
■県内就業の促進に取り組みます。
○就業意識の醸成と職業キャリア形成への支援
　・キャリア教育の推進、若年無業者自立支援
　・職業訓練による職業キャリア形成
○若者・女性等への就業支援の充実及びしごとの
創出

　・雇用の掘り起こしとマッチング支援
　・ならジョブカフェにおける就職支援
　・女性、高齢者、障害者、出所者等の就業支援
　・起業支援によるしごとの創出
○働きやすい職場づくりとワーク・ライフ・バラン
スの推進

　・県内事業所の働き方改善の促進や処遇改善へ
の支援

　・若年者の離職防止対策

■宿泊客を増やすこと、宿泊施設を増や
すことに取り組みます。

○宿泊産業の育成・支援
　・旅行商品づくりなど
○食・土産物の充実
　・首都圏での販路開拓・拡大など
○観光の環境整備
　・大宮通りを中心とした交通対策など
○イベントによる賑わいづくり
　・「奈良大立山まつり」など
○観光拠点づくり
　・大宮通り新ホテル・交流拠点の整備など
○観光情報発信
　・首都圏情報発信プロジェクトなど
○外国人観光客誘致（インバウンド）
　・外国人観光客おもてなしプロジェクトなど
○ＭＩＣＥの推進
　・国際会議等の開催支援など
○南部・東部の観光振興
　・南部東部地域魅力発信事業など

奈良県では、部局横断で積み重ねてきた議論を反映し、主要プロジェクトを本格化させ

ていきます。

■リーディング分野、チャレンジ分野におけ
る「産業興し」と、「企業誘致」「消費の拡大」
により県産業の構造強化に取り組みます。

○「産業興し」各分野の成果目標達成に向けた効
果的な施策の実行

　・首都圏･海外への販路拡大、グローバルニッチ
トップ企業の育成、ＩｏＴの活用促進等、「産業興
し」各分野に共通する課題への取り組みを推進

　・「産業興し」各分野における関連指標やトレンド
の把握による成果検証と新たな戦略立案

○企業誘致の推進を図るための施策の推進
　・産業用地の確保の推進
　・研究拠点、本社機能、情報通信業、成長分野
等、戦略的な企業誘致活動の展開

　・企業立地促進補助金等の優遇制度の拡充

■奈良県にゆかりの深い”漢方”につい
て、生薬の生産拡大、関連商品・サービ
スの創出等に総合的に取り組みます。

○生薬の供給拡大（ステージ１）
　・薬用作物の優良品種の育成、省力・安定生産
技術の開発など

○漢方薬等の製造（ステージ２）
　・川上・川下のマッチング推進、漢方関連食品の
製品化に向けた研究など

○漢方薬等の研究・臨床（ステージ３）
　・大和の生薬の薬効研究、国産生薬の使用促進
支援など

○漢方の普及（ステージ４）
　・「奈良のくすり」等の販路拡大、森野藤助没後
250年記念講演会の開催など

雇用振興プロジェクト

観光振興施策の推進

3
主要

プロジェクト

4
主要

プロジェクト

経済･産業振興プロジェクト

漢方のメッカ推進プロジェクト
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2
主要

プロジェクト

奈良大立山まつり

大学生対象の業界研究会（先端科学技術大学院大学）

ＮＹ ＮＯＷ（展示会･ニューヨーク） 糖度測定した高品質の柿
（試験販売・東京）

研究開発の推進 産業用地の確保の推進

活用が進む大和トウキの葉
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■大宮通りのにぎわいを創出します。
○奈良公園の魅力向上
　・吉城園周辺整備や鹿苑の改修など
○猿沢池周辺のにぎわい創出
　・奈良県猿沢インのグランドオープンなど
○県庁舎周辺の整備
　・（仮称）登大路バスターミナルの整備など
○ホテルを核とした賑わいと交流の拠点整備
　・大宮通り新ホテル・交流拠点へのホテルの誘
致など

○平城宮跡歴史公園の整備
　・県営公園（朱雀大路西側地区）の整備など
○大宮通りの修景整備
　・イルミネーションや花壇の実施など
○大宮通りを中心とした交通対策
　・ぐるっとバスの通年運行など

