
大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名学研高山地区交通サービス利便性向上検討事業 1,000 地域振興部 地域政策課地域経済循環創造事業 50,000 地域振興部 地域政策課地域総合整備対策事業 300,000 地域振興部 地域政策課地価調査事業 19,614 地域振興部 地域政策課漢方のメッカ推進プロジェクト事業 22,596 医療政策部 薬務課奈良県産業政策推進事業 8,023 産業・雇用振興部 産業政策課クラウドファンディング活用事業 4,539 産業・雇用振興部 産業政策課漢方のメッカ推進プロジェクト事業 26,728 産業・雇用振興部 産業政策課「Living Science」新産業創出事業 20,350 産業・雇用振興部 産業政策課高付加価値獲得支援補助事業 27,157 産業・雇用振興部 産業政策課地域産業振興センタ－補助事業 71,696 産業・雇用振興部 産業政策課「モノづくりイチ押し企業inなら」冊子作成事業 3,200 産業・雇用振興部 産業政策課産官学連携推進事業（ならの「食」プロジェクト推進事業） 400 産業・雇用振興部 産業政策課地域イノベーション創出支援事業 7,005 産業・雇用振興部 産業政策課ものづくり人材育成・確保事業 1,350 産業・雇用振興部 産業政策課工業製品品質向上対策事業 37,466 産業・雇用振興部 産業政策課中小企業若手経営者事業拡大支援事業 13,002 産業・雇用振興部 産業政策課商工会等補助事業 1,034,070 産業・雇用振興部 地域産業課奈良県中小企業団体中央会補助事業 76,137 産業・雇用振興部 地域産業課奈良県産エコスタイル創出事業 6,000 産業・雇用振興部 地域産業課運輸事業振興助成補助事業 120,858 産業・雇用振興部 産業政策課奈良の逸品売り込み逆商談会開催事業 2,855 産業・雇用振興部 産業政策課国内販路拡大支援事業 3,229 産業・雇用振興部 産業政策課海外販路拡大支援事業 9,109 産業・雇用振興部 産業政策課御所市産業振興センター事業費補助事業 10,000 産業・雇用振興部 地域産業課宇陀市下水前処理施設維持管理費補助事業 21,500 産業・雇用振興部 地域産業課小規模零細地場産業振興補助事業 8,370 産業・雇用振興部 地域産業課県内企業海外マーケティング研修派遣支援事業 44,000 産業・雇用振興部 雇用労政課県内企業海外販路構築支援事業 77,000 産業・雇用振興部 雇用労政課後継者育成支援事業 487 産業・雇用振興部 産業政策課奈良起業家創出促進事業 5,400 産業・雇用振興部 産業政策課創業・ベンチャーなら育成支援事業 1,157 産業・雇用振興部 産業政策課空き店舗活用起業支援事業 9,432 産業・雇用振興部 産業政策課起業家ビジネスプラン実践支援事業 16,364 産業・雇用振興部 雇用労政課奈良の飲食店・宿泊施設育成支援資金（飲食店）利子補助事業 1,050 産業・雇用振興部 産業政策課奈良の飲食店・宿泊施設育成支援資金（宿泊施設）利子補助事業 15,477 産業・雇用振興部 企業立地推進課制度融資 350,864 産業・雇用振興部 地域産業課奈良県信用保証協会損失補償 17,200 産業・雇用振興部 地域産業課企業立地促進補助事業 900,000 産業・雇用振興部 企業立地推進課戦略的企業誘致事業 15,108 産業・雇用振興部 企業立地推進課立地企業人材確保支援事業 1,000 産業・雇用振興部 企業立地推進課

平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）

Ⅰ　経済の活性化 （１）地域産業の支援・創出
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）産業用地確保推進事業 1,800 産業・雇用振興部 企業立地推進課情報通信業誘致推進事業 21,250 産業・雇用振興部 企業立地推進課進出企業支援融資利子補給事業 3,770 産業・雇用振興部 地域産業課中南和振興のための産業集積地形成事業 165,200 産業・雇用振興部 企業立地推進課漢方のメッカ推進プロジェクト事業 14,846 農林部 農業水産振興課直轄道路事業費負担金 6,317,000 県土マネジメント部 道路建設課直轄道路事業費負担金（南部・東部関連分） 1,251,000 県土マネジメント部 道路建設課補助道路整備事業 5,347,170 県土マネジメント部 道路建設課補助道路整備事業（南部・東部関連分） 4,109,055 県土マネジメント部 道路建設課骨格幹線道路結節点整備事業 54,500 県土マネジメント部 道路建設課工業ゾーン創出プロジェクト事業 25,620 まちづくり推進局 都市計画室県庁エレベーターホール等木質化事業 83,386 総務部 管財課観光案内機能強化事業 18,208 観光局 観光プロモーション課まほろばキッチン内観光案内所運営事業 15,956 観光局 観光プロモーション課大型ディスプレイによる観光情報発信事業 12,123 観光局 観光プロモーション課若者誘客促進事業 1,743 観光局 観光プロモーション課観光情報サイト改修事業 17,950 観光局 観光プロモーション課首都圏情報発信プロジェクト事業 102,550 観光局 観光プロモーション課（仮称）「外国人観光客交流館」整備事業 257,000 観光局 観光プロモーション課（仮称）「外国人観光客交流館」運営事業 135,431 観光局 観光プロモーション課多言語案内表示推進事業 2,122 観光局 観光プロモーション課ならWi-Fiスポット設置促進プロジェクト事業 7,852 観光局 観光プロモーション課外国人観光客おもてなしプロジェクト事業 48,771 観光局 観光プロモーション課奈良公園観光地域活性化特区通訳案内士等養成事業 8,223 観光局 観光プロモーション課外国人観光客向け観光情報ツール作成事業 40,345 観光局 観光プロモーション課外国人奈良宿泊促進事業 2,823 観光局 観光プロモーション課外国人観光客誘致戦略　ビジットならキャンペーン事業 18,500 観光局 観光プロモーション課外国人観光客誘致戦略　新市場開拓キャンペーン事業 123,135 観光局 観光プロモーション課海外広報媒体等を活用した観光情報発信事業 52,277 観光局 観光プロモーション課世界観光機関（UNWTO）アジア太平洋センター支援事業 10,463 観光局 観光プロモーション課国際会議開催支援事業 24,347 観光局 観光プロモーション課MICE誘致活動・ローカルサポート事業 22,362 観光局 観光プロモーション課MICE誘致促進コーディネーター設置事業 2,386 観光局 観光プロモーション課プレミアムゲストハウス宿泊促進事業 29,914 観光局 観光産業課団体旅行誘致促進事業 28,291 観光局 観光産業課修学旅行誘致促進事業 30,814 観光局 観光産業課オフシーズンの観光誘客事業 87,364 観光局 観光産業課コンベンション開催支援事業 13,100 観光局 観光産業課オフシーズンのスポーツを活用した奈良の宿泊推進事業 1,877 観光局 観光産業課奈良県ビジターズビューロー活動推進事業 1,500 観光局 観光産業課頑張るお宿に泊まる観光情報発信事業 25,380 観光局 観光産業課

（１）地域産業の支援・創出
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）奈良まほろば館情報発信事業 12,397 観光局 観光産業課奈良県ビジターズビューロー活動支援事業（一部） 25,477 観光局 観光産業課巡る奈良推進事業 30,800 観光局 ならの魅力創造課持続的観光力パワーアップ補助金 20,000 観光局 ならの魅力創造課「歩く奈良」推進事業 900 観光局 ならの魅力創造課奈良盆地周遊型ウォークルート造成事業 23,500 観光局 ならの魅力創造課「記紀・万葉プロジェクト」推進事業 9,912 観光局 ならの魅力創造課英語版「なら記紀・万葉名所図会」作成ノウハウの開発事業 8,699 観光局 ならの魅力創造課「記紀・万葉プロジェクト」広報ＰＲ事業 12,000 観光局 ならの魅力創造課日本書紀で奈良を楽しむＰＲ映像制作事業 13,000 観光局 ならの魅力創造課「なら記紀・万葉名所図会」制作事業 5,746 観光局 ならの魅力創造課「日本書紀すごろく」制作事業 7,444 観光局 ならの魅力創造課「古代歴史文化賞」連携事業 12,000 観光局 ならの魅力創造課「なら記紀・万葉」シンボルイベント開催事業 8,455 観光局 ならの魅力創造課全国高校生歴史フォーラム開催事業 1,000 観光局 ならの魅力創造課日本書紀を学ぶ事業 10,000 観光局 ならの魅力創造課「記紀・万葉でたどる奈良」紹介事業 1,997 観光局 ならの魅力創造課観光ボランティアガイドと歩く「記紀・万葉」事業 950 観光局 ならの魅力創造課「記紀・万葉」交通事業者連携事業 24,712 観光局 ならの魅力創造課「記紀・万葉」県民活動支援補助金 10,000 観光局 ならの魅力創造課ならの宿泊力強化事業 216,909 産業・雇用振興部 企業立地推進課奈良の飲食店・宿泊施設育成支援資金（宿泊施設）利子補助事業（再掲） 15,477 産業・雇用振興部 企業立地推進課被災宿泊施設利子補給事業 163 産業・雇用振興部 企業立地推進課宿泊施設整備資金（総合特区支援）利子補給事業 10,000 産業・雇用振興部 企業立地推進課宿泊施設総合支援事業 937 産業・雇用振興部 企業立地推進課奈良の飲食店・宿泊施設育成支援資金（飲食店）利子補助事業（再掲） 1,050 産業・雇用振興部 産業政策課奈良のお土産コンテスト事業 5,238 産業・雇用振興部 産業政策課なら食と農の魅力創造国際大学校６次産業化研修拠点整備事業 537,603 農林部 企画管理室地域の食と農を活かした宿泊施設等ネットワーク化推進事業 12,379 農林部 企画管理室奈良フードフェスティバル開催事業 10,000 農林部 マーケティング課眺望のいいレストラン支援事業 3,504 農林部 マーケティング課東京における県産食材レストラン開設準備事業 156,040 農林部 マーケティング課首都圏「食」と観光ＰＲフェア実施事業 18,225 農林部 マーケティング課ＪＲ奈良駅における農と林と食のＰＲ事業 5,181 農林部 マーケティング課奈良の農・林・食ＰＲモデル実施事業 4,316 農林部 マーケティング課奈良の農・林・食賑わい創出支援事業 2,000 農林部 マーケティング課ならの美しい農村景観づくり事業 16,900 農林部 農村振興課ならの農村づくり情報発信事業 3,000 農林部 農村振興課奈良県産材活用贈り物開発事業 4,140 農林部 奈良の木ブランド課県産材を利用した奈良県PRグッズ開発事業 8,165 農林部 奈良の木ブランド課森林とのふれあい推進事業 40,900 農林部 森林整備課

