の制度と連動し、交付金を交付農業生産資源の基礎的保全活動や多面的機能の維持・発揮を支える共同活動への交付負担区分　国1/2・県1/4・市町村1/4
H27年度予算 67,160
青年の就農意欲を喚起するとともに、就農後の定着を図るため、就農前の研修期間（2年以内）及び就農直後（5年以内）の所得を確保する給付金を交付（国10/10）・青年農業者給付金（準備型） 　　補助先　農業研修生・青年農業者給付金（経営開始型）   　補助先　市町村

H27年度予算 210,667
農作物の流通の効率化を図るとともに、地域住民の生活や農村へのアクセスに用いる道路として、農道を整備・一般農道整備事業　　五條市西吉野賀北地区　ほか
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする
２-(1)-①-06中山間地域等直接支払事業【農村振興課】 千円２-(1)-①-07河川漁業増殖奨励事業【農業水産振興課】 千円２-(1)-①-07やまとの鮎生産拡大事業【農業水産振興課】 千円２-(1)-①-08有害鳥獣駆除事業 【森林整備課】 千円２-(1)-①-08有害鳥類捕獲事業 【森林整備課】 千円２-(1)-①-08有害獣捕獲施設設置事業【森林整備課】 千円２-(1)-①-08ニホンジカ適正管理事業【森林整備課】 千円 千円

ニホンジカを適正な生息数に導くための捕獲計画を策定し、捕獲を実施国9/10・県1/10H27年度予算 H26年度2月補正 6,800

銃猟規制区域でのイノシシ等による農林業被害対策捕獲柵の設置県1/2・市町村1/2H27年度予算 300

H27年度予算シカ、イノシシ、カラス等の農林業被害対策　銃による駆除に対する補助（県1/3　市町村2/3）
やまとの鮎の生産拡大・やまとの鮎ブランド化対策　県内ダム湖産稚鮎の早期放流及び成魚捕獲の効率化により、やまと   の鮎の生産を拡大　県ＨＰ等でのPR、県内旅館等への販促活動等によりブランド化を推進　　 事業主体　(仮称)やまとの鮎ブランド化実行委員会やまとの鮎販売支援対策　県庁近在のホテル等への試供品保管、栄養成分分析

使用可能エリアの広い空気銃による有害鳥類の駆除を実施
H27年度予算 600

265,330H27年度予算
集落協定に基づき５年間以上継続して農業生産活動を行う農業者に対し、国の制度と連動し、交付金を交付負担区分　通常　国1/2・県1/4・市町村1/4　　　 　　    特認　国1/3・県1/3・市町村1/3
あゆ適正放流促進事業　 漁期の拡大と漁獲高の増を促進するため、健全な育成あゆの適正   放流に対し補助　  　実施主体　奈良県漁業協同組合連合会   負担区分　県1/4・実施主体3/4

H27年度予算 5,601

4,400H27年度予算
2,000
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする  ２-(1)-①-08捕獲新技術導入推進事業【森林整備課】 千円
２-(1)-①-08鳥獣被害防止対策事業

【農業水産振興課】 千円２-(1)-②-01森林環境管理制度導入検討事業【森林整備課】 千円
２-(1)-②-01県産材生産促進事業

【林業振興課】 千円
２-(1)-②-01奈良県木材生産推進事業

【林業振興課】 千円 千円２-(1)-②-01木材生産林育成整備事業【林業振興課】 千円 千円

H27年度予算 2,091

H27年度予算

捕獲による被害防除を強化するため、近年開発された効果を上げている捕獲装置を導入国10/10

208,184森林の公益的機能や生物多様性の保全等に着目した、効率的で持続可能な森林環境管理制度の導入を検討（森林環境保全基金活用事業）H27年度予算
被害防止計画に基づき市町村が実施する鳥獣被害防止対策に対し補助　被害防除の研修、捕獲活動、緩衝帯整備等　負担区分　新規地区等　国10/10　　　　　　その他の地区　国1/2・実施主体1/2　地域が一体となった侵入防止柵等の整備　負担区分　自力施行　国10/10　　　　　　    請負施行　国1/2・実施主体1/2　　　　　　　　条件不利地域　国5.5/10・実施主体4.5/10

40,800

H27年度予算 5,298間伐材の搬出に対し、A材のみではなく、B・C材の搬出についても支援する。また、林内に放置されているC材の簡便で低コストな集材システムをモデル的に実施・検証する県産材生産促進事業    事業体等の行う間伐材の搬出に3,500円/m3以上補助する市町村に    対し2,000円/m3の補助。　       負担区分　県10/10    林内放置材搬出モデル事業  　負担区分　県10/10第１種木材生産林において、長期間使用できる壊れにくい作業道の重点開設等による木材生産拡大への取組に対し補助奈良型作業道重点開設　  　   国51％・県30％～37％                                       実施主体19％～12％木材生産強化（利用間伐）　    国51％・県17％・実施主体32％林業機械導入 　　　　　　　　　  国45％・実施主体55％林業機械レンタル　　　　　　　   県1/2・実施主体1/2森林施業プランナー育成         国1/2・県1/2架線集材施設設置支援※        県1/2・実施主体1/2※特に地形が急峻で作業道開設も困難な区域において、奈良型作業道等と組み合わせた架線集材施設の設置に対し補助H27年度予算 307,340 H26年度2月補正 85,200
H26年度2月補正 48,000第２種木材生産林における計画的な森林整備に対し補助｢集約化施業提案事業｣によりﾏｯﾁﾝｸﾞされた森林整備に対し補助負担区分　国51％・県17％・実施主体32％H27年度予算 217,150

- 24 -



 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする
２-(1)-②-01施業提案体制整備事業 【林業振興課】 千円
２-(1)-②-01林道整備事業

【森林整備課】 千円２-(1)-②-01県単独林道事業 【森林整備課】 千円２-(1)-②-01林業機械化推進事業 【林業振興課】 千円２-(1)-②-01林道災害復旧事業 【森林整備課】 千円２-(1)-②-02建築物木造木質化推進事業（一部）【奈良の木ブランド課】 千円

適切な森林の整備や管理、安全かつ効率的な作業を可能にする林業経営の基盤としての林道を整備するとともに、山村の生活道や都市・山村の共生・交流の基盤や災害発生時の迂回路として機能する林道整備の推進林道の開設・改築・環境保全・塗装・改良を実施負担区分　県営　国1/2　県1/2　　　　　　　補助　国33～50％　県4～10％　実施主体40～63％【事業実施箇所】五條市　外6村　30路線H27年度予算 282,013

森林所有者の意欲低下のため木材生産が行われていない地域において、「儲かる林業」の施業プランを森林所有者に提案するとともに意欲ある素材生産業者とのマッチングを実施　集約化施業提案事業　　負担区分　県10/10H27年度予算 5,587

県産材による公共建築物の木造化・内装等木質化整備に対し補助　実施主体　市町村、社会福祉法人負担区分　国1/2・実施主体1/2国庫補助金を活用した社会福祉施設の木造化・内装等木質化整備について、県産材の購入費用に対し上乗せ補助　実施主体　社会福祉法人負担区分　県1/2・実施主体1/2H27年度予算 237,990

被災した林道の早期の復旧を図るため、市町村等が管理する林道の災害復旧事業費に対し補助を実施過年災　負担区分　奥　地　国90.5％・実施主体9.5％現年災  負担区分　奥　地　国65％・実施主体35％                           その他　国50％・実施主体50％
10,418

市町村等が行う既存の林道の不安定な法面の緑化等の改良工事に助成　補助率：過疎・振興山村1/2、その他の地域1/3【事業実施箇所】　五條市　外9町村　17路線H27年度予算 54,330

H27年度予算 136,000

機械化による省力化や生産コストの低減を図る　管理運営事業　負担区分 　県（基金）1/2・実施主体1/2　研修事業　　  　負担区分 　県10/10、　国1/2・県1/2  林業労働力確保推進事業　負担区分　国1/2・県1/2H27年度予算

- 25 -



 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする  ２-(1)-②-02奈良県産材住宅普及推進事業【奈良の木ブランド課】 千円２-(1)-②-02新たな県産木材製品開発事業【奈良の木ブランド課】 千円２-(1)-②-02新規用途導入促進事業（緑の産業再生プロジェクト） 【奈良の木ブランド課】 千円 千円
２-(1)-②-02奈良の木づかい推進事業

【奈良の木ブランド課】 千円 千円２-(1)-②-03奈良の木オフィス家具開発・導入事業【奈良の木ブランド課】 千円２-(1)-②-03奈良県産材活用贈り物開発事業【奈良の木ブランド課】 千円２-(1)-②-03海外マーケットリサーチ事業【奈良の木ブランド課】 千円 千円

H27年度予算

高層建築への木材利用を可能とする建築工法の実証及び地域の特性に応じた新技術の開発に対し補助　実施主体　民間事業体負担区分　国1/2・実施主体1/2H27年度予算 H26年度2月補正

東アジアへの県産材販路開拓について中国・韓国・台湾で市場調査を実施負担区分　県10/10H27年度予算 H26年度2月補正

162,500

県産材を用いた贈り物の開発及び商品化　プロジェクトチームによるデザイン開発及び試作品の製作　商品見本市への出展負担区分　県10/10
県産材を活用してデザイン開発を行った、事務机、応接セット、書棚等のオフィス家具を、県庁内にモデル的に導入するとともに、市町村や県内企業にＰＲ負担区分　県10/10H27年度予算 2,017

大手ハウスメーカーや工務店等の県産材利用に係るニーズと、奈良県森林技術センターが有する技術シーズとのマッチングによる新たな木材製品の開発負担区分　県10/10H27年度予算 1,826

H26年度2月補正 176,341

地域認証材や県産材を活用した住宅の新築・リフォーム等に対し補助木材利用要件の引き下げによる補助対象の拡大及び補助額の引き上げ　　地域認証材（対象　県内）　　　補助額　　　　構造材　 190～500千円／件　内装材　80～500千円／件　　　補助戸数　200戸　　県産材（対象　県内及び県外）　　　補助額　　　　構造材　 130～350千円／件　内装材　50～350千円／件　　　補助戸数　200戸負担区分　国10/10

H27年度予算 3,713

住宅への県産材利用を促進するため、「奈良の木」マーケティング協議会が実施する県産材取扱事業者と工務店との連携体制の構築・強化及び県産材住宅相談活動に対し補助負担区分　民間負担分を除き県10/10H27年度予算 6,233

1,952
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする
２-(1)-②-03県産材首都圏販路拡大事業

【奈良の木ブランド課】 千円 千円２-(1)-②-03県産材を利用した奈良県ＰＲグッズ開発事業 【奈良の木ブランド課】 千円
２-(1)-②-03森林環境教育推進事業　［森林環境保全］

【奈良の木ブランド課】 千円２-(1)-②-03奈良の木づかい運動推進事業［一部森林環境保全］【奈良の木ブランド課】 千円２-(1)-②-04木質バイオマス実証実験事業【奈良の木ブランド課】 千円

H26年度2月補正

再生可能エネルギーとしての木質バイオマスの利用推進に向けた実証実験の実施　原料木材搬出及びペレット製造の低コスト化の検証等負担区分　県10/10H27年度予算 14,523

首都圏の商業施設や住宅等への新たな販路の開拓　知事トップセールス等のＰＲ活動の実施　早稲田大学との連携による「奈良の木フォーラム」の開催　県産材情報誌「奈良の木通信」の発行　首都圏の木材市場での県産材ＰＲの実施　首都圏の木材市場での市場調査の実施　負担区分　国10/10　見本市展示への出展助成　　首都圏の展示会等において県産材のＰＲを行う事業者に対し補助　負担区分　国1/3・実施主体2/3H27年度予算 13,160
県産材を使用した使いやすい学習机等の導入支援等負担区分　県1/2・市町村1/2、県10/10県産間伐材を使用した木製ベンチの設置県産材を使用した木のプールの製作負担区分　県10/10県産材を使用した積み木の新生児への贈呈支援　実施主体　五條市外4村負担区分　県1/2・市町村1/2

