令和元年度６月補正予算案の主な取組

令和元年６月
奈 良 県

１ 栄える「都」をつくる
～奈良県経済の好循環を促し、働きやすく、就業しやすい奈良県にする～
① 企業立地の促進と産業用地の創出支援

③ 駅前商店街空き店舗の活用

令和元年度６月補正予算案 １１０百万円

令和元年度６月補正予算案 ３百万円

・雇用の創出及び地域経済の活性化を促進するため、工場、
研究所等の新たな立地又は機能強化を行う企業に対し補助

・駅前商店街の活性化を図るため、空き店舗を活用し、
チャレンジショップやイベント等を実施

・京奈和自動車道や西名阪自動車道の周辺など、企業立地の潜在力
が高い候補地について、産業用地創出の実現可能性を調査

御所市新町商店街でのオープンシャッターの様子

京奈和自動車道・西名阪自動車道周辺

④ 県内就業率の向上と高度外国人材の就労促進
令和元年度６月補正予算案 ７百万円

② 奈良県産業・雇用振興アクションプランの策定
令和元年度６月補正予算案 １１百万円
・本県経済のさらなる活性化に向けた調査・分析を実施し、
産業・雇用振興施策を推進するためのアクションプランを策定

・県内就業率の向上や
高度外国人材の県内企業
での就労促進に向けた
調査・分析を実施
県内企業による説明会の様子

＜問い合わせ先＞
①産業・雇用振興部 企業立地推進課 宮崎課長補佐（内線３５８５）
②産業・雇用振興部 産業政策課 森井課長補佐（内線３５８２）

＜問い合わせ先＞
③産業・雇用振興部 産業振興総合センター 稲葉課長（０７４２－３３－０８１７）
④産業・雇用振興部 雇用政策課 市橋主幹（内線３５７２）

１

２ 賑わう「都」をつくる
～奈良が有する自然・歴史・文化資源を活用し、観光産業を振興する～
① 奈良公園の魅力向上

③ 観光地としての奈良の魅力づくり
令和元年度６月補正予算案

令和元年度６月補正予算案 ８７百万円
・近鉄奈良駅前での情報発信の強化
・大仏殿前自動車駐車場のアメニティ向上
・鹿苑の整備 等

１５百万円

○ターゲットに応じた戦略的な情報発信や受入環境の整備を推進
・ターゲット毎のニーズや現状の受入環境を調査・分析
・豊富な観光資源を活用したアクティビティの調査・検討
新
鹿苑 完成イメージ

② （仮称）中町道の駅の整備

＜ターゲット＞
欧米豪を中心とした個人旅行、富裕層、シニア層、
学生層（修学旅行や勉強・スポーツ合宿等）、
団体旅行、インセンティブ旅行、
ワーキングホリデー 等

令和元年度６月補正予算案 ９０百万円（債務負担行為 ４８百万円）
・(仮称)中町道の駅の整備に向けた基本・実施設計等を実施
観光資源イメージ（奈良県景観資産より）

④ 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）との連携
令和元年度６月補正予算案 ２０百万円
○ＯＥＣＤが持つ知見や国際的なネットワークを活用し、グロー
バルな観点からの戦略的な施策を検討
＜期待される効果＞
・インバウンド施策のレベルアップ
成果を市町村、観光・交通事業者等に共有し、
先進的な周遊・滞在型観光を推進
・海外からの誘客促進
認知度の向上による加盟国等との交流
推進、ＭＩＣＥ誘致
施設のレイアウト案

＜問い合わせ先＞
①まちづくり推進局 奈良公園室 西城主幹（内線４３３４）
②県土マネジメント部 道路建設課 藤井課長補佐 （内線４１４１）

＜問い合わせ先＞
③観光局 ならの観光力向上課 中野課長補佐（内線２６０８）
④観光局 インバウンド・宿泊戦略室 吉岡室長補佐（内線２５８８）

２

３ 愉しむ「都」をつくる
～県民が安心して快適に暮らし続けられる奈良をつくる～
① 大規模広域防災拠点の整備

④ 「なら四季彩の庭」づくりの加速化

令和元年度６月補正予算案 ２５百万円（債務負担行為 ７０百万円）
・南海トラフ巨大地震等に備えた大規模広域防災拠点（２，０００m
滑走路付）を五條市内に整備する構想を策定