（２）観光の振興Ⅰ　経済の活性化
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）骨格幹線道路結節点整備事業（再掲） 54,500 県土マネジメント部 道路建設課補助交通安全施設整備事業 548,550 県土マネジメント部 道路環境課奈良中心市街地の交通対策事業 241,300 県土マネジメント部 道路環境課奈良公園交通対策事業 129,138 県土マネジメント部 道路環境課単独交通安全施設整備事業 10,000 県土マネジメント部 道路環境課花いっぱい推進事業 27,000 県土マネジメント部 道路管理課植栽景観管理推進事業 35,000 県土マネジメント部 道路管理課補助道路整備事業（南部・東部関連分） 20,000 県土マネジメント部 道路管理課奈良の河川彩りづくり事業 75,000 県土マネジメント部 河川課大門ダム景観整備事業 18,900 県土マネジメント部 河川課県営プール跡地の賑わいづくり検討事業 36,385 まちづくり推進局 地域デザイン推進課まちなみ資産と芸術を活用したまちづくり推進事業 16,882 まちづくり推進局 地域デザイン推進課奈良の彩りづくり事業 151,054 まちづくり推進局 公園緑地課馬見丘陵公園の利活用推進事業 26,391 まちづくり推進局 公園緑地課やまと花ごよみ開催事業 15,653 まちづくり推進局 公園緑地課なら民博ふるさとフェスタ開催事業 4,300 まちづくり推進局 公園緑地課奈良公園観光情報発信事業 194,684 まちづくり推進局 奈良公園室奈良公園環境整備事業 133,815 まちづくり推進局 奈良公園室奈良公園光とあかりのイベント事業 10,790 まちづくり推進局 奈良公園室なら燈花会事業 7,600 まちづくり推進局 奈良公園室奈良公園施設魅力向上事業 1,728,919 まちづくり推進局 奈良公園室奈良公園環境改善事業 201,506 まちづくり推進局 奈良公園室吉城園維持管理事業 17,430 まちづくり推進局 奈良公園室奈良の鹿保護育成事業 53,774 まちづくり推進局 奈良公園室春日山原始林の活用と保全の担い手育成事業 23,348 まちづくり推進局 奈良公園室奈良公園観光地域活性化基金事業 30,357 まちづくり推進局 奈良公園室新公会堂管理運営一体化事業 47,127 まちづくり推進局 奈良公園室新公会堂施設管理事業 9,009 まちづくり推進局 奈良公園室奈良県観光キャンペーン事業 248,920 まちづくり推進局 奈良公園室奈良公園外国人誘客促進事業 92,972 まちづくり推進局 奈良公園室平城宮跡内イベント展開事業 280,000 まちづくり推進局 平城宮跡事業推進室「大宮通りジャーナル」発行事業 2,100 まちづくり推進局 平城宮跡事業推進室平城宮跡周辺魅力向上事業 2,304,915 まちづくり推進局 平城宮跡事業推進室飛鳥・藤原地域魅力向上事業 229,515 まちづくり推進局 平城宮跡事業推進室考古学による魅力再発見事業 7,059 教育委員会 文化財保存課史跡・名勝飛鳥京跡苑池整備活用事業 30,337 教育委員会 文化財保存課奈良県プレミアム商品券発行事業 282,543 産業・雇用振興部 産業政策課市町村等プレミアム商品券発行支援事業 36,000 産業・雇用振興部 産業政策課大規模集客施設誘致可能性調査事業 5,200 産業・雇用振興部 産業政策課伝統的工芸品若手職人育成事業 1,350 産業・雇用振興部 産業政策課「奈良ブランド」開発支援事業 3,981 産業・雇用振興部 産業政策課（３）県内消費の拡大

Ⅰ　経済の活性化 （２）観光の振興
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）Ｇデザイン推進事業 3,606 産業・雇用振興部 産業政策課商工まつり・技能フェスティバル開催補助事業 3,993 産業・雇用振興部 地域産業課・雇用労政課商業活性化協働推進事業 1,000 産業・雇用振興部 産業政策課魅力あるお店づくり推進事業 1,200 産業・雇用振興部 産業政策課ＩＣＴを活用した商店街活性化調査研究事業 8,673 産業・雇用振興部 産業政策課スマホアプリを活用した商店街等への誘客促進事業 4,386 産業・雇用振興部 産業政策課ならの宿泊力強化事業（再掲） 216,909 産業・雇用振興部 企業立地推進課宿泊施設総合支援事業（再掲） 937 産業・雇用振興部 企業立地推進課奈良の飲食店・宿泊施設育成支援資金（宿泊施設）利子補助事業（再掲） 15,477 産業・雇用振興部 企業立地推進課被災宿泊施設利子補給事業（再掲） 163 産業・雇用振興部 企業立地推進課宿泊施設整備資金（総合特区支援）利子補給事業（再掲） 10,000 産業・雇用振興部 企業立地推進課奈良の飲食店・宿泊施設育成支援資金（飲食店）利子補助事業（再掲） 1,050 産業・雇用振興部 産業政策課眺望のいいレストラン支援事業（再掲） 3,504 農林部 マーケティング課農産物直売所支援事業 2,800 農林部 マーケティング課ＪＲ奈良駅における農と林と食のＰＲ事業（再掲） 5,181 農林部 マーケティング課奈良の農・林・食ＰＲモデル実施事業（再掲） 4,316 農林部 マーケティング課奈良の農・林・食賑わい創出支援事業（再掲） 2,000 農林部 マーケティング課奈良の木づかい推進事業 27,144 農林部 奈良の木ブランド課奈良県産材活用贈り物開発事業（再掲） 4,140 農林部 奈良の木ブランド課奈良県基幹公共交通ネットワーク確保事業 197,104 県土マネジメント部 地域交通課県営プール跡地の賑わいづくり検討事業（再掲） 36,385 まちづくり推進局 地域デザイン推進課県高齢者人材活用推進事業 41,602 総務部 人事課障害者雇用ビジネスモデル検討事業 11,000 健康福祉部 障害福祉課精神障害者・発達障害者雇用企業サポート事業 9,287 健康福祉部 障害福祉課なら障害者「はたらく」推進事業 36,880 健康福祉部 障害福祉課障害者職場実習促進事業 1,194 健康福祉部 障害福祉課障害者就労施設受注促進支援事業 7,989 健康福祉部 障害福祉課子育て人材確保対策事業 64,477 こども・女性局 子育て支援課女性経営者等の活躍推進事業 3,096 こども・女性局 女性支援課女性起業家販路開拓支援事業 1,774 こども・女性局 女性支援課女性の起業支援事業 2,402 こども・女性局 女性支援課女性起業家事業拡大支援事業 9,399 こども・女性局 女性支援課翻訳者養成事業 4,598 こども・女性局 女性支援課キャリアアップセミナー事業 2,249 こども・女性局 女性支援課子育て女性就職支援事業 9,880 こども・女性局 女性支援課ワーク・ライフ・バランス推進事業 651 こども・女性局 女性支援課女性の社会参加促進事業 2,794 こども・女性局 女性支援課労働市場創出対策事業 19,230 産業・雇用振興部 雇用労政課社会復帰促進就労支援事業 15,094 産業・雇用振興部 雇用労政課高等技術専門校就業支援事業 15,056 産業・雇用振興部 雇用労政課民間教育訓練施設等活用型職業訓練事業 351,885 産業・雇用振興部 雇用労政課

（３）県内消費の拡大

Ⅰ　経済の活性化
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）認定職業訓練校在職者訓練実施事業 17,818 産業・雇用振興部 雇用労政課職場定着率向上支援事業 24,927 産業・雇用振興部 雇用労政課高齢者地域就業支援事業 2,571 産業・雇用振興部 雇用労政課技能向上対策事業 23,724 産業・雇用振興部 雇用労政課離職者対策強化事業 1,233 産業・雇用振興部 雇用労政課マーケティング人材育成研修事業 5,255 産業・雇用振興部 雇用労政課多様な働き方啓発事業 1,047 産業・雇用振興部 雇用労政課在宅ビジネスマッチング支援事業 14,644 産業・雇用振興部 雇用労政課緊急雇用創出事業 12,494 産業・雇用振興部 雇用労政課緊急雇用創出対策市町村補助金 49,030 産業・雇用振興部 雇用労政課若年者正規雇用化促進事業 17,052 産業・雇用振興部 雇用労政課「奈良で働くフェア」県外大学連携事業 1,181 産業・雇用振興部 雇用労政課県内企業への就職活動準備セミナー事業 1,842 産業・雇用振興部 雇用労政課大学連携新卒者就業支援事業 642 産業・雇用振興部 雇用労政課Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職促進事業 7,095 産業・雇用振興部 雇用労政課若年者雇用対策推進事業 3,000 産業・雇用振興部 雇用労政課若年者職場実習事業 1,454 産業・雇用振興部 雇用労政課中間的就労サポート事業 5,675 産業・雇用振興部 雇用労政課制度融資（女性創業支援資金）（再掲） 3,225 産業・雇用振興部 地域産業課社員・シャイン職場づくり推進事業 4,566 産業・雇用振興部 雇用労政課育児休業取得促進事業 116,700 産業・雇用振興部 雇用労政課若年者就業実態調査事業 2,745 産業・雇用振興部 雇用労政課農業人材活用事業 1,800 農林部 地域農政課建設業人材育成事業 1,900 県土マネジメント部 建設業指導室建設技術者確保育成事業 21,329 県土マネジメント部 建設業指導室奈良県建設業支援事業 377 県土マネジメント部 建設業指導室春日山原始林の活用と保全の担い手育成事業（再掲） 23,348 まちづくり推進局 奈良公園室高校生キャリア教育総合支援事業 11,538 教育委員会 学校教育課高校生就職未内定者・離職者就職支援事業 7,193 教育委員会 学校教育課スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール事業 9,985 教育委員会 学校教育課工業高校等備品整備事業 5,672 教育委員会 学校教育課南部地域における産業と連携する教育支援事業 8,665 教育委員会 学校教育課特別支援学校職業教育等設備整備事業 2,905 教育委員会 学校教育課キャリア教育・就労支援等充実事業 3,069 教育委員会 学校教育課奈良らしい農業・農村のあり方検討事業 996 農林部 企画管理室農業委員会等連絡調整事業 99,809 農林部 企画管理室地域の食と農を活かした宿泊施設等ネットワーク化推進事業（再掲） 12,379 農林部 企画管理室農業研究開発センター整備事業 3,847,398 農林部 企画管理室なら食と農の魅力創造国際大学校６次産業化研修拠点整備事業（再掲） 537,603 農林部 企画管理室食と農の拠点施設周辺の彩りづくり事業 9,997 農林部 企画管理室奈良フードフェスティバル開催事業（再掲） 10,000 農林部 マーケティング課