県産材を活用した木製ノベルティグッズを開発し、奈良県で開催される各種イベントの参加者に配布することにより、奈良県の魅力と県産材の良さをＰＲ負担区分　県10/10H27年度予算 5,131

H27年度予算 10,79710月を「奈良の木づかい運動推進月間」として、奈良の木の魅力を幅広くＰＲ　五感で奈良の木の魅力を感じる「奈良の木の良さ体感装置」の展示　県産材ＰＲ展示キットの製作　奈良の木を使用したパンフレットラックの製作　県内高校生への出前講義等負担区分　県10/10H27年度予算 8,000
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする  ２-(1)-②-04木質バイオマスエネルギー導入促進事業（緑の産業再生プロジェクト事業）【奈良の木ブランド課】 千円 千円（２-(1)-②-05（仮称）奈良の木大学開講事業【奈良の木ブランド課】 千円 千円２-(1)-②-05奈良の木の匠養成事業【奈良の木ブランド課】 千円２-(1)-②-05奈良の木ツーリズム推進事業【奈良の木ブランド課】 千円 千円２-(1)-②-05林産業活性化促進支援事業【奈良の木ブランド課】 千円２-(1)-②-05林業労働安全衛生総合対策事業【林業振興課】 千円２-(1)-②-05林業労働者退職金共済制度推進事業【林業振興課】 千円２-(1)-②-06木材加工流通施設整備事業（緑の産業再生プロジェクト）【奈良の木ブランド課】 千円 千円

H27年度予算 H26年度2月補正 194,909

県産材を取り扱う製材工場等が行う加工施設や乾燥機等の整備に対し補助　実施主体　5事業体　整備内容　木材乾燥機、グレーディングシステム等負担区分　国１/2・実施主体1/2

建築を学ぶ学生等を対象に県産材の魅力・特長や歴史的な木造建築技術などの講義を行う（仮称）奈良の木大学を開講　時期　平成27年8月（予定）　場所　奈良県立大学負担区分　国10/10
奈良の木伐採・製材工場見学等のツアーを開催奈良らしい森林ツーリズム検討会議の開催　森林セラピーの効果検証　森林観光のためのコースマップの作成等負担区分　国10/10
大工や設計士、住宅販売営業担当者等に奈良の木の特長・利用方法・メンテナンス方法等を詳しく習得する場を提供し、住宅への奈良の木利用を積極的に提案できる「奈良の木の匠」を養成負担区分　県10/10H27年度予算 1,601

H27年度予算 H26年度2月補正 3,398

木質バイオマスの原料木材を安定的に調達するための経費等に対し補助負担区分　国10/10木質バイオマス加工流通施設等の整備に対し補助負担区分　国1/2・実施主体1/2

林産関係主要団体が実施する関係事業者の能力向上や林産物の流通促進、普及活動などの取組に対し補助負担区分　県1/2・実施主体1/2H27年度予算 2,137
H27年度予算 H26年度2月補正 2,330
林業・木材産業の労働災害防止のための研修会の開催、及び各種取り組みに対し補助林業・木材産業労働災害防止対策事業　負担区分　国1/2・県1/2振動障害特殊健康診断促進事業        　負担区分　国0～1/2・県1/4H27年度予算 862中小企業退職金共済法に基づく林業労働者の退職金共済契約の掛金月額に対し補助負担区分　県（基金）15/100　市町村　15/100　事業主70/100H27年度予算 8,100

H27年度予算 H26年度2月補正 273,097
- 28 -



 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする
２-(1)-②-06木材産業競争力強化事業【奈良の木ブランド課】 千円２-(1)-③-01漢方のメッカ推進プロジェクト事業【産業政策課】 千円２-(1)-③-01漢方のメッカプロモーション事業【産業政策課】 千円２-(1)-③-01漢方薬シンポジウム事業 【薬務課】 千円
２-(1)-③-02漢方のメッカ推進プロジェクト事業（薬用作物の生産流通振興）

千円２-(1)-③-02薬用作物栽培者育成事業 【薬務課】 千円
H27年度予算 13,772

薬用作物栽培に取り組む農業生産法人等に対し、栽培技術指導及び経営分析を実施負担区分　県10/10農業研究開発センターにおいて開発された技術の導入、高品質・安定生産への取組に対し補助　実施主体　市町村負担区分　県1/2・市町村1/2奈良県ゆかりの薬用植物の安定供給を目指した研究の実施　ゲノム育種等による優良品種の育成　省力・安定生産技術の開発　生薬以外への利用に向けた生産技術の開発負担区分　県10/10

漢方産業の裾野を広げるため、一般県民、薬草栽培者、薬剤師、薬膳料理店等に向けて、薬草に関する情報発信を行うまた本県が漢方の郷であることを周知するため、道の駅等でのPR、ツアーコースの企画、漢方宿泊体験モニターツアーを実施する。
H27年度予算 500

栽培指導者の育成
H27年度予算 500

外部有識者を加えたプロジェクトチーム検討会の開催等
H27年度予算 1,325

1,930
需給コーディネート機能の構築　県産材需給調整会議の設置等Ａ・Ｂ・Ｃ材毎の木材流通拡大の支援　産直住宅の拡大、小規模製材工場ネットワーク化等を支援　乾燥技術研修会の開催等負担区分　県10/10H27年度予算

H27年度予算 1,228薬草や漢方薬をテーマとしたシンポジウムの開催

【農業水産振興課】（農業研究開発ｾﾝﾀｰ）
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする  ２-(1)-③-03大和の生薬の薬効研究事業 【薬務課】 千円２-(1)-③-04漢方の製品化に向けた研究事業【産業政策課】 千円２-(1)-③-04生薬製剤共同開発事業 【薬務課】 千円２-(1)-③-05川上・川下のマッチング事業【産業政策課】 千円２-(1)-③-05キハダ活用事前調査 【薬務課】 千円２-(1)-④-01企業立地促進補助事業（南部東部地域振興補助金） 【企業立地推進課】 千円２-(1)-④-01戦略的企業誘致事業【企業立地推進課】 千円２-(1)-④-01立地企業人材確保支援事業【企業立地推進課】 千円

キハダの分布、植栽可能地調査H27年度予算 658

H27年度予算 1,543薬草生産農家と国産の薬草を求める企業とのマッチングを進めるため、国内の食品、化粧品、医薬品メーカー等に対し、国産生薬のニーズと需要に関する調査を実施し、協議会の開催や具体的な事業化を進めるコンソーシアムの構築を行う。H27年度予算 2,863

県産薬用作物の医薬品以外の部位を利用し新たな食品を開発・産業振興総合センターにおいて、トウキ葉の栄養成分分析、加工技術の研究を行う。H27年度予算 1,421県内生薬を活用した新製品の共同研究開発及び販路検討
H27年度予算 7,809大和トウキ（根と葉）の有効成分の調査等

南部・東部地域に立地する企業活力集積促進補助金の対象企業に対し南部東部地域振興補助金を加算　加算額　固定資産投資額　5億円以上　1千万円　　　　　　　　　　　　　　　　　 10億円以上　2千万円負担区分　県10/10H27年度予算 100,000企業立地の目標を達成するため、効果的な誘致活動を展開　トップセミナーの実施（東京、大阪）　首都圏及び関西でのＰＲ活動の実施  企業立地コンシェルジュの設置負担区分　県10/10H27年度予算 22,455立地に伴う人材確保を支援するため、立地企業による人材情報会社の求人サイトや人材紹介の活用に助成　補助率：1/2（上限100万円）H27年度予算 1,000
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする２-(1)-④-02中南和振興のための産業集積地形成事業 【企業立地推進課】 千円
２-(1)-⑤-01南部・東部振興物産販売促進支援事業【再掲】

【地域産業課】 千円 千円２-(1)-⑤-01「Living Science」新産業創出事業【産業政策課】 千円２-(1)-⑤-01「奈良ブランド」開発支援事業【産業振興総合センター】 千円２-(1)-⑤-01奈良の逸品売り込み逆商談会開催事業 【産業振興総合センター】 千円

・最適展開支援事業少子高齢社会における課題解決を産業化に結びつけて産業振興を図るため、研究開発、販路開拓等の取組に対する支援を実施・先導的研究開発事業県民が健康で快適な生活を送るため、県が生活産業の発展に資する研究開発を実施（衣・食・住）

京奈和自動車道御所インターチェンジ周辺において中南和地域の通勤圏内での雇用機会の創出を実現する産業集積地を形成　事業用地の造成　　実施設計、路線測量、用地測量、家屋等補償調査等H27年度予算 164,200南部･東部の産業活性化のため、地域内の市町村が実施する、県外における物産展の開催及び物産展への出展に対して補助する【補助対象事業】① 県が指定する大都市圏での物産展の共同開催･出展(補助率2/3)② ①以外の県外での物産展の開催･出展(補助率1/2)【補助対象経費】物産展の開催または物産展へ出展するために要する経費(地域産品買取費、商品搬送費、出展料　等)【補助要件】･各市町村は商工会と連携して事業計画を策定することとする･事業経費のうち、旅費及び商品搬送費を除いた額の1/2以上は、地域産品の買取費に当てる･物産展の売上については、事業実施主体が取り組む産業復興策･観光振興策へ充当する【補助対象者】｢奈良県南部振興計画｣(平成26年3月改訂版)及び｢奈良県東部振興計画｣(平成26年3月改訂版)による振興対象地域の各自治体(3市4町12村)【事業期間】平成27年度～平成29年度H27年度予算 H26年度2月補正
H27年度予算 15,850自社のブランド化を目指す企業に対し、製品開発及び販路開拓の取組を支援。　・ブランドアドバイザ－による指導　・東京の百貨店等への商品の出店H27年度予算 3,981県内企業の直接商談の機会を増やすため、百貨店バイヤー等に自社製品を売り込む逆商談会を開催逆商談会開催前に自社商品をブラッシュアップするためのセミナーを開催H27年度予算 2,855

11,840
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする  ２-(1)-⑤-01奈良のお土産コンテスト開催事業【産業振興総合センター】 千円 千円２-(1)-⑤-01高付加価値獲得支援補助事業【産業振興総合センター】 千円２-(1)-⑤-01奈良県産品振興事業【産業振興総合センター】 千円
２-(1)-⑤-01販路拡大支援事業

千円 千円２-(1)-⑤-01奈良県プレミアム商品券発行事業【産業振興総合センター】 千円 千円２-(1)-⑤-01クラウドファンディング活用事業【産業政策課】 千円 千円

県内各地で受け継がれ愛されるお土産を、広く公募することにより、隠れたお土産を発掘。また、選ばれた商品を「奈良のお土産」として情報発信していくH27年度予算 H26年度2月補正 3,300県内企業が高付加価値化を図ろうとする新たな取組に対し補助（対象事業）　・奈良県産の原材料を活用した「ご当地食品」の開発　・市場のニーズを踏まえた製品に結びつく新技術の開発等　・マーケットインの製品づくりH27年度予算 29,157

1,000,000

県内の物産、特産品及び工芸品産業の発展、振興を目的として、奈良県産業共励会が実施する各種事業に対して補助H27年度予算 1,098・国内販路拡大支援事業  　県内企業の東京国際ギフトショーへの出展を支援し、バイヤーとの　　商談及び商品をブラッシュアップするための機会を提供・海外販路拡大支援事業　　県内企業のニューヨークで開催される展示会への出展を支援し、バ　　イヤーとの商談及び商品をブラッシュアップするための機会を提供・海外進出促進事業県内企業が単独で海外展示会へ出展する場合の経費や販売拠点立ち上げに向けたマーケティング調査等に要する経費を支援　
県内中小企業の特色ある地場産品や技術力に優れた商品などを対象に販売促進等を図るため、小口資金の投資を募るクラウドファンディングのマイクロ投資の手法を導入することにより、新事業展開を支援