■農業・畜産業・水産業と農村が持つ資
源を最大限に発揮させることにより、
奈良らしい農・畜産・水産業の振興と農
村の活性化を図ります。

○首都圏・海外等での販路拡大
　・東京での県産食材レストランの開設
○品質によるブランド認証制度の創設
　・イチゴ、柿で認証基準の設定・制度の構築
○農地マネジメントの推進と農地の有効活用
　・農業振興ゾーン設定による農地の活用方法の
検討

○農村資源を活用した賑わいの創出
　・農村周遊自転車ルートの整備
　・NAFIC周辺の賑わいづくり
○農・畜産・水産業振興のための体制整備
　・（仮称）奈良県農・畜・水産業の振興と農村の活
性化に関する基本条例の制定

　・農・畜産に関係する研究機関の整備など

■県産材の安定供給と利用拡大を図ると
ともに、森林の有する多面的機能を発
揮させるため森林の適切な保全と活用
を図ります。

○Ａ・Ｂ・Ｃ材全てを搬出して多用途に供給する林
業への転換

　・儲かる林業施業予定森林を掘り起こし、森林所
有者と素材生産者とをマッチング

○Ａ・Ｂ・Ｃ材毎の受け皿の確保及び県産材製品の
安定流通の実現

　・県産材のブランド力向上や公共での利用推進
　・競争力のある製材・加工・流通体制構築
○森林環境管理制度の導入
　・制度導入の検討や制度設計
○森林の公益的機能の活用
　・市町村・森林所有者による、森林の立入利用・
眺望活用のための協働整備の実施

■市町村とともに統一的な案内サインの
整備を進め、観光客の移動環境の向上
を図ります。

○観光案内サインの充実
　・主要観光地（奈良公園周辺、飛鳥周辺等）や奈
良盆地周遊型ウォークルート等において、歩行
者系案内サインの設置

○多言語表示の推進
　・奈良県多言語案内表示強化・改善のためのガ
イドラインに沿って、市町村や観光関連事業者
へ助言等を実施

大宮通りプロジェクト

農・畜産・水産業の振興と農村の活性化

林業・木材産業の振興と森林の保全と活用8
主要

プロジェクト

案内サインの整備促進5
主要

プロジェクト

6
主要

プロジェクト

7
主要

プロジェクト

県産食材レストラン「ときのもり」（東京都白金台）

新規就農者も加わったイチゴ生産者グループ

平城宮跡歴史公園 朱雀大路西側地区 整備イメージ

観光案内サイン（奈良公園周辺）

作業道と林業機械を組み合わせた効率の良い出材
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■地域医療構想に基づき、「医療機能の分
化・連携」を推進するとともに、「在宅医
療の充実」を含む「地域包括ケアシステ
ム」の構築に取り組みます。

○地域における病病連携や病診連携の推進
　・主要な疾病（がん・糖尿病など）などにかかる
医療連携機能の強化など

　・南奈良総合医療センターの新設整備、五條病
院・吉野病院の改修整備など

　・地域医療・介護連携ＩＣＴネットワークの推進
○多職種が連携した在宅医療提供体制の構築の
推進

○医師・看護師の養成支援・定着促進
　・医師確保修学資金の貸与による医師の確保・
養成など

　・看護師等修学資金の貸与による看護師の確
保・養成など

■高齢者等が住み慣れた地域で暮らし続
けられるよう、医療、介護、生活支援等
が一体的に提供される地域包括ケアシ
ステムのまちづくりを進めます。

○県総合医療センター跡地活用プロジェクト
　・地域包括ケアのまちづくり基本構想を策定
○西和地域在宅医療・包括ケア推進プロジェクト
　・郡山・中和保健所が中心となり西和７町におけ
る在宅医療を推進

○医大・周辺まちづくりプロジェクト
　・医大病院と連携した地域包括ケアのまちづく
りを検討

○宇陀市在宅医療・包括ケア推進プロジェクト
　・宇陀市医療・介護あんしんセンターを核とした
在宅医療・介護連携の仕組みづくり

○南和地域在宅医療・包括ケア推進プロジェクト
　・吉野・内吉野保健所と南奈良総合医療セン
ターが中心となり、在宅医療を推進

■結婚・子育てを支援し、子どもの健やか
な育ちを実現するとともに、女性の活
躍と社会参画を促進します。

○結婚の希望の実現と次代の親の育成
　・次代の親の育成
　・地域における結婚・子育て支援活動の推進
○子育て支援と子どもの健やかな育ちの実現
　・保育等の量的拡充と質の向上
　・児童虐待の予防と早期の対応
　・経済的困難等を抱える子どもの学力の向上、
困難を「生きる力」の育成