Ⅰ　経済の活性化
（４）雇用対策の推進

（５）農林業の振興
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）農業の６次産業化支援事業 126,400 農林部 マーケティング課農産物直売所支援事業（再掲） 2,800 農林部 マーケティング課眺望のいいレストラン支援事業（再掲） 3,504 農林部 マーケティング課首都圏での大和野菜等販路開拓事業 9,272 農林部 マーケティング課東京における県産食材レストラン開設準備事業（再掲） 156,040 農林部 マーケティング課首都圏「食」と観光ＰＲフェア実施事業（再掲） 18,225 農林部 マーケティング課食と農のプロモーション事業 2,578 農林部 マーケティング課ＪＲ奈良駅における農と林と食のＰＲ事業（再掲） 5,181 農林部 マーケティング課奈良の農・林・食ＰＲモデル実施事業（再掲） 4,316 農林部 マーケティング課奈良の農・林・食賑わい創出支援事業（再掲） 2,000 農林部 マーケティング課地産地消推進事業（奈良の「美味しい食」コーディネート） 4,170 農林部 マーケティング課奈良県産農産物を家庭で食べよう推進事業 1,500 農林部 マーケティング課首都圏における県産農産物評価向上支援事業 19,534 農林部 マーケティング課地域資源活用加工品デザイン向上事業 1,500 農林部 マーケティング課奈良の農産品海外販路開拓検討事業 2,000 農林部 マーケティング課野菜価格安定対策事業 8,511 農林部 農業水産振興課農業生産総合推進対策事業 72,300 農林部 農業水産振興課米政策改革推進対策事業 14,332 農林部 農業水産振興課経営所得安定対策直接支払推進事業 84,000 農林部 農業水産振興課水稲に代わる高生産性作物導入推進事業 2,000 農林部 農業水産振興課環境保全型農業直接支払事業 6,405 農林部 農業水産振興課チャレンジ品目支援事業 4,194 農林部 農業水産振興課有機野菜等生産拡大事業 1,410 農林部 農業水産振興課漢方のメッカ推進プロジェクト事業（再掲） 14,846 農林部 農業水産振興課奈良らしい地域ビジネス促進事業 600 農林部 農業水産振興課リーディング品目支援事業 9,135 農林部 農業水産振興課鳥獣被害防止対策事業 208,184 農林部 農業水産振興課強みのある産地育成事業 3,750 農林部 農業水産振興課奈良県農畜水産物ブランド認証推進事業 2,800 農林部 農業水産振興課シーズ創出型研究開発事業 7,071 農林部 農業水産振興課新品種・優良系統育成事業 4,739 農林部 農業水産振興課加工商品開発研究事業 8,713 農林部 農業水産振興課革新的生産技術開発事業 5,957 農林部 農業水産振興課高度な研究を支える人材養成事業 1,035 農林部 農業水産振興課研究企画推進事業 577 農林部 農業水産振興課河川漁業増殖奨励事業 4,400 農林部 農業水産振興課カワウ食害防止対策事業 256 農林部 農業水産振興課やまとの鮎生産拡大事業 2,130 農林部 農業水産振興課観賞魚疾病対策事業 400 農林部 農業水産振興課渓流魚ゾーニング管理事業 1,300 農林部 農業水産振興課養魚施設整備事業 5,000 農林部 農業水産振興課

Ⅰ　経済の活性化 （５）農林業の振興
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）農業共済団体基盤強化事業 4,000 農林部 農業経済課大和畜産ブランド推進事業 1,462 農林部 畜産課肉畜生産農家出荷体制支援事業 4,448 農林部 畜産課稲わらの有効活用による資源循環型畜産推進事業 1,000 農林部 畜産課県産ハチミツ生産拡大事業 800 農林部 畜産課ブランド認証制度確立に向けた大和牛品質向上事業 1,405 農林部 畜産課奈良県食肉公社運営補助金 338,894 農林部 畜産課飼料米や未利用資源を使った肉質向上事業 752 農林部 畜産課次世代大和肉鶏造成事業 1,423 農林部 畜産課家畜排せつ物利用技術開発事業 621 農林部 畜産課「史跡の草で育った奈良の牛」プロジェクト事業 860 農林部 畜産課農業人材活用事業（再掲） 1,800 農林部 地域農政課障害者農業チャレンジ推進事業 100 農林部 地域農政課農業振興地域整備基本方針改訂事業 728 農林部 地域農政課農業近代化資金等の貸付指導並びに利子補給等事業 3,787 農林部 地域農政課新規就農者生活安定支援資金利子補給等事業 459 農林部 地域農政課農福連携資金利子補給事業 506 農林部 地域農政課経営体育成支援事業 100,400 農林部 地域農政課奈良の意欲ある担い手支援事業 3,800 農林部 地域農政課農業新規参入者支援事業 9,359 農林部 地域農政課中山間地域等直接支払事業 276,204 農林部 地域農政課農業制度資金保証制度円滑化対策事業 404 農林部 地域農政課多面的機能支払事業 315,316 農林部 地域農政課地域農業担い手確保支援事業 6,409 農林部 地域農政課新規就農者確保事業 240,631 農林部 地域農政課耕作放棄地景観向上促進事業 468 農林部 地域農政課耕作放棄地再生活用モデル事業 2,000 農林部 地域農政課農業女子力アップ事業 4,196 農林部 地域農政課地籍調査事業 217,815 農林部 地域農政課農地マネジメント推進事業 211,488 農林部 地域農政課奈良県農地中間管理事業等推進基金造成事業 108,366 農林部 地域農政課大和平野土地改良事業管理費補助金 94,500 農林部 農村振興課国営造成施設管理体制整備促進事業 2,954 農林部 農村振興課奈良らしい農村基盤モデル事業 32,041 農林部 農村振興課農村資源を活用した地域づくり事業 6,900 農林部 農村振興課ならの農村づくり情報発信事業（再掲） 3,000 農林部 農村振興課ならの美しい農村景観づくり事業（再掲） 16,900 農林部 農村振興課田園まるごと歴史空間整備事業 35,000 農林部 農村振興課農村資源エネルギー支援事業 43,800 農林部 農村振興課田んぼの機能活用促進事業 3,900 農林部 農村振興課農業水利施設他目的活用検討事業 10,000 農林部 農村振興課

Ⅰ　経済の活性化 （５）農林業の振興
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）国営総合農地防災事業費負担金 95,662 農林部 農村振興課国営総合農地開発事業費負担金 13,494 農林部 農村振興課林業機械化推進事業 10,758 農林部 林業振興課林業労働者退職金共済制度推進事業 8,100 農林部 林業振興課林業労働安全衛生総合対策事業 2,297 農林部 林業振興課奈良県林業基金事業推進費 11,975 農林部 林業振興課県有林造成事業 54,344 農林部 林業振興課施業提案体制整備事業 13,180 農林部 林業振興課森林整備地域活動支援事業 71,128 農林部 林業振興課県産材生産促進事業 54,250 農林部 林業振興課奈良県木材生産推進事業 423,082 農林部 林業振興課森林環境教育推進事業 339 農林部 林業振興課シイタケ原木導入費支援事業 800 農林部 林業振興課市町村森林所有者情報整備事業 2,100 農林部 林業振興課奈良の木づかい研究事業 2,658 農林部 林業振興課森林技術センター研究機能高度化事業 5,184 農林部 林業振興課県産材首都圏販路拡大事業 14,041 農林部 奈良の木ブランド課木質バイオマス実証実験事業 16,932 農林部 奈良の木ブランド課新たな県産木材製品開発事業 1,869 農林部 奈良の木ブランド課奈良県産材活用贈り物開発事業（再掲） 4,140 農林部 奈良の木ブランド課県産材を利用した奈良県PRグッズ開発事業（再掲） 8,165 農林部 奈良の木ブランド課林産業活性化促進支援事業 2,137 農林部 奈良の木ブランド課奈良の木づかい推進事業（再掲） 27,144 農林部 奈良の木ブランド課奈良の木の匠養成事業 1,601 農林部 奈良の木ブランド課奈良の木利用拡大検討委員会運営事業 2,100 農林部 奈良の木ブランド課建築物木造木質化推進事業 384,552 農林部 奈良の木ブランド課森林環境教育推進事業 10,845 農林部 奈良の木ブランド課奈良県産材住宅普及推進事業 6,810 農林部 奈良の木ブランド課奈良の木オフィス家具開発・導入事業 5,603 農林部 奈良の木ブランド課木材産業競争力強化事業 3,000 農林部 奈良の木ブランド課（仮称）奈良の木大学開講事業 4,000 農林部 奈良の木ブランド課「奈良の木PR BOOK」作成事業 4,041 農林部 奈良の木ブランド課木材加工流通施設整備事業 97,222 農林部 奈良の木ブランド課奈良の木ツーリズム推進事業 2,900 農林部 奈良の木ブランド課奈良の木づかい運動推進事業 17,700 農林部 奈良の木ブランド課海外マーケットリサーチ事業 2,000 農林部 奈良の木ブランド課森林環境保全基金造成事業 358,046 農林部 森林整備課里山づくり推進事業 29,200 農林部 森林整備課「山と川の月間」遊びと感謝の体験事業 30,060 農林部 森林整備課森林環境教育推進事業 14,017 農林部 森林整備課森林病害虫等防除事業 5,344 農林部 森林整備課