H27年度予算 9,729 H26年度2月補正 20,130年間を通した県内消費の喚起を図るため、市町村と連携し、プレミアム商品券を36万冊発行。また、南部・東部地域限定で使用できる商品券について、全県版よりプレミアム率を高く設定して4万冊発行。H27年度予算 H26年度2月補正
5,500H27年度予算 H26年度2月補正

【産業政策課】【産業振興総合センター】
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする
２-(1)-⑤-01商工会等経営改善普及事業補助

【地域産業課】 千円２-(1)-⑤-01中小企業連携組織対策事業補助【地域産業課】 千円２-(1)-⑤-01後継者育成支援事業【産業振興総合センター】 千円２-(1)-⑤-01地域資源加工品の魅力向上支援事業【マーケティング課】 千円 千円２-(1)-⑤-01奈良のふるさと名物応援事業【マーケティング課】 千円 千円２-(1)-⑤-01ふるさと名物商品購入助成事業【マーケティング課】 千円 千円

H26年度2月補正
H26年度2月補正

中小企業団体中央会が行う中小企業の組織化及び育成指導に対し補助　補助対象職員（指導員）　9人組合指導情報整備事業、組合等への情報提供事業、創業連携組織等活動促進事業等負担区分　県10/10H27年度予算 76,137

2,400
地域の魅力ある農産加工品のブランド向上を図るため、物語性や素材の特徴を活かした魅力ある商品開発を支援・農産加工品の栄養・機能性分析・アドバイザー派遣による商品の特色あるデザインの開発　ほかH27年度予算

県内事業者の後継者育成を支援するため、三井住友海上火災保険(株)及び（公財）奈良県地域産業振興センターと協働し、後継者育成塾を開催。H27年度予算 487
奈良のふるさと商品を県内外に販売する事業者が、ネットの通販サイトに新規出店する際の経費に対し補助

H27年度予算
H27年度予算 H26年度2月補正 56,500

県内の地域資源を活かして新たに開発・改良された「ふるさと商品」を、専門ウェブショップ等で割引販売する業者に対し補助　補助対象　定価の最大3割引分　　　　　　　　ウェブサイトの構築、改良県が指定する商品の紹介や販売サイトへの誘導を行うポータルサイトの構築等
3,500

商工会広域協議会等が行う地域経済活性化に向けた取組並びに商工会、商工会議所及び県商工会連合会が行う経営改善普及に対し補助　商工会　34カ所　　商工会議所　4カ所　　補助対象職員（指導員等）　164人　商工会連合会　　補助対象職員（指導員等）　 41人　農林・観光等、他産業との一体化推進の支援商工会事業の農林・観光分野への多様化、他の地域振興組織との統合を含めた商工会組織の多角化を推進するための取組に対し補助負担区分　県10/10H27年度予算 1,034,070
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする  ２-(1)-⑤-01奈良の木づかい研究事業（森林技術センター） 【林業振興課】 千円２-(1)-⑤-01木材の利用・森林林業の試験研究及び技術開発事業（森林技術センター）【林業振興課】 千円２-(1)-⑤-02高等技術専門校就業支援事業【雇用労政課】 千円２-(1)-⑤-02在宅ビジネスマッチング支援事業【雇用労政課】 千円２-(1)-⑤-03制度融資（経営強化資金）【地域産業課】 千円２-(1)-⑤-03制度融資（創業支援資金）【地域産業課】 千円２-(1)-⑤-03制度融資（創業支援資金（認定枠））【地域産業課】 千円

経営強化のために事業資金を必要とする者を対象とする資金　　　資金使途　　　　設備・運転　　　融資期間　　　  7年以内　　　貸付限度額　　 50百万円　　　融資利率　　　　【所定枠】金融機関所定金利　　　　　　　　　　　【固定枠】2.075％　　　貸付枠　　　　 　200億円H27年度予算 39,349

高等技術専門校に就業支援員を配置し、就職・起業支援を実施　外部講師による就業支援セミナーの開催　製造業等の民間企業における職場実習の実施　卒業生等の訓練実施に対する給付金の支給　県内起業家による合同展示会の実施H27年度予算 14,560
H27年度予算 14,644

創業しようとする者を対象とする資金　　　資金使途　　　　設備・運転　　　融資期間　　  　7年以内　　　貸付限度額　　 25百万円　　　融資利率　　　　1.575％　　　貸付枠　　　　　 10億円H27年度予算 7,799優れた事業計画により創業しようとする者を対象とする資金　　　資金使途　　　　設備・運転　　　融資期間　　　　7年以内　　　貸付限度額　　 15百万円　　　融資利率　　　　0.000％　　　貸付枠　 　　　　3億円H27年度予算 5,277

職業能力を持ちながら、育児や介護等を理由に在宅就業を希望する女性や高齢者の未就職者に対し、在宅での働き方のイメージや心構えなどのセミナーを開催するとともに、自分に合った在宅ワークを知り、個々が持つ能力や技量を十分に発揮できるよう、相談窓口の設置や仕事の紹介など実際の仕事に結びつける支援を行う

H27年度予算 1,119木材の利用･森林林業の試験研究および技術開発を行う里山林の循環利用に関する実践的研究　ほか8題H27年度予算 18,310

県産材について、特色を活かした利用促進や新たな用途への活用に資する研究を実施県産優良材を用いた楽器開発事業負担区分　県10/10
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする
２-(1)-⑤-03制度融資（チャレンジ応援資金）【地域産業課】 千円２-(1)-⑤-03制度融資（チャレンジ応援資金（認定枠）） 【地域産業課】 千円２-(1)-⑤-03制度融資（経営環境変化・災害対策資金） 【地域産業課】 千円２-(1)-⑤-03制度融資（女性創業支援資金）【地域産業課】 千円２-(1)-⑤-03制度融資（セーフティネット対策資金）【地域産業課】 千円２-(1)-⑤-03制度融資（創業支援資金（南部・東部枠）） 【地域産業課】 千円

優れた事業計画により既存事業の拡大、異業種への進出または事業転換を行おうとする者を対象とする資金　　　資金使途　　　　設備・運転　　　融資期間　　　　7年以内　　　貸付限度額　　 30百万円　　　融資利率　　　　0.000％　　　貸付枠　　 　　　10億円H27年度予算

既存事業の拡大、異業種への進出または事業転換を行おうとする者を対象とする資金　　　資金使途　　　設備・運転　　　融資期間　　　設備10年以内、運転7年以内　　　貸付限度額　 280百万円　　　融資利率　　　金融機関所定金利　　　貸付枠　　　　 10億円

H27年度予算 75,063

H27年度予算 3,698

H27年度予算 2,580
奈良県南部地域・東部地域で創業しようとする者を対象とする資金　　　資金使途　　　設備・運転　　　融資期間　　　7年以内　　　貸付限度額　 15百万円　　　融資利率　　　0.000％　　　貸付枠　　　　 2億円

H27年度予算 19,309認定支援機関等の支援を受けて創業しようとする女性を対象とする資金　　　資金使途　　　設備・運転　　　融資期間　　　7年以内　　　貸付限度額　 15百万円　　　融資利率　　　0.000％　　　貸付枠　　　　 2億円

H27年度予算 2,580

業況の悪化や災害等で売上等が減少している中小企業等で市町村長の認定を受けた者を対象とする資金　資金使途　　　　運転　　　融資期間　　　　７年以内　貸付限度額　　　50百万円　融資利率【所定枠】金融機関所定金利　　　　　　　【固定枠】1.775％（5年以内）1.975％（5年超）  貸付枠　　　 　 　60億円

30,864業況の悪化や災害等で売上等が減少している中小企業等で知事の認定を受けた者等を対象とする資金　　　資金使途　　　　設備・運転　　　融資期間　　　　10年以内　　　貸付限度額　　 50百万円　　　融資利率　　　　1.775％または1.975％　　　貸付枠　　 　　　50億円
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする  
２-(1)-⑤-03制度融資（企業立地促進資金）【地域産業課】 千円２-(1)-⑤-03設備導入資金貸付金（特別会計）【地域産業課】 千円２-(1)-⑤-04南部・東部振興プロジェクト検討事業【再掲】 【南部東部振興課】 千円２-(1)-⑤-04南部・東部振興プロジェクト推進事業【再掲】 【南部東部振興課】 千円２-(1)-⑤-05女性の起業支援事業 【女性支援課】 千円２-(1)-⑤-05地域産業振興センター事業【産業政策課】 千円２-(1)-⑤-05奈良起業家創出促進事業【産業振興総合センター】 千円

H27年度予算 8,200
H27年度予算 300,000

女性起業家を養成するためのセミナー・相談会を開催

南部振興基本計画及び東部振興基本計画に掲げる具体的な取組の実現に向けた検討

H27年度予算 2,300

南部振興基本計画及び東部振興基本計画に掲げる具体的な取組を実現するため市町村等が実施する事業の立ち上げ等に対し補助　負担区分　：　ソフト事業　　   　県3/4・住民団体1/4                                             県2/3・市町村1/3　　               施設等整備事業　県3/4・住民団体1/4                                             県1/2・市町村1/2H27年度予算 20,000
産業支援のワンストップサービス体制の充実・窓口での相談対応・顧問弁護士による法律相談・高度専門的な課題解決に資する専門家の派遣・情報発信（情報誌の発行等）H27年度予算 73,594

工場の新増設または事業高度化を実施しようとする者を対象とする資金　　　資金使途　　　　設備・運転　　　融資期間　　　　設備15年以内　運転7年以内　　　貸付限度額　　 280百万円　　　融資利率　　　　金融機関所定金利　　　貸付枠　　　　　 10億円創業者又は小規模企業者等が経営革新に必要な設備の貸与を受けるために必要な資金　　設備貸与（割賦及びリース）　　貸付枠　　　　450百万円    償還期間　　 10年以内　　融資利率　　 企業ごとに判断　　貸付限度額　　１億円
H27年度予算 9,438

H27年度予算 5,400
・ビジネスプランコンテストの実施　起業への機運を醸成し起業家を発掘するため、事業計画を広く全国  から募集し、優れた計画を表彰　　　　募集部門　　ベンチャ－（一般）　　　　　　　　　　　　アンダー22（若者）　　　　　　　　　　　　まほろば（地域密着）
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする２-(1)-⑤-05伝統的工芸品若手職人育成事業【産業振興総合センター】 千円２-(1)-⑤-05魅力あるお店づくり推進事業【産業振興総合センター】 千円
２-(1)-⑤-05空き店舗活用起業支援事業

【産業振興総合センター】 千円２-(1)-⑤-05中小企業若手経営者事業拡大支援事業 【産業振興総合センター】 千円
H27年度予算 9,432
受託事業者が、関係機関と一体となった「店舗開業支援隊」を組織し、店舗開業希望者を対象に、ワークショップ等を開催するとともに、商店街の空き店舗を活用して実験的に出店機会を提供し、参加者の起業に繋げるまた、商店街の空き店舗を活用し、既存の商店と一体となったイベントを実施することで、空き店舗の減少及び商店街の活性化を図る

伝統的工芸品を県内外に周知することにより需要を喚起し、制作に携わる若手職人を育成H27年度予算 1,350
1,200

H27年度予算 13,002
受託事業者が、関係機関と一体となった「後継者育成支援隊」を組織し、中小企業の若手経営者や将来の後継者を対象に、経営セミナーや県外・海外企業の視察等を企画・実施することにより、参加する若手経営者等の経営能力の向上を図り、売上の拡大や第二創業の促進等による雇用拡大を目指す

新規開業希望者を対象としたセミナーや意見交換会の開催により、魅力あるお店の創出につなげる。H27年度予算
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（２）暮らしやすくする
２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）