○女性の希望をかなえ、活躍を推進
　・男女ともの意識・考えを変える取り組みの推進
　・女性の活躍の場の拡大、スキル・能力の向上
　・女性の健康、生活環境等の改善

■健康寿命日本一を達成するための取り
組みを積極的に推進します。

○減塩対策・野菜摂取の推進
　・食塩摂取量・野菜摂取量の実態調査など
○運動普及の推進
　・奈良県健康ステーションの運営
　・市町村営健康ステーションの設置支援
　・「おでかけ健康フェスタ」の開催など
○行政、保険者、企業等の連携によるがん検診の
推進

　・検診受診率向上対策として、個別受診勧奨・
未受診者への再勧奨に取り組む市町村を支援など

○特定健診・特定保健指導の推進
　・市町村データヘルス計画（保健事業の実施計
画）の策定支援など

○スマートフォンを活用した健康づくり・生活支援
の推進

医療・介護サービスの需要に対応できる地域医療提供体制の構築

健康長寿まちづくりプロジェクト11
主要

プロジェクト

10
主要

プロジェクト

少子化対策、女性の輝き・活躍の促進12
主要

プロジェクト

健康長寿プロジェクト9
主要

プロジェクト

県総合医療センター跡地周辺まちづくり
（アイデアコンペ最優秀作品）

在宅療養を支える訪問看護の様子

奈良県健康ステーション（王寺）

おでかけ健康フェスタ２０１５

元気に遊ぶ子どもたち
（片岡の里保育園）

女性起業者交流会

主 要 プ ロ ジ ェ ク ト
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○行政、保険者、企業等の連携によるがん検診の
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　・検診受診率向上対策として、個別受診勧奨・
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画）の策定支援など

○スマートフォンを活用した健康づくり・生活支援
の推進
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女性起業者交流会



■本県の強みである歴史文化資源を最
大限活用し、文化施策を総合的・戦略的
に展開するための拠点を整備します。

○（仮称）奈良県国際芸術家村の以下の拠点整備
のための基本計画の策定、運営主体の検討等
の実施

　・歴史文化資源の活用の先駆的な拠点
　・文化資源関連ＭＩＣＥの拠点
　・地域交流の拠点
　・人材育成の拠点
○歴史文化資源の活用や拠点整備に当たって、観
光、産業、福祉、まちづくり等幅広い分野と連携

○奈良県国際芸術家村構想等検討委員会等の開催

（仮称）奈良県国際芸術家村の整備16
主要

プロジェクト

（仮称）奈良県国際芸術家村イメージ図

■文化芸術への参加、鑑賞の機会や活動
の裾野を拡大し、奈良の文化力を向上
します。

○文化振興大綱の策定
○奈良の魅力を高め県民の参加の拡大を図る芸

術祭の開催
　・奈良県大芸術祭の開催
○文化芸術団体や個人が行う発表の場の拡充
　・奈良県美術展覧会の開催
　・国民文化祭・ならの開催
○文化芸術団体等への支援の拡充・強化
　・新たな文化活動チャレンジ補助金
○奈良だからこそできる音楽祭の開催
　・「ムジークフェストなら」の開催
○上質な芸術文化に触れる機会の提供
　・県立美術館特別展の開催
　・文化施設等でのコンサート、展示事業など
○文化・芸術活動を支える人材の育成
　・県立ジュニアオーケストラ活動の充実

■施策の対象を「文化財」から「文化資
源」に拡大し、ウエイトを「保存」から
「活用」にシフトし、奈良の魅力を高め
ます。

○文化振興大綱の策定
○文化資源を活用した整備・情報発信等への支援
　・文化資源を活用した地域活性化に取り組む市

町村等を支援
○歴史的文化資源データベースの構築
○県内古文書の翻刻、公開など
○奈良らしい歴史展示等の推進
○海外の美術館での展示や国際機関との連携
　・奈良の仏像を世界の著名な美術館での展示など
○地域交流や人材育成の推進
　・奈良県文化芸術振興基金の創設
　・研修の実施、発掘調査への参加