Ⅰ　経済の活性化 （５）農林業の振興
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）ナラ枯れ防除効果調査事業 2,500 農林部 森林整備課森林とのふれあい推進事業（再掲） 40,900 農林部 森林整備課森林生態系保全事業 39,288 農林部 森林整備課鳥獣被害防除事業 21,632 農林部 森林整備課森林環境管理制度導入検討事業 6,000 農林部 森林整備課施業放置林解消活動推進事業 10,000 農林部 森林整備課なら健康長寿基本計画推進事業 25,455 健康福祉部 健康づくり推進課なら健康長寿基本計画にかかる健康指標調査分析事業 11,030 健康福祉部 健康づくり推進課健康寿命を延長する取組推進モデル事業 33,029 健康福祉部 健康づくり推進課「スマホ」を活用した健康づくり取組検討事業 8,500 健康福祉部 健康づくり推進課健康ステーション設置促進事業 23,856 健康福祉部 健康づくり推進課特定健診受診率等向上事業 1,224 健康福祉部 健康づくり推進課食育推進事業 12,198 健康福祉部 健康づくり推進課県内大学生が創る奈良の食育未来事業 3,289 健康福祉部 健康づくり推進課たばこ対策推進事業 3,718 健康福祉部 健康づくり推進課歯科保健推進事業 2,290 健康福祉部 健康づくり推進課介護予防市町村等支援事業 1,808 健康福祉部 健康づくり推進課健康増進普及推進事業 48,104 健康福祉部 健康づくり推進課がん検診推進事業 8,649 健康福祉部 健康づくり推進課後期高齢者医療広域連合機能強化支援事業 13,700 健康福祉部 保険指導課マイ健康カード導入検討事業 29,000 医療政策部 病院マネジメント課自殺対策緊急強化事業 28,013 医療政策部 保健予防課薬局を活用した健康情報拠点推進事業 5,091 医療政策部 薬務課児童生徒の自殺対策事業 4,341 教育委員会 生徒指導支援室スーパー食育スクール事業 6,258 教育委員会 保健体育課がんの教育総合支援事業 911 教育委員会 保健体育課奈良県救急医療管制システム（ｅ－ＭＡＴＣＨ）事業 50,848 知事公室 消防救急課がん検診推進事業（再掲） 8,649 健康福祉部 健康づくり推進課奈良県総合医療センター建替整備事業（一部特別会計） 6,949,247 医療政策部 新奈良病院建設室西和医療センターの今後のあり方検討事業 6,000 医療政策部 病院マネジメント課奈良県立病院機構運営費交付金（特別会計） 1,699,902 医療政策部 病院マネジメント課奈良県立病院機構整備費貸付金（特別会計） 650,000 医療政策部 病院マネジメント課奈良県立病院機構補助事業 11,000 医療政策部 病院マネジメント課病院事業費特別会計への補助金 1,171,989 医療政策部 病院マネジメント課公立大学法人奈良県立医科大学運営費交付金（特別会計） 1,975,616 医療政策部 病院マネジメント課県立医科大学中期目標達成促進補助金（特別会計） 675,364 医療政策部 病院マネジメント課県立医科大学附属病院整備事業（特別会計） 7,263,700 医療政策部 病院マネジメント課公立大学法人奈良県立医科大学整備費貸付金（特別会計） 1,256,000 医療政策部 病院マネジメント課南和地域公立病院新体制整備支援事業 3,847,507 医療政策部 病院マネジメント課奈良県救急安心センター運営事業 94,118 医療政策部 地域医療連携課小児救急医療輪番体制運営事業 52,070 医療政策部 地域医療連携課

Ⅰ　経済の活性化

Ⅱ　くらしの向上
（１）健康づくりの推進

（５）農林業の振興

（２）医療の充実
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）小児救急医療支援事業 28,144 医療政策部 地域医療連携課ドクターヘリ共同利用事業 9,870 医療政策部 地域医療連携課ドクターヘリ導入検討事業 1,218 医療政策部 地域医療連携課産婦人科一次救急医療体制緊急整備事業 74,882 医療政策部 地域医療連携課産科医療体制支援事業 28,457 医療政策部 地域医療連携課周産期母子医療センター運営事業 74,901 医療政策部 地域医療連携課周産期救急患者受入体制強化事業 11,812 医療政策部 地域医療連携課災害急性期医療体制構築事業 8,623 医療政策部 地域医療連携課医療施設耐震化促進事業 2,412,441 医療政策部 地域医療連携課医療施設防災対策推進事業 149,315 医療政策部 地域医療連携課がん診療連携推進事業 69,669 医療政策部 保健予防課放射線治療専門従事者育成事業 38,300 医療政策部 保健予防課ならのがん地域医療連携事業 1,071 医療政策部 保健予防課がん患者に対する口腔ケア対策支援事業 3,859 医療政策部 保健予防課がん医療提供体制整備事業 121,302 医療政策部 保健予防課ならのがん対策推進事業 6,498 医療政策部 保健予防課ならのがん登録推進事業 10,876 医療政策部 保健予防課在宅医療連携体制構築事業 67,200 医療政策部 地域医療連携課在宅医療人材育成・普及啓発事業 18,000 医療政策部 地域医療連携課無歯科医地区等受療動向実態調査事業 1,889 医療政策部 地域医療連携課医療施設整備事業費補助金 9,154 医療政策部 地域医療連携課重要疾患医療機能収集分析事業 43,000 医療政策部 地域医療連携課糖尿病医療連携支援事業 49,632 医療政策部 地域医療連携課救急医療連携体制構築事業 5,055 医療政策部 地域医療連携課在宅患者訪問薬剤師育成事業 631 医療政策部 薬務課地域医療ビジョン策定事業 40,199 医療政策部 地域医療連携課地域医療・介護連携ＩＣＴ導入検討事業 53,595 医療政策部 地域医療連携課健康・医療情報提供事業 4,000 医療政策部 地域医療連携課へき地診療所医師確保支援事業 8,391 医療政策部 地域医療連携課へき地診療所整備事業 6,969 医療政策部 地域医療連携課へき地歯科医療施設整備事業 8,764 医療政策部 地域医療連携課自治医科大学運営費負担金 131,200 医療政策部 医師・看護師確保対策室へき地勤務医師確保推進事業 2,553 医療政策部 医師・看護師確保対策室地域医療支援センター事業 4,700 医療政策部 医師・看護師確保対策室医師確保推進事業 646 医療政策部 医師・看護師確保対策室医師配置システム運営事業 29,172 医療政策部 医師・看護師確保対策室医師確保修学資金貸付金 276,525 医療政策部 医師・看護師確保対策室臨床研修医確保推進事業 4,467 医療政策部 医師・看護師確保対策室女性医師応援事業 2,593 医療政策部 医師・看護師確保対策室働きやすい勤務形態支援事業 8,596 医療政策部 医師・看護師確保対策室総合診療専門医等認定支援事業 3,268 医療政策部 医師・看護師確保対策室

Ⅱ　くらしの向上 （２）医療の充実
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）看護師等修学資金貸付金 49,064 医療政策部 医師・看護師確保対策室看護師等養成所運営費補助事業 109,469 医療政策部 医師・看護師確保対策室実習指導者講習会事業 2,141 医療政策部 医師・看護師確保対策室看護教員継続研修事業 1,120 医療政策部 医師・看護師確保対策室ナースセンター事業 5,036 医療政策部 医師・看護師確保対策室新人看護職員卒後研修事業 19,745 医療政策部 医師・看護師確保対策室中堅看護職員スキルアップ研修事業 604 医療政策部 医師・看護師確保対策室看護師キャリアアップ支援事業 10,000 医療政策部 医師・看護師確保対策室訪問看護推進事業 1,200 医療政策部 医師・看護師確保対策室病院内保育所運営費補助事業 127,371 医療政策部 医師・看護師確保対策室看護職員メンタル相談事業 5,000 医療政策部 医師・看護師確保対策室看護補助者活用推進事業 314 医療政策部 医師・看護師確保対策室医療勤務環境改善支援センター事業 3,750 医療政策部 医師・看護師確保対策室保健師ネットワーク強化推進事業 1,331 医療政策部 保健予防課エイズ対策事業 1,922 医療政策部 保健予防課感染症予防対策事業 15,159 医療政策部 保健予防課新型インフルエンザ対策事業 2,806 医療政策部 保健予防課健康危機管理対策事業 1,175 医療政策部 保健予防課肝炎対策事業 216,549 医療政策部 保健予防課風しん予防対策事業 2,563 医療政策部 保健予防課無承認無許可医薬品検査等対策強化事業 1,098 医療政策部 薬務課将来、パパやママになりたいあなたへ事業 4,672 医療政策部 保健予防課不妊に悩む方への特定治療支援事業 184,650 医療政策部 保健予防課小さな命の“もしも”事業 2,660 医療政策部 保健予防課小児在宅医療支援ネットワーク推進事業 1,544 医療政策部 保健予防課特定疾患治療研究事業 1,690,261 医療政策部 保健予防課小児慢性特定疾患治療研究事業 339,905 医療政策部 保健予防課重症難病患者在宅療養サポート事業 9,219 医療政策部 保健予防課ハンセン病対策事業 2,973 医療政策部 保健予防課精神保健指定医鑑定事業 3,299 医療政策部 保健予防課精神科救急医療システム運営事業 50,270 医療政策部 保健予防課夜間休日移送体制事業 33,619 医療政策部 保健予防課認知症疾患医療センター運営事業 9,960 医療政策部 保健予防課補助道路整備事業（再掲） 459,120 県土マネジメント部 道路建設課新奈良県総合医療センター整備関連事業 10,500 県土マネジメント部 河川課補助街路事業 1,067,950 まちづくり推進局 地域デザイン推進課新奈良県総合医療センターアクセス整備推進事業費補助金 91 まちづくり推進局 地域デザイン推進課強度行動障害支援者養成研修事業 2,000 健康福祉部 障害福祉課サービス等利用計画等作成支援事業 3,200 健康福祉部 障害福祉課高次脳機能障害支援事業 18,860 健康福祉部 障害福祉課障害児地域療育体制整備事業 20,400 健康福祉部 障害福祉課