南部振興基本計画
（２）暮らしやすくする（２）暮らしやすくする（２）暮らしやすくする（２）暮らしやすくする

【主な取り組みの工程表】主な取り組み
①健康・医療・福祉・介護の充実　　01　地域包括ケアシステムの構築　　　　・地域で暮らし続けるための仕組み　　　　　づくり　　（地域包括ケア推進室） 取り組みの実施 検証・見直し  検証・見直しに基づき対応　　　　・市町村における地域包括ケアシス　　　　　テムの構築を支援　　　　　（地域包括ケア推進室） 市町村支援の実施 （検証・見直し）　　02　南和地域の医療提供体制の充実　　　　・南奈良総合医療センターの整備　　　　　（病院マネジメント課） 新築工事 　　　　　供用開始　　　　・吉野病院の整備　　　　　（病院マネジメント課） 　　　　　　改修工事　　　供用開始　　　　・五條病院の整備　　　　　（病院マネジメント課） 　　　　　　改修工事　　　供用開始　　　　・医療機能の再編　　　　　（病院マネジメント課）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検討・協議・推進　　03　安定的な医師配置システムの運営　　　　・地域医療学講座の運営　　　　　（医師・看護師確保対策室） 地域の医療状況の研究、医師育成プログラムの研究　　　　・地域医療支援センターの運営　　　　　（医師・看護師確保対策室） ドクターバンク、県費奨学生の配置及びキャリア形成支援

平成３２年度平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【【【【目標目標目標目標】】】】 健康・医療・福祉・介護の充実などを進め、南部地域で「住みた健康・医療・福祉・介護の充実などを進め、南部地域で「住みた健康・医療・福祉・介護の充実などを進め、南部地域で「住みた健康・医療・福祉・介護の充実などを進め、南部地域で「住みた

い」い」い」い」 「住みやすい」と思う人の割合を増やします。「住みやすい」と思う人の割合を増やします。「住みやすい」と思う人の割合を増やします。「住みやすい」と思う人の割合を増やします。

（平成（平成（平成（平成26262626年度県民アンケート調査年度県民アンケート調査年度県民アンケート調査年度県民アンケート調査 南東部：南東部：南東部：南東部：62.8%62.8%62.8%62.8% 南西部南西部南西部南西部48.9%48.9%48.9%48.9% 県全体県全体県全体県全体

64.1%64.1%64.1%64.1%））））

【【【【主な取組主な取組主な取組主な取組】】】】

⇒⇒⇒⇒健康・医療・福祉・介護の充実を図ります。健康・医療・福祉・介護の充実を図ります。健康・医療・福祉・介護の充実を図ります。健康・医療・福祉・介護の充実を図ります。

⇒⇒⇒⇒教育、子育ての充実を図ります。教育、子育ての充実を図ります。教育、子育ての充実を図ります。教育、子育ての充実を図ります。

⇒⇒⇒⇒買い物等支援を行います。買い物等支援を行います。買い物等支援を行います。買い物等支援を行います。

⇒⇒⇒⇒移動手段の確保を行います。移動手段の確保を行います。移動手段の確保を行います。移動手段の確保を行います。

⇒⇒⇒⇒文化の振興を行います。文化の振興を行います。文化の振興を行います。文化の振興を行います。

⇒⇒⇒⇒集落の維持・活性化を推進します。集落の維持・活性化を推進します。集落の維持・活性化を推進します。集落の維持・活性化を推進します。
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  ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（２）暮らしやすくする　　04　へき地医療の充実　　　　・へき地医療を支える医師の確保　　　　　（医師・看護師確保対策室） 自治医科大学卒業生、県費奨学生の配置　　　　・ドクターヘリ共同利用 　　　　（地域医療連携課） 共同利用　　　　・ドクターヘリ導入検討　 　　　（地域医療連携課） 検討 　（検討に基づく対応）　　05　臨床心理士の派遣　　　　（保健予防課） 実施 自治体職員に対する助言等実施
② 教育の充実　　01　県立高校の特色化・活性化　　　　　（保健体育課） 全国募集と環境整備　　02　職業教育等の充実　　　　　（学校教育課） 整備　　03　へき地教育の充実　　　　　（学校教育課、教職員課） 教員確保、指導の充実　　04　遠距離通学の支援　　　　　（学校教育課） 実施　　05　学びの機会の提供（奈良県立大学　　　　　シニアカレッジの開講）　　　 　（教育振興課） 中南和分校の設置
③ 子育ての支援　　01　子育ての支援          （子育て支援課） 実施
④ 買い物等の支援　　01　買い物等の支援　　　　　（南部東部振興課） 検討・実施
⑤ 移動手段の確保　　01　バス交通確保のための対策　　　　（地域交通課） 関係市町村・交通事業者等との協議、施策の実施　　02　過疎地有償運送の支援　　　　（南部東部振興課） 住民団体、NPO等の支援
⑥ 文化の振興　　01　文化の振興　　　　（文化振興課） 文化活動支援
⑦ 集落の維持・活性化　　01　南部・東部地域のまちづくり推進　　　　　支援（住宅課、地域政策課） 市町村への支援　　02　地域プラットフォーム普及　　　　　（協働推進課） プラットフォーム普及支援　　03　新しい集落づくり　　　　　（住宅課） 市村への支援
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（２）暮らしやすくする
【Ｈ２７年度の主な事業概要】事業名２-(2)-①-01地域で暮らし続けるための仕組みづくり事業 【地域包括ケア推進室】 千円２-(2)-①-01市町村地域包括ケア推進事業【地域包括ケア推進室】 千円２-(2)-①-02南和地域公立病院新体制整備支援事業 【病院マネジメント課】 千円
２-(2)-①-03医師配置システムの運営

【医師・看護師確保対策室】 千円２-(2)-①-03医師確保推進事業【医師・看護師確保対策室】 千円

地域医療学講座運営費補助金　県立医科大学における地域医療学講座の運営に対し補助　　各医療機関が提供すべき医療機能の目標の研究　　地域医療を担う医師のキャリアパスの構築や支援策の研究等     負担区分　国（基金）10/10医師配置評価委員会の運営　 奈良医大医師派遣センターの医師派遣・配置実績を評価    負担区分　県10/10

南和公立医療組合による南和地域公立病院新体制整備への支援　　南奈良総合医療センター等建築工事、運営費、組合構成市町村に　　対する起債償還　　金補助、五條病院敷地への仮設診療所設置等　　負担区分　一部事務組合構成市町村負担分を除き　　　　　　　　　国(基金）10/10、県10/10

ドクターバンク運営事業　奈良県での就労を希望する医師のための相談窓口を設置し、県　内の医療機関に紹介・あっせん地域医療マインド普及事業　医学生に対し、県の医療や研修病院に関する情報を提供H27年度予算 646
H27年度予算

H27年度予算

H27年度予算 2,980,883

地域包括ケアの実現に向けたモデル事業を実施する市町村に対し補助　①地域包括ケアシステム構築に向けた全体構想の策定　　補助上限　8,000千円／市町村　②地域包括ケアシステムの5つの構成要素（医療・介護・予防・     生活支援・住まい）の充実　　補助上限　2,000千円／市町村　負担区分　県(基金）10/10H27年度予算 50,000

29,172

事業内容高齢者等が生きがいを持って住み慣れた地域で暮らし続けられる仕組みづくりを支援(十津川村）　「活力と魅力あふれる村づくり推進委員会」の活動支援　アドバイザーの派遣、先進取り組み事例調査　負担区分　県(基金）10/101,000
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  ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（２）暮らしやすくする
２-(2)-①-04医師確保修学資金貸付金

【医師・看護師確保対策室】 千円２-(2)-①-04自治医科大学運営費負担金【医師・看護師確保対策室】 千円２-(2)-①-04へき地勤務医師確保推進事業【医師・看護師確保対策室】 千円２-(2)-①-04ドクターヘリ導入検討事業【地域医療連携課】 千円２-(2)-①-04ドクターヘリ共同利用事業【地域医療連携課】 千円２-(2)-①-04へき地診療所医師確保支援事業（へき地診療所への人件費補助）【地域医療連携課】 千円２-(2)-①-04へき地歯科医療施設整備事業【地域医療連携課】 千円
H27年度予算 8,391

緊急かつ重篤な患者の迅速な搬送体制を確保するため、ドクターヘリを共同利用　運行団体　関西広域連合（大阪府）、和歌山県負担区分　県10/10

8,764

H27年度予算 2,553

補助対象　へき地診療所に勤務する医師に係る人件費（自治医大　　　　    　卒業医師等を除く）実施主体　宇陀市、山添村、天川村、十津川村、川上村補助上限　2,400千円負担区分　県1/2・市町村1/2へき地村立歯科診療所の医療施設・設備整備に対し補助  実施主体　野迫川村負担区分　国1/2・県1/4・実施主体1/4

H27年度予算 276,506
医学生や研修医を対象にプロモーション活動を実施　地域医療ワークショップの開催　へき地診療所での体験実習の実施  負担区分　国（基金）1/2、県（基金）1/2

H27年度予算 1,218
県内医療機関のヘリポート整備にあわせ、県独自のドクターヘリ導入に向け検討負担区分　国（基金）10/10

緊急医師確保修学資金貸付金対象 県立医科大学及び近畿大学の緊急医師確保特別入学試験合格者   貸与予定者  87人（うち新規15人）   負担区分　国（基金）10/10、県10/10医師確保修学研修資金貸付金対象 小児科・産婦人科・麻酔科・救急科・総合診療科・救命救急センターやへき地での勤務を希望する県内外の医学生・研修医   貸与予定者  23人（うち新規５人）   負担区分　国（基金）10/10、県10/10

H27年度予算 7,218

H27年度予算

在学生　15人　　卒業生　84人（現在37期生まで）自治医大卒業医師の派遣　へき地診療所等派遣人員　8人   負担区分　県10/10H27年度予算 131,200
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（２）暮らしやすくする２-(2)-①-04無歯科医地区等受療動向実態調査事業 【地域医療連携課】 千円２-(2)-①-04へき地診療所整備事業【地域医療連携課】 千円２-(2)-①-05自殺対策強化事業（一部）【保健予防課】 千円 千円２-(2)-②-01奈良県立高等学校全国募集事業【保健体育課】 千円２-(2)-②-02南部地域における産業と連携する教育支援事業 【学校教育課】 千円２-(2)-②-03南部地域におけるへき地教育振興事業 【教職員課】 千円２-(2)-②-03小規模校における協働学習を活性化するためのICT活用事業【学校教育課】 千円２-(2)-②-04遠距離児童・生徒通学費補助事業【学校教育課】 千円
H27年度予算 10,000

へき地の拠点校等に常勤の専科教員等を共同配置し、近隣校を巡回して授業等を実施する市町村に対し補助　補助額等　教員等の設置にかかる費用の1/2以内負担区分　県1/2・市町村1/2H27年度予算 6,871

被災した県民を対象に、継続的に臨床心理士を派遣して訪問による心理ケアを実施・対象地域　五條市、十津川村、野迫川村、天川村等

2,321

H27年度予算 1,889
H27年度予算 6,969
無歯科医地区等における歯科医療サービスを確保するため、実態調査を実施するとともに、調査結果に基づいた施策を検討負担区分　国（基金）10/10
へき地市立診療所の医療施設整備に対し補助　実施主体　五條市負担区分　国1/2・実施主体1/2
平成27年度入学者選抜試験より全国募集を行う学校の部活動を充実させるため、備品等を整備　対象　御所実業、榛生昇陽高校、十津川高校、山辺高校負担区分　県10/10地元企業に就職する等、南部地域の振興に貢献できる人材を育てるため、職業教育の実習備品を整備　十津川高校　ハンドソー、集塵対応機器等　吉野高校　　手押しカンナ盤負担区分　県10/10

学校統合等による通学費の保護者負担を軽減するため、町村の遠距離児童生徒通学費支援事業に対し補助　対象　6町村（山添村、高取町、下市町、野迫川村、十津川村、東吉野　　　　　村）負担区分　県1/4・町村3/4
タブレット端末等のＩＣＴ機器を活用した学習等をモデル的に実施し、へき地における効果的な指導方法を開発  モデル校　小・中学校4組（8校）負担区分　国10/10

H27年度予算
H27年度予算 3,500

H27年度予算 10,023

H27年度予算 H26年度2月補正 32,354
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  ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（２）暮らしやすくする
２-(2)-②-05奈良県立大学シニアカレッジ