■県の実情に応じた教育に関する総合的
な施策の大綱として、「教育振興大綱」
を策定し、奈良県教育の充実を図ります。

○総合教育会議の開催
　・知事と教育委員が一堂に会し、本県の教育課題

や今後の教育の方向性について議論
○奈良県教育サミットの開催
　・知事、県教育長、市町村長、市町村教育長が一

堂に会し、奈良県教育のあり方を議論
○学びのステージや教育課題に対応した取り組み

の実施
　・「学習意欲」「学力」「規範意識」「体力」の向上に

向けた学校教育の推進
　・就学前教育の研究調査
　・実学教育の推進
　・教職員の資質・能力の向上
　・郷土の伝統・文化・自然を教材とした教育の実施
○多様な教育機会の確保（私学の振興）
○県立大学の充実

文化振興策の推進

文化資源の活用奈良県教育の充実

14
主要

プロジェクト

13
主要

プロジェクト

15
主要

プロジェクト

奈良県立橿原考古学研究所による平城京跡発掘調査 現地説明会

ムジークフェストなら2015

奈良県大芸術祭 オープニングイベント

学ぶ意欲を高める若手教員の授業づくり（田原本小学校）

主 要 プ ロ ジ ェ ク ト
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のための基本計画の策定、運営主体の検討等
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　・歴史文化資源の活用の先駆的な拠点
　・文化資源関連ＭＩＣＥの拠点
　・地域交流の拠点
　・人材育成の拠点
○歴史文化資源の活用や拠点整備に当たって、観
光、産業、福祉、まちづくり等幅広い分野と連携
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します。

○文化振興大綱の策定
○奈良の魅力を高め県民の参加の拡大を図る芸
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　・奈良県美術展覧会の開催
　・国民文化祭・ならの開催
○文化芸術団体等への支援の拡充・強化
　・新たな文化活動チャレンジ補助金
○奈良だからこそできる音楽祭の開催
　・「ムジークフェストなら」の開催
○上質な芸術文化に触れる機会の提供
　・県立美術館特別展の開催
　・文化施設等でのコンサート、展示事業など
○文化・芸術活動を支える人材の育成
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源」に拡大し、ウエイトを「保存」から
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○奈良らしい歴史展示等の推進
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■地域の防災力を高めます。
○啓発や訓練等の実施
　・住民参加型防災訓練の実施
　・防災に関する各種啓発等
○自主防災活動団体の組織化・活性化、共助を担

う防災リーダーの育成
　・自主防災活動団体の組織化・活性化支援
　・共助を担う防災リーダーの育成
○地域防災計画の着実な推進
　・市町村防災対策への支援
　・広域防災拠点の整備
　・陸上自衛隊のヘリポートを併設した駐屯地の

誘致
　・近府県との連携体制の充実・強化
　・奈良県防災総合訓練の実施
　・防災行政通信ネットワークの再整備
　・消防の広域化に伴う消防力の充実・強化
　・ヘリコプター臨時離着陸場のデータベース化

■多様な主体が連携・協働する”オール
奈良”により、もっと「きれいな奈良県」
づくりを進めます。

○「奈良らしい景観づくり」推進
　・「なら四季彩の庭」づくり
　・都市・沿道景観の形成
○「大和川きれい化」推進
　・清流復活への取り組み促進
　・きれいな水辺空間づくり
○「奈良モデルによるごみ減量化」推進
　・ごみ処理広域化の促進
　・３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の促進
　・災害廃棄物処理対策の推進
　・不法投棄対策の強化

■だれもが、いつでも、どこでも、運動・ス
ポーツに親しめる環境づくりを進めます。

○奈良県スポーツアカデミーの整備
○ラグビーワールドカップ・東京オリンピックパラ

リンピックキャンプ地招致、関西ワールドマス
ターズゲームズ競技地招致準備

○参加型スポーツイベントの実施
　・奈良マラソンの実施など
○障害者の運動・スポーツの推進
　・障害者スポーツフェスティバルの開催など
○プロスポーツ等の試合の招致
　・プロスポーツ等観戦機会の創出など
○身近な公共施設等の活用
　・橿原公苑におけるナイトランの実施など

■『古事記』『日本書紀』『万葉集』に代表
される歴史素材を活用した施策を推進
します。

○「古事記のまつり」の開催
○「日本書紀を学ぶ講演会」「日本書紀こども塾」

の開催
○「全国高校生歴史フォーラム」の開催
○「記紀・万葉ウォーク」「記紀・万葉でたどる奈良

パネル展」の開催
○「（仮称）ヤマト撫子大学」の開催
○「なら記紀・万葉名所図会」の制作
○「記紀・万葉」県民活動支援補助金の交付
○「なら記紀・万葉」多言語化の開発
○「古代歴史文化賞」における他県との連携
○記紀・万葉ゆかりの公演の誘致 など