Ⅱ　くらしの向上 （２）医療の充実

（３）福祉の充実
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）発達障害者支援事業 27,646 健康福祉部 障害福祉課障害者相談支援体制整備事業 20,000 健康福祉部 障害福祉課自立支援給付事業 4,950,706 健康福祉部 障害福祉課難聴児補聴器購入助成事業 708 健康福祉部 障害福祉課障害者福祉施設整備事業 157,864 健康福祉部 障害福祉課市町村地域生活支援事業 255,500 健康福祉部 障害福祉課障害者グループホーム等整備事業 88,200 健康福祉部 障害福祉課県立障害福祉施設（登美学園・筒井寮）建替整備事業 31,661 健康福祉部 障害福祉課（仮称）障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会をつくる奈良県条例推進事業 8,000 健康福祉部 障害福祉課障害者スポーツ振興事業 20,238 健康福祉部 障害福祉課障害者権利擁護支援事業 1,822 健康福祉部 障害福祉課重症心身障害児・者医療ケア推進事業 17,640 健康福祉部 障害福祉課重症心身障害児・者在宅医療支援事業 9,600 健康福祉部 障害福祉課障害者医療給付事業 504,679 健康福祉部 障害福祉課介護職員等によるたん吸引等実施研修等事業 2,992 健康福祉部 障害福祉課奈良県心身障害者歯科衛生診療所設備整備事業 6,707 健康福祉部 障害福祉課障害児施設運営費 395,578 健康福祉部 障害福祉課障害児通所給付事業 614,607 健康福祉部 障害福祉課障害者雇用ビジネスモデル検討事業（再掲） 11,000 健康福祉部 障害福祉課精神障害者・発達障害者雇用企業サポート事業（再掲） 9,287 健康福祉部 障害福祉課なら障害者「はたらく」推進事業（再掲） 36,880 健康福祉部 障害福祉課障害者職場実習促進事業（再掲） 1,194 健康福祉部 障害福祉課優先調達推進事業 6,100 健康福祉部 障害福祉課工賃向上推進事業 6,249 健康福祉部 障害福祉課奈良県庁障害者就労支援推進事業 1,200 健康福祉部 障害福祉課障害者スポーツ・アート交流事業 12,000 健康福祉部 障害福祉課支えあい県民参加推進事業 7,500 健康福祉部 障害福祉課障害者就労施設受注促進支援事業（再掲） 7,989 健康福祉部 障害福祉課高齢者スポーツ文化交流大会開催事業 4,500 健康福祉部 長寿社会課シニア地域貢献活動実践者養成講座開催事業 1,700 健康福祉部 長寿社会課奈良県シニア短歌・俳句大会開催事業 2,000 健康福祉部 長寿社会課高齢者生きがいワーク支援事業 2,280 健康福祉部 長寿社会課長寿社会推進事業 10,376 健康福祉部 長寿社会課県老人クラブ連合会活動推進事業 6,156 健康福祉部 長寿社会課老人クラブ活動助成事業 22,649 健康福祉部 長寿社会課市町村老人クラブ連合会活動促進事業 9,629 健康福祉部 長寿社会課老人福祉施設整備事業 368,500 健康福祉部 長寿社会課介護サービス基盤整備事業 424,321 健康福祉部 長寿社会課介護サービス事業者等ポータルサイト運営事業 1,500 健康福祉部 長寿社会課介護サービス情報の公表制度実施事業 15,253 健康福祉部 長寿社会課介護給付費負担金等 14,907,147 健康福祉部 長寿社会課

Ⅱ　くらしの向上 （３）福祉の充実
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）低所得者介護保険料軽減強化負担金 391,286 健康福祉部 長寿社会課介護事業者支援事業 5,310 健康福祉部 長寿社会課軽費老人ホーム運営費助成事業 548,061 健康福祉部 長寿社会課介護サービス向上検討会設置運営事業 433 健康福祉部 長寿社会課高齢者福祉職場における看護職員確保支援事業 1,500 健康福祉部 長寿社会課介護職員等によるたん吸引等実施支援事業 5,468 健康福祉部 長寿社会課介護給付適正化広域連携強化事業 1,000 健康福祉部 長寿社会課介護保険制度改正周知理解促進事業 1,378 健康福祉部 長寿社会課在宅療養におけるレスパイト支援体制充実事業 3,000 健康福祉部 長寿社会課地域密着型サービス普及促進事業 2,683 健康福祉部 長寿社会課訪問看護利用円滑化支援事業 1,500 健康福祉部 長寿社会課市町村地域包括ケア推進事業 60,020 健康福祉部 地域包括ケア推進室地域包括ケア推進支援チーム運営事業 6,573 健康福祉部 地域包括ケア推進室「健康長寿まちづくり検討会議」運営事業 1,111 健康福祉部 地域包括ケア推進室地域包括支援センター機能強化事業 3,800 健康福祉部 地域包括ケア推進室地域支援事業交付金 375,000 健康福祉部 地域包括ケア推進室生活支援コーディネーター養成事業 2,176 健康福祉部 地域包括ケア推進室成年後見制度推進事業 2,500 健康福祉部 地域包括ケア推進室認知症の人と家族にやさしい地域づくり推進事業 2,160 健康福祉部 地域包括ケア推進室新たな認知症施策推進事業 8,200 健康福祉部 地域包括ケア推進室認知症介護専門職支援事業 3,012 健康福祉部 地域包括ケア推進室認知症にかかる医療体制の充実強化事業 1,870 健康福祉部 地域包括ケア推進室地域で暮らし続けるための仕組みづくり事業 1,000 健康福祉部 地域包括ケア推進室新たな地域の絆づくり事業 3,448 健康福祉部 地域福祉課運営適正化委員会設置運営事業 7,334 健康福祉部 地域福祉課日常生活自立支援事業 19,681 健康福祉部 地域福祉課民生委員関係事業 85,200 健康福祉部 地域福祉課地域生活定着支援事業 25,000 健康福祉部 地域福祉課地域保健福祉活動振興事業 2,000 健康福祉部 地域福祉課パーキングパーミット推進事業 3,950 健康福祉部 地域福祉課福祉・介護人材確保・定着総合推進事業 33,135 健康福祉部 地域福祉課福祉人材センター運営事業 7,750 健康福祉部 地域福祉課外国人介護福祉士受入支援事業 4,785 健康福祉部 地域福祉課生活保護費事業 6,009,917 健康福祉部 地域福祉課生活困窮者自立支援対策事業 66,688 健康福祉部 地域福祉課国民健康保険財政調整交付金事業 7,508,000 健康福祉部 保険指導課国民健康保険基盤安定化事業 4,759,000 健康福祉部 保険指導課国民健康保険高額医療費共同事業財政助成事業 820,000 健康福祉部 保険指導課国民健康保険特定健康診査・特定保健指導負担金事業 161,181 健康福祉部 保険指導課奈良県市町村国民健康保険のあり方検討事業 3,239 健康福祉部 保険指導課後期高齢者医療給付事業 13,016,000 健康福祉部 保険指導課

Ⅱ　くらしの向上 （３）福祉の充実

14



大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）後期高齢者医療保険基盤安定化事業 2,199,000 健康福祉部 保険指導課後期高齢者医療財政安定化基金事業 568,248 健康福祉部 保険指導課子ども医療費助成事業 734,000 健康福祉部 保険指導課心身障害者医療費助成事業 688,000 健康福祉部 保険指導課ひとり親家庭等医療費助成事業 306,000 健康福祉部 保険指導課重度心身障害老人等医療費助成事業 442,000 健康福祉部 保険指導課精神障害者医療費助成事業 2,220,885 医療政策部 保健予防課精神障害者地域医療推進体制整備事業 6,158 医療政策部 保健予防課精神障害者家族相談支援事業 166 医療政策部 保健予防課鉄道駅バリアフリー整備事業 75,210 県土マネジメント部 地域交通課次世代育成支援対策推進事業 49,992 こども・女性局 子育て支援課若者のライフデザインサポート事業 4,883 こども・女性局 子育て支援課　「地域のみんなで支える結婚・子育て」協働推進事業 13,120 こども・女性局 子育て支援課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 10,000 こども・女性局 子育て支援課市町村子育て家庭支援充実事業 2,405 こども・女性局 子育て支援課児童手当の給付 3,326,338 こども・女性局 子育て支援課安心子育て支援対策事業 982,100 こども・女性局 子育て支援課子育て人材確保対策事業（再掲） 64,477 こども・女性局 子育て支援課保育所委託費負担金 1,762,886 こども・女性局 子育て支援課認定こども園施設型給付費負担金 141,185 こども・女性局 子育て支援課地域型保育給付費負担金 93,648 こども・女性局 子育て支援課要支援児保育促進事業費補助事業 68,257 こども・女性局 子育て支援課地域子ども・子育て支援事業 623,762 こども・女性局 子育て支援課・こども家庭課奈良県幼保連携型認定こども園審議会運営事業 400 こども・女性局 子育て支援課保育料軽減事業 201,636 こども・女性局 子育て支援課奈良県放課後子ども総合プラン推進事業 9,407 こども・女性局 子育て支援課放課後児童健全育成事業費補助事業 776,054 こども・女性局 子育て支援課放課後児童クラブ施設整備費補助事業 116,368 こども・女性局 子育て支援課児童館施設整備費補助金 1,876 こども・女性局 子育て支援課児童扶養手当の給付 1,102,199 こども・女性局 子育て支援課母子寡婦父子福祉資金貸付事業（母子父子寡婦特会） 149,400 こども・女性局 こども家庭課母子家庭等自立支援対策事業 28,673 こども・女性局 こども家庭課児童委員活動推進費 65,475 こども・女性局 こども家庭課子どもの貧困対策計画策定事業 4,854 こども・女性局 こども家庭課子どもの「心と学び」サポート事業 25,580 こども・女性局 こども家庭課児童虐待防止支援事業 12,691 こども・女性局 こども家庭課児童虐待防止推進事業 8,647 こども・女性局 こども家庭課家族再統合支援事業 1,542 こども・女性局 こども家庭課子どもの「自立」サポート事業 7,750 こども・女性局 こども家庭課児童養護施設等児童保護措置費 1,581,729 こども・女性局 こども家庭課児童家庭支援センター運営事業 16,492 こども・女性局 こども家庭課