【教育振興課】２-(2)-③-01「地域のみんなで支える結婚・子育て」協働推進事業 【子育て支援課】 千円 千円
２-(2)-③-01子どもの笑顔あふれる「なら子育て応援」プロジェクト事業

【子育て支援課】 千円 千円２-(2)-③-01市町村子育て家庭支援充実事業【子育て支援課】 千円 千円
２-(2)-③-01次世代育成支援対策推進事業

【子育て支援課】 千円 千円

奈良県立大学の地域貢献事業として、シニア世代の方を対象に、学び直しの機会を提供するため、高校の国語、英語、日本史、世界史の教科書をベースにした講義や大学教員等による多様な講義を１年間通じて学ぶ「奈良県立大学シニアカレッジ」を実施（実施場所）　・奈良県立大学　・県立畝傍高校（中南和分校　H27～） （公立大学法人奈良県立大学運営費交付金事業の一部）

H27年度予算 H26年度2月補正 10,000

ＮＰＯやボランティア団体、企業、市町村等様々な主体間の協働による結婚・子育て支援活動を幅広く支援　ネットワークの構築　複数団体や地域が連携して実施する結婚・子育て支援活動に対し  補助  団体が実施する活動の情報や結婚・子育てに関する応援メッセー  ジをホームページで発信  独身男女や子育て中の親を対象とした結婚・子育てセミナーを開催負担区分　国10/10地域における子育て支援の取組を充実　　「なら子育て応援団」10周年キャンペーン制度発足10年目を契機に、期間限定でのサービス拡充や応援団員及び利用登録者を増やすキャンペーンを実施子育て応援の県民運動「こどもスマイル・キャンペーン」市町村や子育て関係団体等と協働し、子育て応援の気運を醸成するための啓発活動を展開負担区分　国10/10
H27年度予算 H26年度2月補正 10,749

市町村が設置する身近な子育て相談窓口と保護者等の交流の場の一体的な運営を支援　（仮称）「子育て家庭支援ネットワーク会議」の運営　利用者支援専門職員養成研修の実施負担区分　国10/10奈良県こども・子育て応援プラン推進事業　奈良県こども･子育て応援県民会議等の運営地域の子育て支援充実事業県内の保育士養成課程を有する大学と県が連携し、地域の子育て支援のための取組を実施　負担区分　国1/2・県1/2、県10/10地域少子化対策強化事業市町村補助結婚から子育てまでの「切れ目ない支援」を行うため、地域独 自の先駆的な取組を行う市町村に対し補助　負担区分　国10/10 H26年度2月補正 40,000

H27年度予算 H26年度2月補正 1,809

H27年度予算 639
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（２）暮らしやすくする２-(2)-④-01南部・東部振興プロジェクト検討事業【再掲】 【南部東部振興課】 千円２-(2)-④-01南部・東部振興プロジェクト推進事業【再掲】 【南部東部振興課】 千円２-(2)-⑤-01奈良県基幹公共交通ネットワーク確保事業 【地域交通課】 千円２-(2)-⑤-01安心して暮らせる地域公共交通確保事業 【地域交通課】 千円２-(2)-⑤-01交通基本戦略推進事業 【地域交通課】 千円２-(2)-⑤-02南部・東部振興プロジェクト検討事業【再掲】 【南部東部振興課】 千円２-(2)-⑤-02南部・東部振興プロジェクト推進事業【再掲】 【南部東部振興課】 千円
8,200

H27年度予算 35,082

H27年度予算南部振興基本計画及び東部振興基本計画に掲げる具体的な取組を実現するため市町村等が実施する事業の立ち上げ等に対し補助負担区分　ソフト事業  　　       県3/4・住民団体1/4　　　　　　　　　　　　　              県2/3・市町村1/3      　      　施設等整備事業   県3/4・住民団体1/4　　　　　　　　　　　　              　県1/2・市町村1/2

H27年度予算 24,356

H27年度予算 20,000

197,104H27年度予算

南部振興基本計画及び東部振興基本計画に掲げる具体的な取組の実現に向けた検討負担区分　県10/10

8,200南部振興基本計画及び東部振興基本計画に掲げる具体的な取組の実現に向けた検討負担区分　県10/10H27年度予算南部振興基本計画及び東部振興基本計画に掲げる具体的な取組を実現するため市町村等が実施する事業の立ち上げ等に対し補助負担区分　ソフト事業  　　県3/4・住民団体1/4　　　　　　　　　　　　       　県2/3・市町村1/3      　　施設等整備事業  県3/4・住民団体1/4　　　　　　　　　　       　　　県1/2・市町村1/2・利用目的に応じた交通サービスを確保するため、広域の路線バスの運行に対し補助・市町村連携による路線バスの代替運行に対し補助・補助対象系統を運行するノンステップバス等の導入に対し補助・まちづくりと連携した暮らしを支えるコミュニティバス等の効率的な運行に向けた取組に対し補助・まちづくりとの連携に基づき市町村と県が協議を行い公共交通のあり方を検討するための実証運行に対し補助・「奈良県交通基本戦略」に基づく取組の推進・公共交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、公共交通基本計画及び地域公共交通網形成計画の策定に向けた検討・奈良県地域交通改善協議会における公共交通の再編に向けた協議やＰＤＣＡサイクルの継続的実施

20,000H27年度予算
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  ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（２）暮らしやすくする
２-(2)-⑥-01新たな文化活動チャレンジ補助金【文化振興課】 千円
２-(2)-⑦-01南部・東部地域づくり推進支援事業

【住宅課】 千円２-(2)-⑦-01簡易水道技術支援体制構築モデル事業 【地域政策課】 千円２-(2)-⑦-02市町村を核とした地域プラットフォーム設置事業 【協働推進課】 千円
ＮＰＯ等が地域の課題解決に向け主体的に対応できるよう、市町村を核とした協働の取組を推進するための仕組みを構築   県・市町村協働推進連絡会議の開催   市町村担当者会議の開催   人材育成のための研修会の実施   地域プラットフォーム設置に係るアドバイザー派遣等負担区分  県10/10H27年度予算 650

H27年度予算 251,838
H27年度予算 2,000

H27年度予算 15,270
県内で文化芸術活動を行う団体の事業に対し補助　 補助上限　500千円負担区分　県1/2・実施主体1/2「奈良県大芸術祭」の趣旨に沿う文化芸術団体や市町村等の事業に対し補助 　補助上限　1,000千円負担区分　県2/3・実施主体1/3南部・東部集落づくり支援事業　　南部・東部地域における定住促進、空き家の利活用等の集落づく     りプロジェクトを推進するため、市町村が必要とする技術的支援を    実施　　負担区分　国1/2・県1/2復興住宅建設等補助事業　　紀伊半島大水害の被災地である五條市、野迫川村、十津川村が    行う復興住宅建設関連事業に対し補助　　負担区分　国庫補助事業　国1/2・県1/4・市村1/4                  市村単独事業　県1/2・市村1/2新しい集落づくりプロセスマネジメント支援事業　　紀伊半島大水害の被災地である五條市、野迫川村、十津川村が    行う住まい、インフラ、福祉、産業など多岐にわたる分野の復興事    業を横断的に調整・管理するため、市村によるファシリテーターの    活用を支援　　負担区分　国1/2・県1/4・市村1/4簡易水道に係る維持管理の強化を図るため、奈良広域水質検査センター組合及び県水道局と連携し、モデル市町村を対象に技術支援を実施負担区分　県10/10
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（２）暮らしやすくする
２-(2)-⑦-03南部・東部地域づくり推進支援事業【再掲】

【住宅課】 千円H27年度予算 251,838

南部・東部集落づくり支援事業　　南部・東部地域における定住促進、空き家の利活用等の集落づく     りプロジェクトを推進するため、市町村が必要とする技術的支援を    実施　　負担区分　国1/2・県1/2復興住宅建設等補助事業　　紀伊半島大水害の被災地である五條市、野迫川村、十津川村が    行う復興住宅建設関連事業に対し補助　　負担区分　国庫補助事業　国1/2・県1/4・市村1/4                  市村単独事業　県1/2・市村1/2新しい集落づくりプロセスマネジメント支援事業　　紀伊半島大水害の被災地である五條市、野迫川村、十津川村が    行う住まい、インフラ、福祉、産業など多岐にわたる分野の復興事    業を横断的に調整・管理するため、市村によるファシリテーターの    活用を支援　　負担区分　国1/2・県1/4・市村1/4
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える
２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）

南部振興基本計画
（３）いざというときに備える（３）いざというときに備える（３）いざというときに備える（３）いざというときに備える

【主な取り組みの工程表】主な取り組み
①紀伊半島アンカールートの整備　　01　京奈和自動車道の整備　　　 （大和御所道路・御所区間）　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路建設課） 整備の促進　　02 国道168号（五條新宮道路）の整備　　　　阪本工区　　　　　　　（道路建設課） 整備の推進　　02 国道168号（五條新宮道路）の整備　　　　辻堂バイパス　　　　（道路建設課） 整備の推進　　02 国道168号（五條新宮道路）の整備　　　　川津道路　　　　　　（道路建設課） 整備の推進　　02 国道168号（五條新宮道路）の整備　　　　長殿道路　　　　　　（道路建設課） 整備の促進

平成２８年度 平成３１年度 平成３２年度平成２７年度 平成２９年度 平成３０年度

【【【【目標目標目標目標】】】】災害による死者をなくす、人命を守ることを最大の目標に、災害による死者をなくす、人命を守ることを最大の目標に、災害による死者をなくす、人命を守ることを最大の目標に、災害による死者をなくす、人命を守ることを最大の目標に、

できる限り被害を減少させます。できる限り被害を減少させます。できる限り被害を減少させます。できる限り被害を減少させます。

【【【【主な取組主な取組主な取組主な取組】】】】

⇒⇒⇒⇒紀伊半島アンカールートの整備を進めます紀伊半島アンカールートの整備を進めます紀伊半島アンカールートの整備を進めます紀伊半島アンカールートの整備を進めます

⇒⇒⇒⇒効率的・効果的な道路防災対策を推進します。効率的・効果的な道路防災対策を推進します。効率的・効果的な道路防災対策を推進します。効率的・効果的な道路防災対策を推進します。

⇒⇒⇒⇒土砂災害対策の推進と山地災害の予防と復旧土砂災害対策の推進と山地災害の予防と復旧土砂災害対策の推進と山地災害の予防と復旧土砂災害対策の推進と山地災害の予防と復旧

を進めます。を進めます。を進めます。を進めます。

⇒⇒⇒⇒河道整備を進めます。河道整備を進めます。河道整備を進めます。河道整備を進めます。

⇒⇒⇒⇒災害に強い森林づくりを進めます。災害に強い森林づくりを進めます。災害に強い森林づくりを進めます。災害に強い森林づくりを進めます。

⇒⇒⇒⇒災害に強い情報ネットワークづくりを進めます。災害に強い情報ネットワークづくりを進めます。災害に強い情報ネットワークづくりを進めます。災害に強い情報ネットワークづくりを進めます。

⇒⇒⇒⇒災害に強い災害に強い災害に強い災害に強い地域地域地域地域づくりを進めます。づくりを進めます。づくりを進めます。づくりを進めます。

⇒⇒⇒⇒エネルギーの確保を進めます。エネルギーの確保を進めます。エネルギーの確保を進めます。エネルギーの確保を進めます。

⇒⇒⇒⇒防災力の向上防災力の向上防災力の向上防災力の向上とととと紀伊半島大水害の次世代へ紀伊半島大水害の次世代へ紀伊半島大水害の次世代へ紀伊半島大水害の次世代へ

の継承を図ります。の継承を図ります。の継承を図ります。の継承を図ります。

⇒⇒⇒⇒紀伊半島大水害からの復旧の完了を図ります。紀伊半島大水害からの復旧の完了を図ります。紀伊半島大水害からの復旧の完了を図ります。紀伊半島大水害からの復旧の完了を図ります。