地域防災力の向上

「きれいに暮らす奈良県スタイル」構築・推進プロジェクトスポーツの振興18
主要

プロジェクト

19
主要

プロジェクト

20
主要

プロジェクト

記紀・万葉プロジェクト17
主要

プロジェクト

地域住民等と連携・協働した河川美化活動（秋篠川）

避難所訓練

奈良マラソン2015
（有森裕子さんのランニングクリニック）

記紀・万葉ウォーク（斑鳩町）

古事記朗唱大会

主 要 プ ロ ジ ェ ク ト



■地域の防災力を高めます。
○啓発や訓練等の実施
　・住民参加型防災訓練の実施
　・防災に関する各種啓発等
○自主防災活動団体の組織化・活性化、共助を担

う防災リーダーの育成
　・自主防災活動団体の組織化・活性化支援
　・共助を担う防災リーダーの育成
○地域防災計画の着実な推進
　・市町村防災対策への支援
　・広域防災拠点の整備
　・陸上自衛隊のヘリポートを併設した駐屯地の

誘致
　・近府県との連携体制の充実・強化
　・奈良県防災総合訓練の実施
　・防災行政通信ネットワークの再整備
　・消防の広域化に伴う消防力の充実・強化
　・ヘリコプター臨時離着陸場のデータベース化

■多様な主体が連携・協働する”オール
奈良”により、もっと「きれいな奈良県」
づくりを進めます。

○「奈良らしい景観づくり」推進
　・「なら四季彩の庭」づくり
　・都市・沿道景観の形成
○「大和川きれい化」推進
　・清流復活への取り組み促進
　・きれいな水辺空間づくり
○「奈良モデルによるごみ減量化」推進
　・ごみ処理広域化の促進
　・３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の促進
　・災害廃棄物処理対策の推進
　・不法投棄対策の強化

■だれもが、いつでも、どこでも、運動・ス
ポーツに親しめる環境づくりを進めます。

○奈良県スポーツアカデミーの整備
○ラグビーワールドカップ・東京オリンピックパラ

リンピックキャンプ地招致、関西ワールドマス
ターズゲームズ競技地招致準備

○参加型スポーツイベントの実施
　・奈良マラソンの実施など
○障害者の運動・スポーツの推進
　・障害者スポーツフェスティバルの開催など
○プロスポーツ等の試合の招致
　・プロスポーツ等観戦機会の創出など
○身近な公共施設等の活用
　・橿原公苑におけるナイトランの実施など

■『古事記』『日本書紀』『万葉集』に代表
される歴史素材を活用した施策を推進
します。

○「古事記のまつり」の開催
○「日本書紀を学ぶ講演会」「日本書紀こども塾」

の開催
○「全国高校生歴史フォーラム」の開催
○「記紀・万葉ウォーク」「記紀・万葉でたどる奈良

パネル展」の開催
○「（仮称）ヤマト撫子大学」の開催
○「なら記紀・万葉名所図会」の制作
○「記紀・万葉」県民活動支援補助金の交付
○「なら記紀・万葉」多言語化の開発
○「古代歴史文化賞」における他県との連携
○記紀・万葉ゆかりの公演の誘致 など

地域防災力の向上

「きれいに暮らす奈良県スタイル」構築・推進プロジェクトスポーツの振興18
主要

プロジェクト

19
主要

プロジェクト

20
主要

プロジェクト

記紀・万葉プロジェクト17
主要

プロジェクト

地域住民等と連携・協働した河川美化活動（秋篠川）

避難所訓練

奈良マラソン2015
（有森裕子さんのランニングクリニック）

記紀・万葉ウォーク（斑鳩町）

古事記朗唱大会



■県有資産について、総合的に企画・管
理・運営するファシリティマネジメント
の手法により、質と量の見直しを推進
します。また、国や市町村の資産を含め
た最適利用を検討し、県域でのファシ
リティマネジメントを推進します。

○県有資産の有効活用
　・低・未利用の県有地を活かしたまちづくり（奈
良市・大和高田市・桜井市・五條市・宇陀市）

　・未利用地への民間施設誘致
○資産総量の最適化、施設の長寿命化
○施設再配置
　・中部地域の県事務所を集約（橿原総合庁舎）
○県域ファシリティマネジメント推進
　・国・市町村との連携による施設配置の最適化