（３）福祉の充実

（４）こども・女性支援の充実
Ⅱ　くらしの向上

15



大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）児童養護施設等キャリアアップ事業 300 こども・女性局 こども家庭課女性相談対策事業 26,405 こども・女性局 こども家庭課DV相談支援事業 364 こども・女性局 こども家庭課DV予防啓発事業 351 こども・女性局 女性支援課女性の社会参加促進事業（再掲） 2,794 こども・女性局 女性支援課女性の輝く社会づくり推進事業 2,491 こども・女性局 女性支援課キャリアアップセミナー事業（再掲） 2,249 こども・女性局 女性支援課女性経営者等の活躍推進事業（再掲） 3,096 こども・女性局 女性支援課女性起業家販路開拓支援事業（再掲） 1,774 こども・女性局 女性支援課女性の起業支援事業（再掲） 2,402 こども・女性局 女性支援課女性起業家事業拡大支援事業（再掲） 9,399 こども・女性局 女性支援課翻訳者養成事業（再掲） 4,598 こども・女性局 女性支援課子育て女性就職支援事業（再掲） 9,880 こども・女性局 女性支援課未来の有権者選挙体験支援事業 460 地域振興部 市町村振興課大学生選挙フォーラム開催事業 555 地域振興部 市町村振興課大学との連携事業 20,590 地域振興部 地域政策課産・学・官コーディネーター交流促進事業 1,310 地域振興部 地域政策課教育政策推進事業 10,625 地域振興部 教育振興課就学前教育調査研究事業 5,000 地域振興部 教育振興課スクールカウンセラー等配置促進事業 9,000 地域振興部 教育振興課いじめ防止対策推進法に係る協議会等運営事業 2,067 地域振興部 教育振興課私立学校教育経常費補助金 5,376,252 地域振興部 教育振興課私立幼稚園教育経常費補助金 1,175,438 地域振興部 教育振興課心身障害児教育振興費補助金 50,176 地域振興部 教育振興課私立幼稚園園庭芝生化促進事業 84,000 地域振興部 教育振興課幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業 10,000 地域振興部 教育振興課私立専修学校教育振興費補助金 67,163 地域振興部 教育振興課私立専修学校高等課程授業料軽減補助金 1,971 地域振興部 教育振興課授業料減免事業補助金 1,800 地域振興部 教育振興課私立高等学校授業料軽減補助金 116,098 地域振興部 教育振興課教育改革推進特別経費補助金 22,300 地域振興部 教育振興課私立高等学校等就学支援事業 2,286,641 地域振興部 教育振興課家計急変世帯に対する授業料支援事業 600 地域振興部 教育振興課学び直しへの支援事業（私立学校） 5,200 地域振興部 教育振興課私立学校奨学のための給付金支給事業 120,688 地域振興部 教育振興課私立学校耐震化緊急促進事業費補助金 200,000 地域振興部 教育振興課その他の私学関係補助 213,394 地域振興部 教育振興課公立大学法人奈良県立大学評価委員会等運営事業 3,504 地域振興部 教育振興課公立大学法人奈良県立大学運営事業 354,885 地域振興部 教育振興課県立大学改修事業 143,800 地域振興部 教育振興課県立大学地域開放施設整備事業 154,600 地域振興部 教育振興課

（４）こども・女性支援の充実

Ⅱ　くらしの向上
（５）学びの支援
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）県立大学整備事業 340,000 地域振興部 教育振興課（仮称）奈良県国際芸術家村基本構想策定事業 17,213 地域振興部 教育振興課京都大学との連携事業 594 地域振興部 教育振興課子どもと大人でつくる地域のつながり事業 2,600 くらし創造部 青少年・生涯学習課青少年社会的自立支援事業 10,945 くらし創造部 青少年・生涯学習課フィルタリングサービス利用促進事業 891 くらし創造部 青少年・生涯学習課世界スカウトジャンボリー交流事業補助金 1,000 くらし創造部 青少年・生涯学習課野外活動センター自然・食文化体験事業 1,617 くらし創造部 青少年・生涯学習課野外活動センター主催事業 393 くらし創造部 青少年・生涯学習課森林環境教育体験学習推進事業 737 くらし創造部 青少年・生涯学習課不登校児童生徒の居場所づくり事業 4,161 教育委員会 教育研究所教職大学院との連携による若手教員育成研修システム開発事業 2,684 教育委員会 教育研究所学びの可能性を広げるＩＣＴ活用指導力パワーアップ事業 22,090 教育委員会 教育研究所地域の特別支援教育力向上のためのモデル事業 828 教育委員会 教育研究所初任者研修の実施 192,256 教育委員会 教育研究所へき地教育におけるＩＣＴを活用した実証研究事業 3,993 教育委員会 教育研究所公立高等学校等就学支援事業 1,740,201 教育委員会 学校支援課国公立の高校生等奨学給付金支給事業 319,769 教育委員会 学校支援課学び直しへの支援事業 578 教育委員会 学校支援課高等学校等奨学金貸与事業 221,693 教育委員会 学校支援課育成奨学金貸付事業（奈良県育成奨学金貸付金特別会計） 208,686 教育委員会 学校支援課高等学校等耐震化事業 844,499 教育委員会 学校支援課高等学校大規模改造事業 410,179 教育委員会 学校支援課高等学校その他整備事業 220,075 教育委員会 学校支援課特別支援学校耐震化事業 245,491 教育委員会 学校支援課特別支援学校その他整備事業 74,001 教育委員会 学校支援課地域の教育力を支える教員の養成事業 1,109 教育委員会 教職員課いのちの教育実践研究発表会 553 教育委員会 学校教育課奈良県学力・学習状況調査事業 25,400 教育委員会 学校教育課学力向上フロンティアプロジェクト事業 2,403 教育委員会 学校教育課理科の観察・実験指導等に関する研究協議実施事業 330 教育委員会 学校教育課ＥＳＤ推進プログラム事業 1,656 教育委員会 学校教育課奈良グローバル人材育成事業 16,000 教育委員会 学校教育課遠距離児童生徒通学費補助事業 10,023 教育委員会 学校教育課被災児童生徒就学等支援事業 1,371 教育委員会 学校教育課英語指導力向上事業 4,983 教育委員会 学校教育課特別支援学校適正化推進事業 700 教育委員会 学校教育課特別支援学校機能強化事業 1,644 教育委員会 学校教育課特別支援教育専門家（看護師等）配置事業 13,493 教育委員会 学校教育課特別支援学校過密解消施設等整備事業 58,472 教育委員会 学校教育課特別支援学校児童生徒就学奨励費 147,327 教育委員会 学校教育課

Ⅱ　くらしの向上 （５）学びの支援
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）キャリアデザイン科充実事業 1,256 教育委員会 学校教育課工業高校等における設備整備事業 8,781 教育委員会 学校教育課調理実習室の設備整備事業 12,000 教育委員会 学校教育課県立学校教育の情報化推進事業 320,423 教育委員会 学校教育課県立学校ネットワーク整備事業 105,282 教育委員会 学校教育課補習等のための指導員等派遣事業 3,335 教育委員会 学校教育課森林環境教育推進事業 18,569 教育委員会 学校教育課高校生キャリア教育総合支援事業（再掲） 11,538 教育委員会 学校教育課スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール事業（再掲） 9,985 教育委員会 学校教育課工業高校等備品整備事業（再掲） 5,672 教育委員会 学校教育課南部地域における産業と連携する教育支援事業（再掲） 8,665 教育委員会 学校教育課特別支援学校職業教育等設備整備事業（再掲） 2,905 教育委員会 学校教育課キャリア教育・就労支援等充実事業（再掲） 3,069 教育委員会 学校教育課高等学校における特別支援教育支援員の配置事業 6,449 教育委員会 学校教育課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 10,000 教育委員会 学校教育課へき地教育におけるテレビ会議システムの活用事業 1,898 教育委員会 学校教育課いじめ対策推進事業 11,137 教育委員会 生徒指導支援室いじめ問題審議会・調査委員会事業 1,407 教育委員会 生徒指導支援室不登校の未然防止・早期対応及び保護者支援事業 1,650 教育委員会 生徒指導支援室「心の教育」推進事業 95,749 教育委員会 生徒指導支援室生活支援コーディネーター配置事業 7,630 教育委員会 生徒指導支援室東日本大震災被災児童生徒の心のケア事業 6,587 教育委員会 生徒指導支援室児童生徒の自殺対策事業（再掲） 4,341 教育委員会 生徒指導支援室海外青年教育交流事業 2,395 教育委員会 人権・地域教育課学校・地域パートナーシップ事業 47,139 教育委員会 人権・地域教育課県立学校における「地域と共にある学校づくり」拡充・充実支援事業 1,000 教育委員会 人権・地域教育課ならっこの明日を育む家庭教育支援事業 8,476 教育委員会 人権・地域教育課被災児童生徒就学支援事業 1,585 教育委員会 保健体育課学校保健総合支援事業 530 教育委員会 保健体育課武道等指導充実・資質向上支援事業 3,882 教育委員会 保健体育課運動部活動適正化・活性化推進プロジェクト事業 2,358 教育委員会 保健体育課特別支援学校・学校給食環境整備事業 11,478 教育委員会 保健体育課全国高校総体開催事業 438,585 教育委員会 保健体育課体力向上ホップ・ステップ・ジャンプ事業 2,654 教育委員会 保健体育課幼稚園・小学校運動場芝生化促進事業 17,831 教育委員会 保健体育課奈良県立高等学校全国募集事業 12,908 教育委員会 保健体育課文化会館チケット販売システム導入事業 1,795 地域振興部 文化振興課世界遺産登録推進事業 8,538 地域振興部 文化振興課奈良県文化セミナー開催事業 5,123 地域振興部 文化振興課アジア太平洋地域の世界遺産等文化財保護協力推進事業 35,685 地域振興部 文化振興課史跡等整備活用補助金 78,325 地域振興部 文化振興課