●供用予定 ●供用予定●部分供用予定
●御所南IC～五條北IC供用予定
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える　　02 国道168号（五條新宮道路）の整備　　　　風屋川津・宇宮原工区　　　　　　　　　　　　　　　 （道路建設課） 整備の促進　　02 国道168号（五條新宮道路）の整備　　　　十津川道路　　　　　　　　　　　　　　　　（道路建設課） 整備の促進　　03 国道169号の整備　　　　奥瀞道路（Ⅱ期）　　（道路建設課） 整備の促進　　04 未改良区間の新規事業化　　　　国道168号（五條新宮道路）十津川　　　　道路（Ⅱ期）　　　　国道169号新伯母峯トンネル　等　　　　　　　　　　　　　　　（道路建設課） 国への整備実現に向けた要望活動・調査の実施
②効率的・効果的な道路防災対策

の推進　　01 地域を支える主要な道路ネットワー　　　　クの形成　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路建設課） 整備の推進　　02  道路防災対策の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路管理課） 対策の推進　　03  道路施設の老朽化対策の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路管理課） 対策の推進　　04   市町村管理道路施設の老朽化　　　　　対策の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路管理課） 対策の推進
③ 土砂災害対策の推進と

　　山地災害の予防と復旧　　01　土砂災害対策の推進　　　　　　　　（河川課、砂防・災害対策課） 対策の推進　　02　治山対策の推進　　　　　　　　　　　　　　　　（森林整備課） 対策の推進
④ 河道整備　　01 河川改修の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　（河川課） 対策の推進　　02 河床掘削等の堆積土砂除去　　　　　　　　　　　　　　　　　（河川課） 対策の推進
⑤ 災害に強い森林づくり　　01　災害に強い森林づくりの推進　　　　　　　　　　　　　　　　（森林整備課） 対策の推進
⑥ 災害に強い情報ネットワーク

  づくり　　01　携帯電話用基地局の整備　　　　　　　　　　　　　　　（情報システム課） 整備の促進　　02  緊急時情報発信ネットワーク整備　　　　　　　　　　　　　　　（情報システム課） バックアップ回線の整備　　03  大和路情報ハイウェイ強化　　　　　　　　　　　　　　　（情報システム課） バックアップ回線の整備
⑦ 地震に強い地域づくり　　01　既存木造住宅の耐震化の促進　　　　　　　　　　　　　　　（建築課） 耐震診断・改修の促進

●供用予定
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える
⑧ エネルギーの確保　　01　緊急時に備えたエネルギーシス　　　　　テムの構築（エネルギー政策課） 構築への支援　　02　多様な再生可能エネルギー等の　　　　　普及拡大　（エネルギー政策課、　　　　　奈良の木ブランド課） 普及拡大の促進
⑨ 防災力向上と紀伊半島大水害

　　の次世代への継承　　01　陸上自衛隊駐屯地の五條市への　　　　誘致　　　　　　　　（防災統括室） 政府要望実施、気運醸成、陸上自衛隊が行う調査への協力　　02　広域防災拠点の整備　　　　　　　　　　　　　　　（防災統括室） 基本構想策定候補地調査 基本設計 整備の推進　　03　市町村が行う地域防災計画の　　　　見直し支援　　　　（防災統括室） 継続支援　　04　県と市町村等が連携した災害種別　　　　訓練の実施　　　　（防災統括室） 災害種別ごとに訓練を実施　　05　自主防災組織の組織化・活性化　　　　の促進　　　　　　（安全・安心まちづくり推進課） 組織率の向上と活動への支援　　06　防災教育・啓発　　　　　　（防災統括室・南部東部振興課） セミナー、ワークショップ、講演会、パネル展等の開催など県民への啓発の実施　　07　大規模土砂災害の監視・警戒・避難　　　　のシステムづくり　　　　　　　　　　　　　　（砂防・災害対策課） 検討 監視・警戒・避難のシステムづくりの推進
⑩ 紀伊半島大水害の復旧の完了　　01　被災したインフラの復旧　　　　（森林整備課、地域政策課、　　　　　　　　　　企業立地推進課） 復旧の推進、財政的支援
【Ｈ２７年度の主な事業概要】事業名２-(3)-①-01京奈和自動車道の整備　直轄道路事業費負担金（南部・東部）　【再掲】 【道路建設課】 千円２-(3)-①-02国道168号（五條新宮道路）の整備　阪本工区　【再掲】 【道路建設課】 千円２-(3)-①-02国道168号（五條新宮道路）の整備　辻堂バイパス　【再掲】 【道路建設課】 千円 千円

全市町村の見直し支援

502,700

紀伊半島アンカールートを形成する京奈和自動車道（大和御所道路・御所区間　他）の整備促進【整備スケジュール】　御所南IC～五條北IC　平成28年度供用予定紀伊半島アンカールートを形成する国道168号五條新宮道路（地域高規格道路）阪本工区の早期整備　五條市大塔町小代～五條市大塔町阪本　L=1.4km
事業内容

H27年度予算 4,769,000

1,832,800 H26年度2月補正H27年度予算
H27年度予算 64,150紀伊半島アンカールートを形成する国道168号五條新宮道路（地域高規格道路）辻堂バイパスの早期整備　五條市大塔町宇井～五條市大塔町小代　L=4.1km
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える２-(3)-①-02国道168号（五條新宮道路）の整備　川津道路　【再掲】 【道路建設課】 千円 千円２-(3)-①-02国道168号（五條新宮道路）の整備  長殿道路　直轄道路事業費負担金（南部・東部）　【再掲】 【道路建設課】 千円２-(3)-①-02国道168号（五條新宮道路）の整備　風屋川津・宇宮原工区　直轄道路事業費負担金（南部・東部）　【再掲】 【道路建設課】 千円２-(3)-①-02国道168号（五條新宮道路）の整備　十津川道路　直轄道路事業費負担金（南部・東部）　【再掲】 【道路建設課】 千円２-(3)-①-03国道169号の整備　奥瀞道路（Ⅱ期）　直轄道路事業費負担金（南部・東部）　【再掲】 【道路建設課】 千円２-(3)-②-01災害に強い道路ネットワークの整備推進【再掲】 【道路建設課】 千円２-(3)-②-02道路災害防除事業（南部・東部）【道路管理課】 千円 千円
２-(3)-②-02道路施設維持修繕費（南部・東部）

【道路管理課】 千円
紀伊半島大水害により被災した箇所のうち、地すべりの兆候がある地区において2次的な災害を防止　　仮設迂回路　　　十津川村五百瀬　　斜面監視　　　高野天川線　天川村南日裏　　　篠原宇井線　五條市大塔町惣谷　　　川津高野線　十津川村五百瀬   雪寒対策　　　篠原宇井線　五條市大塔町惣谷H27年度予算

2,560,350
H26年度2月補正 625,800

地域を支える主要な道路ネットワークの形成【事業実施箇所】　国道169号高取バイパス　国道309号丹生バイパス（平成28年度供用予定）　ほか
H27年度予算 545,000

紀伊半島アンカールートを形成する国道168号五條新宮道路（地域高規格道路）十津川道路（直轄権限代行事業）の整備促進　十津川村平谷～十津川村小原　L=6.0km

H27年度予算

道路斜面で崩壊等の兆候があり、放置すれば災害が発生する恐れがある箇所で法面・路肩の防災対策を実施。国道169号　外26路線

H27年度予算 516,000紀伊半島アンカールートを形成する国道169号奥瀞道路Ⅱ期（直轄権限代行事業）の整備促進　十津川村竹筒　L=2.9km
86,000

79,000
H27年度予算 1,910,850

800,200 H26年度2月補正 399,200
H27年度予算 104,000

紀伊半島アンカールートを形成する国道168号五條新宮道路（地域高規格道路）川津道路の早期整備　十津川村川津～十津川村上野地　L=3.2km紀伊半島アンカールートを形成する国道168号五條新宮道路（地域高規格道路）長殿道路（直轄権限代行事業）の整備促進　十津川村長殿　L=2.6km紀伊半島アンカールートを形成する国道168号五條新宮道路（地域高規格道路）風屋川津・宇宮原工区（直轄権限代行事業）の整備促進　十津川村野尻～十津川村川津（風屋川津工区）　L=5.5km　十津川村上野地～十津川村宇宮原（宇宮原工区）　L=1.2kmH27年度予算

H27年度予算
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える２-(3)-②-02道路施設点検・診断事業(南部・東部）【道路管理課】 千円２-(3)-②-02橋りょう耐震補強事業（南部・東部）【道路管理課】 千円 千円２-(3)-②-03道路施設老朽化対策事業(南部・東部） 【道路管理課】 千円 千円２-(3)-②-03道路舗装補修事業（南部・東部）【道路管理課】 千円２-(3)-②-04道路施設老朽化対策市町村支援事業【道路管理課】 千円２-(3)-③-01直轄河川事業費負担金（南部・東部）【河川課】【砂防・災害対策課】 千円 千円２-(3)-③-01通常砂防事業（南部・東部）【砂防・災害対策課】 千円 千円２-(3)-③-01地すべり対策事業（南部・東部）【砂防・災害対策課】 千円２-(3)-③-01急傾斜地崩壊対策事業（南部・東部）【砂防・災害対策課】 千円

効率的・効果的な補修・修繕を実施するため、橋梁や道路法面の点検を実施国道168号　外32路線
H26年度2月補正長寿命化修繕計画に基づく補修・修繕を実施美吉野橋  外71橋点検結果に基づき緊急的な対策を実施西吉野トンネル  外14トンネル

H27年度予算 300,300
96,600H27年度予算 669,900耐震補強が必要な緊急輸送道路の橋梁の対策を重点実施国道309号　千石橋  外4路線

砂防設備の設置により、土石流等による被害から人家等を保全　補助事業　五條市大塔町柳谷外8箇所　単独事業　十津川村大畑瀞、黒滝村柏原谷川H27年度予算 992,689

64,000
河道閉塞（土砂ダム）の対策工事　五條市大塔町赤谷地区、宇井地区　天川村坪内地区　野迫川村北股地区　十津川村長殿地区、栗平地区1,760,971 H26年度2月補正 190,000

H27年度予算 611,504

Ｈ２７年度予算 901,950 H26年度2月補正
H27年度予算 26,000路面の損傷（わだち掘れ、ひび割れ、穴ぼこ等）が進行し、安全な通行に支障をきたす箇所を対策市町村管理橋梁の予防保全を図るための点検業務及び長寿命化修繕計画策定業務を受託H27年度予算 252,000
H27年度予算

H26年度2月補正 189,000
急傾斜地崩壊防止施設の設置により、急傾斜地の崩壊による被害から人家等を保全　補助事業　吉野町千股（ロ）地区　外10箇所
地すべり防止施設の設置により、地すべりによる被害から人家等を保全　補助事業　十津川村折立地区　外2箇所　単独事業　十津川村今西地区　外2箇所

H27年度予算 448,100
- 51 -



 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える
２-(3)-③-02治山事業 【森林整備課】 千円２-(3)-③-02民有林直轄治山事業費負担金【森林整備課】 千円２-(3)-③-02県単独治山事業 【森林整備課】 千円２-(3)-④-01南部東部地域河川改良事業 【河川課】 千円 千円２-(3)-④-02新宮川水系堆積土砂処分推進事業（南部・東部） 【河川課】 千円２-(3)-⑤-01森林環境管理制度導入検討事業【再掲】 【森林整備課】 千円２-(3)-⑤-01施業放置林解消活動推進事業【森林整備課】 千円

新宮川水系において堆積土砂除去等により治水安全度の向上を推進　神納川、上湯川
南部東部地域における治水安全度の向上を図るため、河川改良を実施　紀の川　外9河川

新宮川水系十津川地区ほかの大規模崩壊地、高度な技術を要する箇所について、国直轄で治山事業を実施する箇所を拡大し、林地崩壊箇所等の復旧を推進新宮川水系十津川地区負担区分　国2/3・県1/3