■健全な水循環の構築を目指して、利水・
治水・水環境の各施策に取り組みます。

○水利用の適正化（県域水道ファシリティマネジメ
ント）

　・県営水道と市町村水道を「県域水道」として一
体にとらえ、水道事業の効率化と持続性確保を
推進

　・県営水道エリアにおける県水転換と、複数市町
村での施設共同化・業務共同化

　・五條・吉野エリアにおける浄水場の統廃合
　・簡易水道エリアにおける県水道局、県保健所
や奈良広域水質検査センター組合の技術力を
活用して簡易水道を支援

○保水力の向上
　・大和川流域の力を結集した洪水対策など
○水辺環境の保全
　・「大和川きれい化」推進
　・吉野川流域の清流保全等の検討など

■医大病院の充実と併せて、教育・研究
部門の移転を進め、医大周辺について
は高齢者も安心して暮らせるまちづく
りを目指します。

○医大病院の充実
　・Ｅ病棟の全面供用
　・Ａ病棟の利活用に向けた設計
　・ドクターヘリ施設の整備
○将来を見据えた大学・病院の在り方検討
　・医大の将来像の策定
　・施設整備基本構想の策定
○教育・研究部門の移転
　・新キャンパス整備のための用地取得など
○周辺まちづくりの推進
　・医大病院周辺への新駅設置の検討
　・民間活力の導入による事業手法の検討

■分散型エネルギーの推進と地域への
エネルギーの安定供給を目指します。

○エネルギーを活用した地域振興の推進
　・再生可能エネルギーを活用した地域の取り組
みへの支援

　・過疎地域におけるエネルギー・燃料確保対策
○緊急時のエネルギー対策の推進
　・公共施設・地域等におけるエネルギー確保体
制の整備促進

　・家庭・事業所等の自立分散型エネルギーの導
入促進

○多様なエネルギーの利活用の推進
　・熱エネルギー・未利用エネルギーの利活用促進
　・再生可能エネルギー等の県民等への理解促進
○奈良の省エネ・節電スタイルの推進
　・「奈良の節電スタイル」の推進
　・省エネ･節電対策への支援

24
主要

プロジェクト

23
主要

プロジェクト

ファシリティマネジメントの推進

水循環ビジョンの推進

エネルギー政策の推進

医大・周辺まちづくりプロジェクト

21
主要

プロジェクト

22
主要

プロジェクト

県域水道ビジョン

小水力発電水車（十津川村谷瀬）

Ｅ病棟整備イメージ

旧耳成高校校舎を橿原総合庁舎に改修

主 要 プ ロ ジ ェ ク ト



■県有資産について、総合的に企画・管
理・運営するファシリティマネジメント
の手法により、質と量の見直しを推進
します。また、国や市町村の資産を含め
た最適利用を検討し、県域でのファシ
リティマネジメントを推進します。

○県有資産の有効活用
　・低・未利用の県有地を活かしたまちづくり（奈
良市・大和高田市・桜井市・五條市・宇陀市）

　・未利用地への民間施設誘致
○資産総量の最適化、施設の長寿命化
○施設再配置
　・中部地域の県事務所を集約（橿原総合庁舎）
○県域ファシリティマネジメント推進
　・国・市町村との連携による施設配置の最適化

■健全な水循環の構築を目指して、利水・
治水・水環境の各施策に取り組みます。

○水利用の適正化（県域水道ファシリティマネジメ
ント）

　・県営水道と市町村水道を「県域水道」として一
体にとらえ、水道事業の効率化と持続性確保を
推進

　・県営水道エリアにおける県水転換と、複数市町
村での施設共同化・業務共同化

　・五條・吉野エリアにおける浄水場の統廃合
　・簡易水道エリアにおける県水道局、県保健所
や奈良広域水質検査センター組合の技術力を
活用して簡易水道を支援

○保水力の向上
　・大和川流域の力を結集した洪水対策など
○水辺環境の保全
　・「大和川きれい化」推進
　・吉野川流域の清流保全等の検討など

■医大病院の充実と併せて、教育・研究
部門の移転を進め、医大周辺について
は高齢者も安心して暮らせるまちづく
りを目指します。

○医大病院の充実
　・Ｅ病棟の全面供用
　・Ａ病棟の利活用に向けた設計
　・ドクターヘリ施設の整備
○将来を見据えた大学・病院の在り方検討
　・医大の将来像の策定
　・施設整備基本構想の策定
○教育・研究部門の移転
　・新キャンパス整備のための用地取得など
○周辺まちづくりの推進
　・医大病院周辺への新駅設置の検討
　・民間活力の導入による事業手法の検討