令和元年度６月補正予算案 １百万円

・四季を通じて彩り豊かな植栽景観
をより向上させることを目的とする
（仮称）奈良県植栽条例の制定に
向けた検討

大規模広域防災拠点のイメージ

② 河川・砂防事業の推進
令和元年度６月補正予算案
７，８２４百万円（債務負担行為 ３，０４６百万円）
・大和川流域総合治水対策の推進
・土砂災害防止対策の推進

③ 奈良県平成緊急内水対策の推進
令和元年度６月補正予算案 ５０１百万円（債務負担行為 ５３百万円）
事業概要

・喫緊の課題である内水被害の
○喫緊の課題である内水被害の解消に向け、
解消に向け、市町村との連携
市町村との連携により、適地に必要な貯留
により、適地に必要な貯留施設
施設等を整備。
等を整備 ＜令和元年度予定箇所＞
大和高田市、斑鳩町、田原本町ほか
平成29年台風21号の際の内水被害状況
平成29号台風21号の際の内水被害状況

＜問い合わせ先＞
①知事公室 防災統括室 大内主幹（内線２２８５）
②県土マネジメント部 企画管理室 松田課長補佐 （内線４１１２）
③県土マネジメント部 河川課 牧田主幹 （内線４１７１）

大宮通り（油阪交差点）

⑤ 幼児教育の無償化
令和元年度６月補正予算案

７９７百万円

令和元年１０月より開始される幼児教育の無償化にかかる県負担
①対象者
・３～５歳の全児童
・０～２歳は住民税非課税世帯の児童
②対象施設
・幼稚園、保育所、認定こども園
・地域型保育
（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）
・幼稚園の預かり保育
・認可外保育施設（ベビーホテル、ベビーシッター等含む）、一時預かり
事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業等
＊ただし、幼稚園（新制度未移行・預かり保育）、認可外保育施設等の利用の場合は軽減額に上限設定あり

＜問い合わせ先＞
④景観・環境局 環境政策課 芳川課長補佐（内線３３７２）
⑤福祉医療部 子育て支援課 吉田課長補佐（内線２８８５）
地域振興部 教育振興課 山口課長補佐（内線２５７６）

３

４ 便利な「都」をつくる
～県土マネジメントを推進し、効率的で便利な交通基盤をつくる～
① 道路整備の推進と交通環境の充実
令和元年度６月補正予算案
１１，９４９百万円（債務負担行為 ８，４６０百万円）
○主な道路整備箇所
・（国）１６８号（王寺道路、香芝王寺道路、阪本工区、新天辻工区）
・（国）１６９号（高取ＢＰ、御所高取ＢＰ）
・（都）西九条佐保線、（都）城廻り線
・（主）枚方大和郡山線（中町工区）、（主）天理王寺線（長楽工区）
○道路景観向上・周遊観光対策の推進
○長寿命化修繕計画に基づく橋梁、トンネルの補修の推進

（都）城廻り線 完成イメージ（大和郡山市）

③ リニア中央新幹線、
関西国際空港・リニア中央新幹線接続新幹線
の調査・検討
令和元年度６月補正予算案 ２５百万円
・リニア中央新幹線の想定ルートに関する調査・検討
・ 「奈良市附近」駅と関西国際空港を直結するリニア新支線に
関する調査・検討

（主）天理王寺線長楽工区（川西町～河合町）

② 平城宮跡周辺地域における街路渋滞対策の検討
令和元年度６月補正予算案
８百万円（債務負担行為 ２６百万円）
・平城宮跡周辺地域における
抜本的な渋滞対策の検討
・近鉄線の移設等に関する調査・検討

平城宮跡周辺の渋滞状況

＜問い合わせ先＞
①県土マネジメント部 企画管理室 松田課長補佐 （内線４１１２）
②まちづくり推進局 地域デザイン推進課 松並主幹（内線４３２４）

＜問い合わせ先＞
③県土マネジメント部 地域交通課 人見課長補佐（内線４１６４）

４

５ 健やかな「都」をつくる
～健康寿命日本一を目標に、高齢者、障害者を含む、誰もが健やかに暮らせる地域をつくる～
① 福祉・介護人材の確保
令和元年度６月補正予算案 ７百万円