自然現象に起因する山地災害の復旧と未然防止のための施設整備、良質な水や安全な生活を確保するため、水源のかん養や国土保全機能が低下した保安林において森林整備等を推進山地治山　　　　　　　29箇所負担区分　国1/2・県1/2水源地域等保安林整備　6箇所負担区分　国1/2・県1/2、国1/3・県2/3

・市町村治山事業市町村が実施する災害に伴う林地の小規模崩壊等の復旧に対して補助・治山関係調査費新規着工予定箇所を対象として、国庫補助事業要求のための設計方針資料を作成するために必要な調査・概要測量を実施

施業放置林を調査し、森林所有者に対して森林整備に活用できる制度の紹介や森林の公益的機能についての普及啓発を実施　実施場所　十津川村　外22市町村負担区分　県10/10（森林環境保全基金活用事業）
森林の公益的機能や生物多様性の保全等に着目した、効率的で持続可能な森林環境管理制度の導入を検討（森林環境保全基金活用事業）

H27年度予算

H27年度予算 1,067,329
H27年度予算 507,830

H27年度予算 599,665 H26年度2月補正 195,300
H27年度予算 61,012

H27年度予算 150,000
H27年度予算 5,298

10,000
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える
２-(3)-⑤-01施業放置林整備事業 【森林整備課】 千円２-(3)-⑥-01携帯電話等エリア整備事業【情報システム課】 千円
２-(3)-⑥-02緊急時情報発信ネットワーク整備事業

【情報システム課】 千円２-(3)-⑥-03大和路情報ハイウェイ強化事業【情報システム課】 千円２-(3)-⑦-01住宅・建築物耐震対策事業 【建築課】 千円２-(3)-⑧-01地域振興に役立つ小水力発電設備設置事業 【エネルギー政策課】 千円
市町村等が実施する地域振興に役立つ小水力発電の設備の整備に対し補助　補助率　1/2　　補助上限額5,000千円
既存木造住宅の耐震診断及び耐震改修に対し補助負担区分　国1/2・県1/4・市町村1/4
県及び市町村をつなぐ情報通信手段である大和路情報ハイウェイについて、バックアップ回線を整備することで、通信機能の信頼性を高め、災害に強い行政情報通信ネットワークを運営　整備年度：平成24年度　整備範囲：南部地域における幹線ケーブルのバックアップ　　　　　　機能確保　十津川AP、上北山AP、吉野AP

H27年度予算 6,250

災害等により通信回線が切断された場合でも、防災等の情報入手・発信手段を確保するため、衛星インターネット回線による緊急時のバックアップ機能を整備整備年度　：　平成24年度対象地域　：　過疎地域、半島振興対策実施地域の市町村 5箇所　　　　　　　　　同地域の一部県出先機関　4箇所市町村整備分に対する県費助成：15％　・平成24年度に整備事業を実施した市町村に対し、起債償還　　金の一部を補助

・携帯電話の不感地域解消を目的とした携帯電話用基地局を整備する市町村に対し補助・施設整備事業を実施した市町村の公債費に対し補助　対象地域　：　過疎地域、辺地、半島振興対策実施地域、　　　　　　　　　　振興山村、特定農山村地域　実施主体　：　野迫川村、上北山村

森林の公益的機能の増進を図るため、施業放置林について強度の間伐等を実施　事業量　760ha　実施場所　十津川村　外22市町村　負担区分　県10/10（森林環境保全基金活用事業）H27年度予算 297,100

H27年度予算 25,233

H27年度予算 9,765

H27年度予算 10,172

H27年度予算 944
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える２-(3)-⑧-01災害時に活用できるＬＰガス発電普及啓発事業 【エネルギー政策課】 千円２-(3)-⑧-01地域振興に役立つ小水力発電導入支援事業 【エネルギー政策課】 千円２-(3)-⑧-02木質バイオマス実証実験事業【再掲】【奈良の木ブランド課】 千円２-(3)-⑧-02木質バイオマスエネルギー導入促進事業（緑の産業再生プロジェクト事業）【再掲】 【奈良の木ブランド課】 千円 千円
２-(3)-⑧-02スマートハウス普及促進事業

【エネルギー政策課】 千円２-(3)-⑧-02再生可能エネルギー導入アドバイザー派遣事業 【エネルギー政策課】 千円２-(3)-⑧-02事業所用再生可能エネルギー熱利用促進事業 【エネルギー政策課】 千円

木質バイオマスの原料木材を安定的に調達するための経費等に対し補助負担区分　国10/10木質バイオマス加工流通施設等の整備に対し補助負担区分　国1/2・実施主体1/2H27年度予算 H26年度2月補正 194,909

400
災害時の非常用発電として有効なＬＰガス発電の普及を推進　①緊急時のエネルギー対策のための講演会　②ＬＰガス発電見学会（実施箇所：十津川高校）H27年度予算

事業者が実施する熱の効率的利用及び自給率の向上を図るための設備整備に対し補助　太陽熱利用システム　　（上限500千円）　地中熱利用システム　　（上限1,000千円）
再生可能エネルギーに精通した専門家をアドバイザーとして登録し、要請に市町村等に派遣

住宅等への省エネ・創エネ・蓄エネ設備の普及を促進するため、下記の設備を設置する県民に対し補助太陽光発電設備＋蓄電池・電気自動車充給電設備・エネファーム（定額　100千円）　太陽光発電設備＋ＨＥＭＳ（定額　30千円）　太陽熱利用システム<自然循環型>　(定額　30千円)　太陽熱利用システム<強制循環型>　(定額　90千円)　太陽熱利用システム<補助熱源型>　(定額　120千円)　地中熱利用システム　(上限　500千円)H27年度予算 69,966

H27年度予算 4,100

H27年度予算 14,523
再生可能エネルギーとしての木質バイオマスの利用推進に向けた実証実験の実施　原料木材搬出及びペレット製造の低コスト化の検証等負担区分　県10/10
市町村等が実施する地域振興に役立つ小水力発電の設備の整備に対し補助　補助率　1/2　　補助上限額2,000千円H27年度予算 8,700

H27年度予算 800
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える２-(3)-⑨-01陸上自衛隊駐屯地誘致推進事業【防災統括室】 千円２-(3)-⑨-01陸上自衛隊駐屯地関連道路調査【道路建設課】 千円２-(3)-⑨-02奈良県広域防災拠点整備基本構想策定事業 【防災統括室】 千円２-(3)-⑨-02孤立集落の対策支援事業【防災統括室】 千円２-(3)-⑨-03市町村地域防災計画見直し支援事業【防災統括室】 千円２-(3)-⑨-04災害体制の機能充実事業【防災統括室】 千円２-(3)-⑨-04市町村災害対応支援 【防災統括室】 千円２-(3)-⑨-04職員災害対応能力向上 【防災統括室】 千円２-(3)-⑨-04プレホスピタルケア時の看護師の資質向上 【防災統括室】 千円

平成25年度に見直した奈良県地域防災計画を踏まえ、住民避難等に関する責務を担う市町村が行う地域防災計画見直しを支援
H27年度予算 591
H27年度予算 575

災害時に孤立する可能性のある集落において、ヘリによる救助を迅速・的確に受けられるよう、市町村設定の臨時ヘリ駐機スペースの有効性調査を実施
今後起こりうる大災害に備えるための災害対策本部の機能充実　　災害対策本部設備の充実　　災害時緊急連絡員の設備の充実

陸上自衛隊駐屯地誘致の早期実現に向けた各種取組を実施　 国への提案・要望活動　 陸上自衛隊のヘリポートを併設した駐屯地誘致のための調査　 誘致機運の醸成のための県民向けイベントの開催

災害現場における対処方法について学び、緊急時の対応や災害現場でのトリアージができる知識・技術を得るとともに、被災者のメンタルヘルスについて理解を深めるなど、臨床実践能力の向上を推進
H27年度予算 419
H27年度予算 162

災害対応業務に携わる自治体職員の能力向上、人材の育成は最重要課題の一つであることから、県・市町村職員の研修を行うなど、災害対応能力の向上を推進
県内市町村職員の災害に対する意識と対応業務能力の向上を図るため、災害対応等に係る研修会を開催し、市町村が災害発生時に迅速かつ的確な対応ができるよう支援

H27年度予算 164

H27年度予算 10,000
南海トラフ巨大地震等が発生した際、県内外からの大量の人的・物的支援を受け入れて被災地を迅速に支援できる広域防災拠点（防災基地）の整備等のための基本構想を策定H27年度予算 20,000
陸上自衛隊駐屯地の誘致に合わせ、駐屯地へのアクセス道路の調査を実施

H27年度予算 20,300
H27年度予算 4,180
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える２-(3)-⑨-04防災訓練事業 【防災統括室】 千円
２-(3)-⑨-05安全・安心まちづくり推進事業

【安全・安心まちづくり推進課】 千円２-(3)-⑨-06企業防災対策推進 【防災統括室】 千円２-(3)-⑨-06災害ボランティアワークショップ開催事業 【防災統括室】 千円２-(3)-⑨-06防災対策啓発 【防災統括室】 千円２-(3)-⑨-06みんなで取り組む奈良県防災活動推進事業 【防災統括室】 千円２-(3)-⑨-06紀伊半島大水害シンポジウム開催事業 【南部東部振興課】 千円２-(3)-⑨-07大規模土砂災害防止対策推進事業【砂防・災害対策課】

災害時にボランティアの力を有効に発揮できるよう、行政とボランティアが、互いに必要な連携・協力の方法について学ぶワークショップを開催
地震、火災、風水害や新型インフルエンザ等の災害・危機事象に備え、企業活動を継続していくための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するためのノウハウ等について、県内の経営指導員や企業を対象にセミナーを実施し、災害に強い企業づくりを推進

平成23年9月の紀伊半島大水害、平成26年８月の広島土砂災害を教訓に大規模土砂災害に対する監視・警戒・避難のシステムづくりを推進するための検討を実施

奈良県防災の日・防災週間（7月～9月）において、県・市町村・関係機関等が防災訓練や啓発イベント等を集中的に実施　市町村が行う訓練の会場設営等に対し補助　ナラ・シェイクアウト訓練の実施　奈良の災害を学ぶための講演会・パネル展等の開催　啓発パンフレット及び啓発用防災グッズの作成、配布

自主防災・防犯活動推進協議会の運営啓発のためのテキストの作成等、メールマガジンの発行自主防犯・防災リーダー研修の実施リーダー研修修了者を対象としたフォローアップ研修を実施安全・安心まちづくりアドバイザー派遣安全・安心まちづくりアドバイザースキルアップ研修会の開催南部・東部地域の地域防災力向上支援ワークショップの開催自主防災訓練支援事業　　住民が参加して行う避難・誘導訓練、避難所生活訓練等を　　地域の自主防犯組織、市町村と連携して実施

H27年度予算 180
H27年度予算 140

　防災総合訓練の実施　林野火災消火訓練の実施

H27年度予算 312自助・共助を促進し、地域防災力を向上させるため、自然災害に関する知識や、家庭・地域での災害対策についてのパンフレットを作成し、出前トークや講演会、防災訓練等の各種行事を通じて、県民への啓発を実施
H27年度予算 1,910紀伊半島大水害の経験を踏まえ、今後の防災や地域の振興を考えるシンポジウムを開催　時期　平成27年9月上旬(予定）　場所　橿原市周辺H27年度予算 2,000

2,771H27年度予算

H27年度予算 4,169
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える
２-(3)-⑩-01治山事業【再掲】 【森林整備課】 千円２-(3)-⑩-01民有林直轄治山事業費負担金【再掲】【森林整備課】 千円
２-(3)-⑩-01簡易水道等整備推進事業