■分散型エネルギーの推進と地域への
エネルギーの安定供給を目指します。

○エネルギーを活用した地域振興の推進
　・再生可能エネルギーを活用した地域の取り組
みへの支援

　・過疎地域におけるエネルギー・燃料確保対策
○緊急時のエネルギー対策の推進
　・公共施設・地域等におけるエネルギー確保体
制の整備促進

　・家庭・事業所等の自立分散型エネルギーの導
入促進

○多様なエネルギーの利活用の推進
　・熱エネルギー・未利用エネルギーの利活用促進
　・再生可能エネルギー等の県民等への理解促進
○奈良の省エネ・節電スタイルの推進
　・「奈良の節電スタイル」の推進
　・省エネ･節電対策への支援

24
主要

プロジェクト

23
主要

プロジェクト

ファシリティマネジメントの推進

水循環ビジョンの推進

エネルギー政策の推進

医大・周辺まちづくりプロジェクト

21
主要

プロジェクト

22
主要

プロジェクト

県域水道ビジョン

小水力発電水車（十津川村谷瀬）

Ｅ病棟整備イメージ

旧耳成高校校舎を橿原総合庁舎に改修



■老朽化するインフラ施設（橋梁、トンネ
ル、大型道路構造物、河川管理施設、砂
防関係施設、下水道施設、公園施設等）
を対象とした点検、診断、措置、記録のメ
ンテナンスサイクルに取り組みます。

○インフラ長寿命化計画の策定
　・県管理ダムの長寿命化計画の策定
　・砂防関係施設の長寿命化計画の策定
○インフラ長寿命化計画に基づいた老朽化対策
の推進

　・道路施設（橋梁・トンネル・大型構造物）の点
検・修繕

　・下水道施設の更新・修繕
　・公園施設の修繕
○効率的・効果的な維持管理体制の確立

■国・流域市町村と連携を図り、河川改修
などの「流す対策」と併せ、ため池、水田
等の治水利用を含めた「貯める対策」
を進め、大和川流域総合治水対策の推
進を目指します。

○総合治水対策の推進
　・総合治水に関する条例の制定など
○河川改修の整備推進
　・河川改修やPDCAサイクルによるマネジメン
トなど
○直轄遊水地の整備促進
　・直轄遊水地整備事業の円滑化支援など
○内水対策の推進
　・内水対策プログラムの策定など
○流域対策の推進
　・流域対策を促進するための市町村支援など

■奈良県公共交通基本計画に基づき、市
町村や交通事業者、地域住民等と連
携・協力のもと、公共交通機関を利用し
た便利で快適なまちづくりや、誰もが
安心して暮らせるモビリティ（移動の利
便性）の確保を目指します。

○奈良県地域交通改善協議会における取り組み
　・ＰＤＣＡサイクルによる交通サービスの維持・
確保・改善に向けた取り組みの検討など

○公共交通のあり方を示す計画の実施に向けた取
り組み

　・地域公共交通網形成計画に基づく諸施策の実
施（地域公共交通再編実施計画策定への検討
など）

○生活交通の維持・確保の推進
　・市町村のコミュニティバス等の検討や実証運
行への支援など

○鉄道駅のバリアフリー化の推進
　・鉄道駅構内における段差解消やホーム内から
の転落防止対策への支援など

■県と市町村で連携協定を締結し、駅、病
院、社寺、公園などの拠点を中心とした
まちづくりを進めます。

○包括協定の締結
　・天理市、大和郡山市、桜井市、奈良市、五條市、橿原
市、大和高田市、高取町、御所市、三宅町、明日香村、
宇陀市の計12市町村と締結し、まちづくり基本構想
策定に向けた検討を実施（平成27年12月末時点）

○基本協定の締結
　・桜井市3地区（中和幹線粟殿近隣周辺地区、大
神神社周辺地区、近鉄大福駅周辺地区）と締結
し、まちづくり基本計画策定に向けた検討を
実施（平成27年12月末時点）