（５）学びの支援Ⅱ　くらしの向上

（６）文化の振興
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）世界遺産活用連携事業 524 地域振興部 文化振興課奈良県大芸術祭開催事業 70,000 地域振興部 文化振興課新たな文化活動チャレンジ補助金 25,414 地域振興部 文化振興課ムジークフェストなら2015開催事業 133,600 地域振興部 文化振興課県立ジュニアオーケストラ運営事業 8,835 地域振興部 文化振興課ベトナムフートー省との文化交流事業 3,500 地域振興部 文化振興課文化施設連携モデル事業 1,200 地域振興部 文化振興課文化施設の文化的空間創出事業 3,312 地域振興部 文化振興課文化会館、美術館及び周辺整備基本計画策定事業 36,000 地域振興部 文化振興課地域文化力向上事業 4,554 地域振興部 文化振興課民俗博物館収蔵品整理・活用検討事業 13,582 地域振興部 文化振興課奈良史料編纂事業 22,924 地域振興部 文化振興課奈良らしい歴史展示推進事業 49,505 地域振興部 文化振興課ＮＨＫ大河ドラマ誘致事業 2,365 地域振興部 文化振興課文化資源データベース構築事業 12,775 地域振興部 文化振興課音楽専用練習室周辺環境整備事業 4,993 地域振興部 文化振興課文化会館施設設備改修事業 120,756 地域振興部 文化振興課橿原文館設備等改修事業 5,956 地域振興部 文化振興課橿原文館活性化事業 3,880 地域振興部 文化振興課民俗博物館活性化事業 4,717 地域振興部 文化振興課民俗博物館玄関ホール活用事業 3,218 地域振興部 文化振興課みんぱく古民家コンサート開催事業 2,500 地域振興部 文化振興課収納展示庫更新事業 48,111 地域振興部 文化振興課屋根葺替技術伝承事業 7,632 地域振興部 文化振興課県内市町村・学校読書支援活性化事業 4,335 地域振興部 文化振興課古文書等歴史資料整理ボランティア育成事業 1,923 地域振興部 文化振興課図書情報館開館10周年記念事業 4,245 地域振興部 文化振興課図書情報館アプリ制作事業 6,821 地域振興部 文化振興課佐保川まちづくり連携事業 1,503 地域振興部 文化振興課展覧会事業 56,880 地域振興部 文化振興課第２回国際現代アート展なら開催事業 38,125 地域振興部 文化振興課ふるさとネットワーク展示事業 1,701 地域振興部 文化振興課特別展開催準備事業 1,481 地域振興部 文化振興課美術館設備整備事業 5,292 地域振興部 文化振興課万葉文化館施設特別修繕費 11,301 地域振興部 文化振興課万葉文化魅力向上対策事業 10,000 地域振興部 文化振興課文化財保存事業費補助金（有形） 161,816 教育委員会 文化財保存課文化財防災対策事業 29,842 教育委員会 文化財保存課文化財保存事業費補助金（記念物） 191,390 教育委員会 文化財保存課文化財保存事業費補助金（埋蔵） 27,442 教育委員会 文化財保存課文化資源活用策の検討事業 3,750 教育委員会 文化財保存課

Ⅱ　くらしの向上 （６）文化の振興
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）国際芸術家村構想における文化財修復ゾーン検討事業 2,000 教育委員会 文化財保存課文化財総合調査事業 22,305 教育委員会 文化財保存課古代歴史文化に関する共同研究事業 2,840 教育委員会 文化財保存課シルクロード東西文化交流研究事業 5,483 教育委員会 文化財保存課「2015文化遺産保存国際シンポジウムin奈良＜仮称＞」開催事業 3,000 教育委員会 文化財保存課民俗文化財映像デジタル化推進事業 1,937 教育委員会 文化財保存課埋蔵文化財収蔵センター設置事業 6,062 教育委員会 文化財保存課史跡・名勝飛鳥京跡苑池整備活用事業（再掲） 30,337 教育委員会 文化財保存課障害者スポーツ振興事業（再掲） 20,238 健康福祉部 障害福祉課障害者スポーツ・アート交流事業（再掲） 12,000 健康福祉部 障害福祉課高齢者スポーツ文化交流大会開催事業（再掲） 4,500 健康福祉部 長寿社会課奈良県トレーニングセンター整備事業 64,000 くらし創造部 スポーツ振興課奈良県トレーニングセンター基盤構築事業 1,050 くらし創造部 スポーツ振興課トップアスリート育成事業 9,000 くらし創造部 スポーツ振興課ラグビーワールドカップ・東京五輪キャンプ地招致準備事業 34,447 くらし創造部 スポーツ振興課総合型地域スポーツクラブ人材育成事業 760 くらし創造部 スポーツ振興課スポーツ支援人材育成事業 16,572 くらし創造部 スポーツ振興課競技力強化支援事業 58,690 くらし創造部 スポーツ振興課奈良マラソン開催支援事業 79,000 くらし創造部 スポーツ振興課バトンをつなげ！400ｍリレーフェスティバル支援事業 4,000 くらし創造部 スポーツ振興課リレーマラソン大会開催事業 6,820 くらし創造部 スポーツ振興課「まってろ！花園」開催事業 1,287 くらし創造部 スポーツ振興課サイクルスポーツイベント支援事業 14,251 くらし創造部 スポーツ振興課アウトドアスポーツ開催事業 2,054 くらし創造部 スポーツ振興課トップアスリート活用事業 5,000 くらし創造部 スポーツ振興課プロスポーツ観戦機会創出事業 3,568 くらし創造部 スポーツ振興課スポーツによる地域振興事業 8,385 くらし創造部 スポーツ振興課国民体育大会派遣事業 26,748 くらし創造部 スポーツ振興課橿原公苑将来構想策定事業 12,085 くらし創造部 スポーツ振興課総合型地域スポーツクラブ育成・充実事業 4,264 くらし創造部 スポーツ振興課総合型地域スポーツクラブ推進協議会開催事業 98 くらし創造部 スポーツ振興課総合型地域スポーツクラブ連絡協議会開催事業 1,745 くらし創造部 スポーツ振興課総合型地域スポーツクラブと学校との連携事業 3,439 くらし創造部 スポーツ振興課日中成人スポーツ交流事業 453 くらし創造部 スポーツ振興課佐藤薬品スタジアム整備事業（ネーミングライツ） 3,000 くらし創造部 スポーツ振興課ジョギング＆サイクリングステーション等管理運営事業 11,703 くらし創造部 スポーツ振興課橿原公苑整備事業 16,425 くらし創造部 スポーツ振興課補助交通安全施設整備事業（再掲） 302,900 県土マネジメント部 道路環境課水辺の遊歩道整備事業 67,800 県土マネジメント部 河川課新県営プール施設等整備運営事業 176,121 まちづくり推進局 公園緑地課全国高校総体開催事業（再掲） 438,585 教育委員会 保健体育課

（７）スポーツの振興
Ⅱ　くらしの向上

（６）文化の振興
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）体力向上ホップ・ステップ・ジャンプ事業（再掲） 2,654 教育委員会 保健体育課幼稚園・小学校運動場芝生化促進事業（再掲） 17,831 教育委員会 保健体育課第64回近畿中学校総合体育大会奈良大会開催補助金 4,000 教育委員会 保健体育課陸上自衛隊駐屯地誘致推進事業 11,114 知事公室 防災統括室奈良県広域防災拠点整備基本構想策定事業 21,076 知事公室 防災統括室災害体制の機能充実事業 1,776 知事公室 防災統括室市町村地域防災計画見直し支援事業 2,714 知事公室 防災統括室奈良県国土強靱化地域計画推進事業 1,561 知事公室 防災統括室災害対応連携事業 1,689 知事公室 防災統括室みんなで取り組む奈良県防災活動推進事業 2,700 知事公室 防災統括室地域防災力向上事業 510 知事公室 防災統括室防災訓練事業 2,771 知事公室 防災統括室近畿府県合同防災訓練開催準備事業 5,500 知事公室 防災統括室国民保護共同訓練事業 3,550 知事公室 防災統括室災害対策専門研修「トップフォーラムiｎ奈良」開催事業 840 知事公室 防災統括室災害ボランティアワークショップ開催事業 200 知事公室 防災統括室県防災行政無線管理運営費 122,029 知事公室 防災統括室奈良県防災行政通信ネットワーク再整備事業 192,731 知事公室 防災統括室孤立集落の対策支援事業 4,268 知事公室 防災統括室広域消防通信システム補助事業 11,359 知事公室 消防救急課広域消防体制強靱化支援事業 1,205 知事公室 消防救急課消防力強化支援事業 14,400 知事公室 消防救急課教育訓練環境整備事業 4,939 知事公室 消防救急課消防防災ヘリコプター運航管理事業 200,610 知事公室 消防救急課消防防災ヘリコプター消防救急デジタル無線整備事業 91,786 知事公室 消防救急課消防防災ヘリコプターテレビ電送システム保守管理事業 12,488 知事公室 消防救急課安全・安心まちづくり推進事業 5,749 知事公室 安全・安心まちづくり推進課交通安全対策推進事業 1,758 知事公室 安全・安心まちづくり推進課地域防犯力の向上・強化事業 5,456 知事公室 安全・安心まちづくり推進課県庁舎設備耐震改修事業 161,676 総務部 管財課液化石油ガス保安対策事業 489 地域振興部 エネルギー政策課食品衛生指導等事業 1,300 くらし創造部 消費・生活安全課食品の検査による安全確認事業 6,832 くらし創造部 消費・生活安全課食の安全みはり番事業 6,820 くらし創造部 消費・生活安全課消費者行政強化・活性化事業 64,989 くらし創造部 消費・生活安全課消費生活センター中南和相談所移転事業 720 くらし創造部 消費・生活安全課公衆浴場業活性化事業 5,172 くらし創造部 消費・生活安全課狂犬病等予防・動物愛護対策事業 8,469 くらし創造部 消費・生活安全課民間団体等を介した動物譲渡事業 7,060 くらし創造部 消費・生活安全課中小企業会館本館耐震改修事業 112,000 産業・雇用振興部 地域産業課高等技術専門校耐震・大規模改修事業 64,663 産業・雇用振興部 雇用労政課