【地域政策課】 千円２-(3)-⑩-01被災宿泊施設利子補給事業（台風１２号災害復旧対策資金利用）【企業立地推進課】 千円

簡易水道等整備推進事業　市町村が整備する簡易水道事業等の公債費に対し補助　　対象市町村　奈良市　外13市町村　35事業　　補助対象　　 国庫補助対象事業費　　補　助　率　  過疎・辺地　16％　　　　　　　　　　 そ　の　他　 20％　　補助方法　　 事業実施翌年度から10年分割補助簡易水道事業等災害復旧事業紀伊半島大水害による簡易水道施設等の災害復旧事業の公債費に対し補助  　対象市町村　五條市　外4市村　16事業　　補助対象　　 国庫補助対象事業費（補助災害復旧事業）　　　　　　　　　　 起債対象事業費（単独災害復旧事業）　　補　助　率　  12.5～25％（補助災害復旧事業）　　　　　　　　　　 20～50％（単独災害復旧事業）　　補助方法　　 事業実施翌年度から10年分割補助負担区分　県10/10

新宮川水系十津川地区ほかの大規模崩壊地、高度な技術を要する箇所について、国直轄で治山事業を実施する箇所を拡大し、林地崩壊箇所等の復旧を推進新宮川水系十津川地区負担区分　国2/3・県1/3
H27年度予算 1,067,329

自然現象に起因する山地災害の復旧と未然防止のための施設整備、良質な水や安全な生活を確保するため、水源のかん養や国土保全機能が低下した保安林において森林整備等を推進山地治山　　　　　　　29箇所負担区分　国1/2・県1/2水源地域等保安林整備　6箇所負担区分　国1/2・県1/2、国1/3・県2/3
H27年度予算 507,830

H27年度予算 163
H27年度予算 132,341制度融資「台風12号災害復旧対策資金」の設備資金を借り入れた宿泊施設事業者に対して、5年間利子補給補助を実施
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  ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（４）移り住んでもらう
２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）２．住み続けられる地域づくり（定住の促進）

南部振興基本計画
（４）移り住んでもらう（４）移り住んでもらう（４）移り住んでもらう（４）移り住んでもらう

【主な取り組みの工程表】主な取り組み
① 二地域居住・移住を受け入れる

仕組みづくり　　01　情報発信の充実　　　　　　　　　　　　　　（移住・交流推進室） 実施　　02　相談窓口の強化　　　　　　　　　　　　　　（移住・交流推進室） 相談窓口の整備・相談対応　　03　体験プログラム等の実施　　　　　　　　　　　　　　（移住・交流推進室） 実施　　04　受入体制の整備（移住・交流推進室、地域包括ケア推進室） 受入体制の整備支援
② 二地域居住・移住を受け入れる

拠点整備支援　　01 拠点施設の整備支援　　　　　　　　　（移住・交流推進室・住宅課） 施設整備・運営を支援
③ 移住者の働く場の確保　　01 地域事業所等への就業支援　　　　　（移住・交流推進室、地域産業課） 就業の支援　　02 農林業への就業支援　　　　（移住・交流推進室、担い手・農地　　　　　マネジメント課、林業振興課） 就業の支援　　03 ふるさと復興協力隊等の配置　　　　　　　　　　　　　　　（南部東部振興課）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

【【【【目標目標目標目標】】】】南部地域への二地域居住者・移住者を増加させます。南部地域への二地域居住者・移住者を増加させます。南部地域への二地域居住者・移住者を増加させます。南部地域への二地域居住者・移住者を増加させます。

【【【【主な取組主な取組主な取組主な取組】】】】

⇒⇒⇒⇒二地域居住・移住を受け入れる仕組みづくりをします。二地域居住・移住を受け入れる仕組みづくりをします。二地域居住・移住を受け入れる仕組みづくりをします。二地域居住・移住を受け入れる仕組みづくりをします。

⇒⇒⇒⇒二地域居住・移住を受け入れる拠点整備を支援します。二地域居住・移住を受け入れる拠点整備を支援します。二地域居住・移住を受け入れる拠点整備を支援します。二地域居住・移住を受け入れる拠点整備を支援します。

⇒⇒⇒⇒移住者の働く場所の確保を図ります。移住者の働く場所の確保を図ります。移住者の働く場所の確保を図ります。移住者の働く場所の確保を図ります。

ふるさと復興協力隊の配置（仮称）ふるさと創生協力隊の配置・活動

モデルプランの作成置
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（４）移り住んでもらう
【Ｈ２７年度の主な事業概要】事業名２-(4)-①-01移住促進事業（移住情報発信事業）【移住・交流推進室】 千円 千円２-(4)-①-02移住促進事業（移住情報発信事業）【再掲】 【移住・交流推進室】 千円 千円２-(4)-①-03移住促進事業（移住情報発信事業）【再掲】 【移住・交流推進室】 千円 千円２-(4)-①-04移住促進事業（地域受入協議会支援事業） 【移住・交流推進室】 千円 千円２-(4)-①-04地域で暮らし続けるための仕組みづくり事業【再掲】 【地域包括ケア推進室】 千円２-(4)-②-01移住促進事業（移住促進施設整備事業） 【移住・交流推進室】 千円 千円

H27年度予算 H26年度2月補正 13,265
H27年度予算

・移住情報の発信、相談窓口の整備移住希望者に向けた南部東部地域の移住情報の発信、相談窓口の整備、後継者、求人募集のWEBページへの制作・掲載、住民に向けた魅力の発信・移住体験プログラムの実施移住希望者に向けた移住セミナー、二地域居住・移住体験ツアー、古民家ＤＩＹイベントを実施H27年度予算 H26年度2月補正 13,265・移住情報の発信、相談窓口の整備移住希望者に向けた南部東部地域の移住情報の発信、相談窓口の整備、後継者、求人募集のWEBページへの制作・掲載、住民に向けた魅力の発信・移住体験プログラムの実施移住希望者に向けた移住セミナー、二地域居住・移住体験ツアー、古民家ＤＩＹイベントを実施

事業内容

移住や二地域居住を促進するための取り組み（施設整備以外）を行う地域受入協議会に対する補助 により、地域での受け入れ体制の整備や底上げを実施

13,265
・移住情報の発信、相談窓口の整備移住希望者に向けた南部東部地域の移住情報の発信、相談窓口の整備、後継者、求人募集のWEBページへの制作・掲載、住民に向けた魅力の発信・移住体験プログラムの実施移住希望者に向けた移住セミナー、二地域居住・移住体験ツアー、古民家ＤＩＹイベントを実施

移住、定住、二地域居住の推進に向けた拠点整備にかかるモデルプランの作成、空き家や空き建築物を活用し拠点施設を整備する市町村等に対して補助することで、地域での移住、二地域居住を推進

H27年度予算 H26年度2月補正

H26年度2月補正 5,022

H27年度予算 H26年度2月補正 39,962

高齢者等が生きがいを持って住み慣れた地域で暮らし続けられる仕組みづくりを支援(十津川村）・「活力と魅力あふれる村づくり推進委員会」の活動支援・アドバイザーの派遣、先進取り組み事例調査　負担区分　県(基金）10/10H27年度予算 1,000
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  ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（４）移り住んでもらう
２-(4)-②-01南部・東部地域づくり推進支援事業【再掲】

【住宅課】 千円２-(4)-③-01移住促進事業（移住情報発信事業）【再掲】 【移住・交流推進室】 千円 千円２-(4)-③-01制度融資（創業支援資金（南部・東部枠））【再掲】 【地域産業課】 千円２-(4)-③-02移住促進事業（農家民宿等支援事業）【移住・交流推進室】 千円 千円２-(4)-③-02農業新規参入者支援事業【再掲】【担い手・農地マネジメント課】 千円２-(4)-③-02林業機械化推進事業【再掲】【林業振興課】 千円

・移住情報の発信、相談窓口の整備移住希望者に向けた南部東部地域の移住情報の発信、相談窓口の整備、後継者、求人募集のWEBページへの制作・掲載、住民に向けた魅力の発信・移住体験プログラムの実施移住希望者に向けた移住セミナー、二地域居住・移住体験ツアー、古民家ＤＩＹイベントを実施H27年度予算 H26年度2月補正 13,265

機械化による省力化や生産コストの低減を図る　管理運営事業　負担区分 　県（基金）1/2・実施主体1/2　研修事業　　  　負担区分 　県10/10、　国1/2・県1/2  林業労働力確保推進事業　負担区分　国1/2・県1/2
新規就農希望者に対し、農業大学校での事前研修及び農家受入による実践研修を実施
農家民宿ホームページのリニューアルによる情報発信、開業希望者等とともに農家民宿先進地を視察することにより、地域内の農家民宿PRや開設を支援
奈良県南部地域・東部地域で創業しようとする者を対象とする資金　　　資金使途　　　設備・運転　　　融資期間　　　7年以内　　　貸付限度額　 15,000千円　　　融資利率　　　0.000％　　　貸付枠　　　　 200,000千円H27年度予算 2,580

H27年度予算 H26年度2月補正 1,391
H27年度予算 8,300
H27年度予算 10,418

南部・東部集落づくり支援事業南部・東部地域における定住促進、空き家の利活用等の集落づくりプロジェクトを推進するため、市町村が必要とする技術的支援を実施　 負担区分　国1/2・県1/2復興住宅建設等補助事業紀伊半島大水害の被災地である五條市、野迫川村、十津川村が行う復興住宅建設関連事業に対し補助　 負担区分　国庫補助事業　国1/2・県1/4・市村1/4                  市村単独事業　県1/2・市村1/2新しい集落づくりプロセスマネジメント支援事業紀伊半島大水害の被災地である五條市、野迫川村、十津川村が行う住まい、インフラ、福祉、産業など多岐にわたる分野の復 興事業を横断的に調整・管理するため、市村によるファシリテーターの活用を支援　　負担区分　国1/2・県1/4・市村1/4H27年度予算 251,838
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 ２住み続けられる地域づくり(定住の促進）　（４）移り住んでもらう２-(4)-③-03（仮称）ふるさと創生協力隊設置事業【南部東部振興課】 千円２-(4)-③-03ふるさと復興協力隊設置事業【南部東部振興課】 千円

南部・東部地域において、複数の市町村にまたがる広域的な地域振興活動に従事する人材を（仮称）ふるさと創生協力隊として採用し、配置　（仮称）ふるさと創生協力隊　5人紀伊半島大水害からの復興活動等、地域協力活動に従事する人材として採用したふるさと復興協力隊を引き続き南部・東部地域の市町村に配置　ふるさと復興協力隊　25人　隊員に対する研修の実施ふるさと復興協力隊の任期満了を迎える隊員に対し、起業に要する経費を補助　補助上限　1,000千円H27年度予算 68,089
H27年度予算 17,500
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南部振興基本計画の推進
南部振興基本計画の推進南部振興基本計画の推進南部振興基本計画の推進南部振興基本計画の推進

南部振興基本計画
【主な取り組みの工程表】主な取り組み
① 南部振興基本計画の推進　　01　南部振興基本計画の推進　　　　　　　　　　　　　　（南部東部振興課） 計画の推進
【Ｈ２７年度の主な事業概要】事業名①-01南部・東部振興基本計画推進事業【南部東部振興課】 千円①-01紀伊半島大水害シンポジウム開催事業【再掲】 【南部東部振興課】 千円①-01南部・東部振興プロジェクト検討事業【再掲】 【南部東部振興課】 千円①-01南部・東部振興プロジェクト推進事業【再掲】 【南部東部振興課】 千円

H27年度予算南部振興基本計画及び東部振興基本計画に掲げる具体的な取組の実現に向けた検討負担区分　県10/10H27年度予算 8,200
2,000

H27年度予算 20,000

南部振興基本計画・東部振興基本計画の進捗管理及び計画推進のための調査等負担区分　県10/10H27年度予算 8,000紀伊半島大水害の経験を踏まえ、今後の防災や地域の振興を考えるシンポジウムを開催　時期　平成２７年９月上旬(予定）　場所　橿原市周辺負担区分 10/10
南部振興基本計画及び東部振興基本計画に掲げる具体的な取組を実現するため市町村等が実施する事業の立ち上げ等に対し補助負担区分　ソフト事業      　　県3/4・住民団体1/4　　　　　　　      　　　　　　     県2/3・市町村1/3      　    　施設等整備事業  県3/4・住民団体1/4　　　　　　　　　　　　　           県1/2・市町村1/2

事業内容
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度
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