③ スポーツ拠点施設等整備構想の策定
令和元年度

○シニア世代の介護分野への仕事参入促進

６月補正予算案 １４百万円

・中高年を対象とした、介護入門研修の実施
・研修修了者と介護施設・事業所とのマッチング支援
○外国人介護人材の確保
・ 福祉事業者等と研究会を立ち上げ、外国人介護人材の受入
体制等を検討
・ 介護福祉士を目指す外国人留学生を受け入
れる介護施設に対する説明会の開催

・奈良県スポーツ施設
整備ビジョンの検討・
策定に合わせ、
橿原公苑と橿原運動
公園を一体的に捉えた
スポーツ拠点施設の
整備構想を策定

・ 外国人留学生と介護施設とのマッチング支援
・ 介護福祉士養成施設に入学する外国人留
学生に入学準備金等を貸し付ける県内介護
施設へ、経費の一部（１／３）を貸付け
（県内介護施設での５年間勤務で返還免除）

④ 幼児向け運動・スポーツの普及促進
令和元年度６月補正予算案 ３百万円
介護福祉士を目指して学習する
外国人留学生

② 出所者の更生支援

○ 県内の幼稚園・保育所等を対象に、幼児運動プログラムの普及に
向けた取組を実施
・プログラム実践マニュアル等の作成・配付及び講習会の開催

令和元年度６月補正予算案 ２百万円

・ 出所者の就労の場づくりの検討
・ 出所者の就労と社会的対応力の獲得を一体的に支援する
条例の検討
＜問い合わせ先＞
福祉医療部 ①長寿・福祉人材確保対策課 北村課長（内線３２１０）
福祉医療部 ②地域福祉課 石原参事（内線２８２０）

運動･遊びプログラム（ことろことろ）

スポーツプログラム

＜問い合わせ先＞
くらし創造部 ③スポーツ振興課 椋本課長補佐（内線５２７１）
くらし創造部 ④スポーツ振興課 中川課長補佐（内線５２７２）

５

６ 智恵の「都」をつくる
～すべての県民が、生涯良く学び続けられ、奈良の歴史文化に親しめる地域をつくる～

① 県立学校施設長寿命化整備計画の策定
令和元年度６月補正予算案 ４百万円
・県立学校施設長寿命化整備計画の策定に向けた基礎調査を実施

③ 文化クラスターの形成
令和元年度６月補正予算案 ２４百万円
○奈良国立博物館を中核に、県内の多
様な行催事との連携による文化クラス
ターを形成し、本県の文化の奥深さを
発信
・共通テーマの設定による連携や、
文化資源の一体的な発信 等
菊花展

長寿命化の一例

④ 「記紀・万葉プロジェクト」の集大成
② 近畿高等学校総合文化祭の開催準備
令和元年度６月補正予算案 １百万円
・令和２年度に奈良県で開催予定の第４０回近畿高等学校総合文化
祭の準備

先催大会の様子

＜問い合わせ先＞
①教育委員会事務局 学校支援課 土井課長補佐（内線５２８１）
②教育委員会事務局 学校教育課 大橋課長補佐（内線５２５１）

令和元年度６月補正予算案 １９百万円
○ ２０１２年より取り組んでいる「記紀・万葉プロジェクト」の集大成
として、日本書紀完成１３００年にあたる２０２０年に、藤原不比
等没後１３００年を記念した事業や、記紀・万葉関連の講演会・イ
ベント、記念誌の制作などを展開
・オープニングイベントの開催、集大成事業の企画・広報