○個別協定の締結
　・天理駅周辺地区（天理マルシェ実施）、中和幹
線粟殿近隣周辺地区（旧県桜井総合庁舎、旧県
桜井土木事務所整備）と締結し、事業を推進（平
成27年12月末時点）

○基本構想・基本計画の策定やまちづくりの中心
となる拠点施設の整備等に対して支援を実施

アセットマネジメントの推進

大和川流域の力を結集した洪水対策27
主要

プロジェクト

28
主要

プロジェクト

市町村との協働まちづくりプロジェクト

移動ニーズに応じた交通サービスの実現26
主要

プロジェクト

25
主要

プロジェクト

奈良県地域交通改善協議会

改修前 改修後

老朽化した下水道施設の更新

橋梁の点検

改修後

高田川の河川改修

改修前

天理マルシェ

主 要 プ ロ ジ ェ ク ト



■老朽化するインフラ施設（橋梁、トンネ
ル、大型道路構造物、河川管理施設、砂
防関係施設、下水道施設、公園施設等）
を対象とした点検、診断、措置、記録のメ
ンテナンスサイクルに取り組みます。

○インフラ長寿命化計画の策定
　・県管理ダムの長寿命化計画の策定
　・砂防関係施設の長寿命化計画の策定
○インフラ長寿命化計画に基づいた老朽化対策
の推進

　・道路施設（橋梁・トンネル・大型構造物）の点
検・修繕

　・下水道施設の更新・修繕
　・公園施設の修繕
○効率的・効果的な維持管理体制の確立

■国・流域市町村と連携を図り、河川改修
などの「流す対策」と併せ、ため池、水田
等の治水利用を含めた「貯める対策」
を進め、大和川流域総合治水対策の推
進を目指します。

○総合治水対策の推進
　・総合治水に関する条例の制定など
○河川改修の整備推進
　・河川改修やPDCAサイクルによるマネジメン
トなど
○直轄遊水地の整備促進
　・直轄遊水地整備事業の円滑化支援など
○内水対策の推進
　・内水対策プログラムの策定など
○流域対策の推進
　・流域対策を促進するための市町村支援など

■奈良県公共交通基本計画に基づき、市
町村や交通事業者、地域住民等と連
携・協力のもと、公共交通機関を利用し
た便利で快適なまちづくりや、誰もが
安心して暮らせるモビリティ（移動の利
便性）の確保を目指します。

○奈良県地域交通改善協議会における取り組み
　・ＰＤＣＡサイクルによる交通サービスの維持・
確保・改善に向けた取り組みの検討など

○公共交通のあり方を示す計画の実施に向けた取
り組み

　・地域公共交通網形成計画に基づく諸施策の実
施（地域公共交通再編実施計画策定への検討
など）

○生活交通の維持・確保の推進
　・市町村のコミュニティバス等の検討や実証運
行への支援など

○鉄道駅のバリアフリー化の推進
　・鉄道駅構内における段差解消やホーム内から
の転落防止対策への支援など

■県と市町村で連携協定を締結し、駅、病
院、社寺、公園などの拠点を中心とした
まちづくりを進めます。

○包括協定の締結
　・天理市、大和郡山市、桜井市、奈良市、五條市、橿原
市、大和高田市、高取町、御所市、三宅町、明日香村、
宇陀市の計12市町村と締結し、まちづくり基本構想
策定に向けた検討を実施（平成27年12月末時点）

○基本協定の締結
　・桜井市3地区（中和幹線粟殿近隣周辺地区、大
神神社周辺地区、近鉄大福駅周辺地区）と締結
し、まちづくり基本計画策定に向けた検討を
実施（平成27年12月末時点）

○個別協定の締結
　・天理駅周辺地区（天理マルシェ実施）、中和幹
線粟殿近隣周辺地区（旧県桜井総合庁舎、旧県
桜井土木事務所整備）と締結し、事業を推進（平
成27年12月末時点）

○基本構想・基本計画の策定やまちづくりの中心
となる拠点施設の整備等に対して支援を実施

アセットマネジメントの推進

大和川流域の力を結集した洪水対策27
主要

プロジェクト

28
主要

プロジェクト

市町村との協働まちづくりプロジェクト

移動ニーズに応じた交通サービスの実現26
主要

プロジェクト

25
主要

プロジェクト

奈良県地域交通改善協議会

改修前 改修後

老朽化した下水道施設の更新

橋梁の点検

改修後

高田川の河川改修

改修前

天理マルシェ