イベントイメージ

なら記紀・万葉ＨＰ

＜問い合わせ先＞
③④地域振興部 文化資源活用課 辻課長補佐（内線２５３０）

６

７ 豊かな「都」をつくる
～県内の農・畜産・水産業・林業の振興、農村活性化、森林を護る施策を進める～

① 中央卸売市場を核としたまちづくりの推進
令和元年度６月補正予算案 ９百万円
周辺地域と共生するまちづくりの観点を
含めた中央卸売市場の再整備を推進

令和元年度６月補正予算案 １０百万円

・市場施設及び周辺地域の一体的な
土地利用等を検討

農畜水産物の将来的な消費動向を踏まえた生産目
標を設定し、目標達成に必要な農業振興の基本戦
略を策定

② NAFICを核とした賑わいづくり
令和元年度６月補正予算案 ２０百万円
・NAFIC附属セミナーハウスの外構（舗装、外灯、
植栽等）設計等

③ 農業振興マーケティング
基本戦略の策定

中央卸売市場の再整備（イメージ）

④ 新たな森林環境管理体制の構築
令和元年度６月補正予算案 １３百万円
スイスを参考に、木材生産・防災・生物多様性・レクリエーションの
４機能を重視する森林環境管理制度を導入
人工林（イメージ）

・施業放置林等を本県の自然条件に適合した恒続林に
誘導するため、県有林にモデルとなる恒続林を設置
・恒続林誘導に有効な人工林の針広混交林化に関する調査
・ニホンミツバチの特性を活用し、森林における生物多様性機能
の簡易な評価指標を検討
セミナーハウス外観（イメージ）

＜問い合わせ先＞
①農林部 中央卸売市場再整備推進室 伊藤室長補佐（0743-56-7156）
②農林部 担い手・農地マネジメント課 喜夛仲課長補佐（内線4022）

針広混交林（イメージ）

③農林部 マーケティング課 井ノ上課長補佐（内線3818）
④農林部 新たな森林管理体制準備室 東村室長補佐（内線3991）

７

８ 誇らしい「都」をつくる
～交流、定住の促進により、南部地域・東部地域を、
頻繁に訪れてもらえる、住み続けられる地域にする～

南部・東部地域における基盤整備と
県土マネジメントの推進
・五條新宮道路の整備推進

・災害に強い道路整備の推進

９ 爽やかな「都」をつくる
～奈良が持つ行政資源を総動員し、効率的・効果的な行財政
マネジメントを行い、行き届いた行政サービスを届ける～

① もっと良くなる奈良県市町村応援補助金
令和元年度６月補正予算案

２００百万円

・市町村が実施する消費税率引上げ後
の消費喚起につながる取組を支援
＜補助率＞
２／３
マルシェ
＜想定事業＞ 地域の消費拡大に直接繋がる施設
等の整備、地域イベント（朝市・マルシェ）の開催 等

②「奈良モデル」推進補助金
一般国道１６８号 阪本工区（五條市）

・橋りょうの耐震補強の推進

一般国道１６９号 高取バイパス（高取町）

・トンネルの老朽化対策の推進

令和元年度６月補正予算案

２０百万円

・県と市町村の連携・協働の仕組み（奈良モデル）を推進する
ため、新たに広域連携に取り組む市町村等を支援
＜補助率＞
１／２
＜想定事業＞ 広域ファシリティマネジメント（複数の市町村の施設
共同利用）検討事業 等

一般国道１６８号 大川橋（五條市）

一般国道１６９号 大里トンネル（下北山村）

③ 県有施設等の耐震化
令和元年度６月補正予算案 ２００百万円

・河川改良の推進

・土石流対策の推進

【耐震改修工事(応急補強) ５施設(７棟)】
・奈良県文化会館、県立美術館(２棟)、筒井寮(２棟)、登美学園、吉野土木事務所
【耐震設計 ６施設(７棟)】
・民俗博物館、筒井寮(２棟) 、登美学園、薬事研究センター、吉野土木事務所、
生駒警察署

町並川バイパス地下河川（宇陀市）

麦谷川砂防堰堤（東吉野村）

【応急補強の詳細箇所・工法の調査、設計や対応案の策定 ２施設(６棟)】
・県立医科大学(５棟)、西和医療センター
【耐震診断 ５６棟】 ・競輪場、県中央卸売市場、県営住宅集会所、交番・駐在所等

＜問い合わせ先＞
県土マネジメント部 企画管理室 松田室長補佐（内線４１１２）

＜問い合わせ先＞
①②地域振興部 市町村振興課 松南課長補佐（内線２２９４）
③総務部 行政経営・ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課 太田課長補佐（内線２１９７）
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