（７）スポーツの振興

（８）安全・安心の確保Ⅱ　くらしの向上
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）陸上自衛隊駐屯地関連道路調査事業 20,000 県土マネジメント部 道路建設課補助交通安全施設整備事業 2,060,680 県土マネジメント部 道路環境課単独交通安全施設整備事業 70,940 県土マネジメント部 道路環境課補助道路整備事業 169,050 県土マネジメント部 道路管理課補助道路整備事業（南部・東部関連分） 856,800 県土マネジメント部 道路管理課リニア中央新幹線調査検討事業 23,000 県土マネジメント部 地域交通課補助河川改修事業 2,580,375 県土マネジメント部 河川課補助河川改修事業（南部・東部関連分） 727,965 県土マネジメント部 河川課単独河川改良事業 373,000 県土マネジメント部 河川課単独河川改良事業（南部・東部関連分） 147,000 県土マネジメント部 河川課受託河川改良事業 15,000 県土マネジメント部 河川課大和川流域総合治水対策推進事業 203,580 県土マネジメント部 河川課河川監視カメラ等管理費 4,091 県土マネジメント部 河川課直轄河川事業費負担金 579,990 県土マネジメント部 河川課直轄河川事業費負担金（南部・東部関連分） 1,950,971 県土マネジメント部 河川課補助砂防事業 763,350 県土マネジメント部 砂防課補助砂防事業（南部・東部関連分） 2,731,050 県土マネジメント部 砂防課単独砂防事業 58,530 県土マネジメント部 砂防課単独砂防事業（南部・東部関連分） 248,083 県土マネジメント部 砂防課砂防基本計画調査事業 2,600 県土マネジメント部 砂防課大規模土砂災害防止対策推進事業 63,000 県土マネジメント部 深層崩壊対策室土砂災害警戒区域等情報発信事業 2,059 県土マネジメント部 砂防課補助流域下水道建設事業（下水特会） 817,000 県土マネジメント部 下水道課被災建築物応急危険度判定制度推進事業 792 まちづくり推進局 建築課住宅・建築物耐震化促進事業 74,544 まちづくり推進局 建築課宅地耐震化推進事業 662 まちづくり推進局 建築課ストーカー・DV被害の未然防止・拡大防止対策 25,536 警察本部 会計課女性が活躍できる職場環境整備 77,685 警察本部 会計課福祉犯被害少年の早期発見保護と福祉犯の検挙推進 1,056 警察本部 会計課行方不明者の保護対策経費 1,512 警察本部 会計課高齢者等交通事故抑止対策の推進 11,477 警察本部 会計課取調べの高度化の推進 5,015 警察本部 会計課犯罪捜査用写真のデジタル化 6,762 警察本部 会計課街頭犯罪対策の強化 4,656 警察本部 会計課サイバー空間の安全確保の推進 1,331 警察本部 会計課職務質問技能伝承の推進 1,994 警察本部 会計課統一地方選挙違反取締経費 12,422 警察本部 会計課交番相談員の配置 69,552 警察本部 会計課警察安全相談員の配置 25,503 警察本部 会計課防犯活動推進事業補助 2,869 警察本部 会計課奈良県警察WANシステムのネットワーク拡充 1,292 警察本部 会計課

（８）安全・安心の確保Ⅱ　くらしの向上
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）警察航空機維持管理経費 48,572 警察本部 会計課新規採用に伴う操縦士の資格取得訓練経費 8,727 警察本部 会計課あいさつ・声かけ運動の拡充事業 114 警察本部 会計課精強な第一線警察の構築に向けた資機材の充実 1,940 警察本部 会計課警察装備資機材整備充実 26,809 警察本部 会計課きめ細かな犯罪被害者等支援活動の推進 500 警察本部 会計課警察官増員に伴う経費 10,664 警察本部 会計課女性の視点を一層反映した警察運営 45,998 警察本部 会計課拳銃射撃訓練における衛生管理対策事業 446 警察本部 会計課重大事故抑止に向けた最新式交通取締資機材の整備 13,816 警察本部 会計課違法駐車対策関連事業 114,316 警察本部 会計課交通安全施設等整備事業 699,662 警察本部 会計課交通安全施設維持 407,515 警察本部 会計課免許センターICカード読取装置の整備 3,147 警察本部 会計課自動車安全運転センター補助金 657 警察本部 会計課安全運転管理者講習委託事業 4,550 警察本部 会計課警察施設整備事業 2,258 警察本部 会計課交番・駐在所の整備 106,318 警察本部 会計課警察施設保全事業 184,161 警察本部 会計課警察施設地震防災対策推進事業 57,216 警察本部 会計課交通安全施設のエネルギー対策 75,312 警察本部 会計課大震災等大規模災害対策の推進 3,617 警察本部 会計課運転免許関連システム災害対策 7,847 警察本部 会計課学生防犯ボランティア育成事業 1,698 警察本部 会計課安全安心まちづくり支援要員養成事業 36,944 警察本部 会計課高等学校等耐震化事業（再掲） 844,499 教育委員会 学校支援課特別支援学校耐震化事業（再掲） 245,491 教育委員会 学校支援課実践的防災教育総合支援事業 3,600 教育委員会 保健体育課紀の川吉野川流域ダム群連携運用検討事業 13,355 地域振興部 地域政策課吉野川水源地体験事業 1,543 地域振興部 地域政策課ならの美しい農村景観づくり事業（再掲） 16,900 農林部 農村振興課森林とのふれあい推進事業（再掲） 40,900 農林部 森林整備課「きれいに暮らす奈良県スタイル」推進事業 1,400 景観・環境局 環境政策課環境総合計画策定事業 7,202 景観・環境局 環境政策課大和川水質改善事業 1,850 景観・環境局 環境政策課吉野川「川の教室」委託事業 1,000 景観・環境局 環境政策課浄化槽設置整備補助事業 46,890 景観・環境局 環境政策課石綿健康被害救済基金出資金 20,150 景観・環境局 環境政策課石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査推進事業 703 景観・環境局 環境政策課微小粒子状物質（PM2.5）常時監視体制整備事業 31,665 景観・環境局 環境政策課環境放射能測定調査備品整備事業 6,905 景観・環境局 環境政策課

Ⅱ　くらしの向上
（８）安全・安心の確保

（９）景観・環境の保全と創造
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）環境常時監視機器整備事業 64,147 景観・環境局 環境政策課景観・環境総合センター事業 51,929 景観・環境局 環境政策課産業廃棄物減量化等推進基金積立金 91,525 景観・環境局 廃棄物対策課産業廃棄物排出抑制等事業費補助事業 29,237 景観・環境局 廃棄物対策課産業廃棄物排出抑制推進事業 1,642 景観・環境局 廃棄物対策課産業廃棄物適正処理推進支援事業 2,520 景観・環境局 廃棄物対策課奈良県リサイクル製品認定制度推進事業 504 景観・環境局 廃棄物対策課「不法投棄ゼロ作戦」推進事業 3,250 景観・環境局 廃棄物対策課産業廃棄物処理適正処理促進事業 2,330 景観・環境局 廃棄物対策課PCB廃棄物保有調査事業 1,038 景観・環境局 廃棄物対策課産業廃棄物監視支援事業 1,500 景観・環境局 廃棄物対策課PCB廃棄物適正処理推進事業 857 景観・環境局 廃棄物対策課産業廃棄物監視スカイパトロール事業 1,573 景観・環境局 廃棄物対策課適正処理広報活動事業 4,979 景観・環境局 廃棄物対策課地域環境対策事業 32,583 景観・環境局 廃棄物対策課産業廃棄物指導監督強化事業 1,030 景観・環境局 廃棄物対策課循環型社会推進「奈良モデル・プロジェクト」事業 9,100 景観・環境局 廃棄物対策課廃棄物対策推進事業 9,357 景観・環境局 廃棄物対策課特定産業廃棄物処理対策事業 7,567 景観・環境局 廃棄物対策課PCB廃棄物処理対策推進事業 7,959 景観・環境局 廃棄物対策課閉鎖最終処分場緊急特別対策事業 1,855 景観・環境局 廃棄物対策課奈良の彩りづくり　植栽計画推進事業 2,854 景観・環境局 景観・自然環境課植栽整備推進補助金 35,000 景観・環境局 景観・自然環境課植栽協働管理推進事業 500 景観・環境局 景観・自然環境課「なら四季彩の庭」づくり連携推進事業 1,000 景観・環境局 景観・自然環境課「なら四季彩の庭」づくり普及推進事業 10,500 景観・環境局 景観・自然環境課歴史的風土保存買入事業 860,726 景観・環境局 景観・自然環境課歴史的風土保存買入地整備事業 20,000 景観・環境局 景観・自然環境課歴史的風土買入地景観創出事業 3,203 景観・環境局 景観・自然環境課歴史的風土保存買入地病害虫防除事業 10,000 景観・環境局 景観・自然環境課歴史的風土保存買入地景観管理事業 47,692 景観・環境局 景観・自然環境課屋外広告物適正化推進事業 22,830 景観・環境局 景観・自然環境課景観・屋外広告物制度啓発推進事業 1,200 景観・環境局 景観・自然環境課景観サポーター育成事業 600 景観・環境局 景観・自然環境課景観普及啓発事業 4,979 景観・環境局 景観・自然環境課生物多様性なら戦略推進事業 934 景観・環境局 景観・自然環境課奈良県レッドデータブック改訂および外来種リスト作成事業 11,373 景観・環境局 景観・自然環境課特定希少野生動植物保護管理事業 6,107 景観・環境局 景観・自然環境課外来種防除事業 2,818 景観・環境局 景観・自然環境課国定公園等施設整備事業 31,188 景観・環境局 景観・自然環境課国立公園環境整備事業 19,601 景観・環境局 景観・自然環境課

Ⅱ　くらしの向上 （９）景観・環境の保全と創造
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）県立自然公園施設整備事業 2,000 景観・環境局 景観・自然環境課山の辺の道整備事業 11,200 景観・環境局 景観・自然環境課曽爾高原保護管理事業 20,000 景観・環境局 景観・自然環境課建設リサイクル法推進事業 8,206 県土マネジメント部 技術管理課補助交通安全施設整備事業（再掲） 112,350 県土マネジメント部 道路環境課単独交通安全施設整備事業（再掲） 10,000 県土マネジメント部 道路環境課花いっぱい推進事業（一部再掲） 53,600 県土マネジメント部 道路管理課植栽景観管理推進事業（再掲） 35,000 県土マネジメント部 道路管理課補助道路整備事業（南部・東部関連分）（再掲） 20,000 県土マネジメント部 道路管理課水辺の遊歩道整備事業（再掲） 67,800 県土マネジメント部 河川課奈良の河川彩りづくり事業（再掲） 75,000 県土マネジメント部 河川課大門ダム景観整備事業（再掲） 18,900 県土マネジメント部 河川課大和川水質改善事業 23,000 県土マネジメント部 河川課補助流域下水道建設事業（下水特会） 296,000 県土マネジメント部 下水道課流域下水道負荷軽減等推進事業（下水特会） 60,000 県土マネジメント部 下水道課公共施設での花いっぱい運動事業 7,967 まちづくり推進局 地域デザイン推進課佐保川周辺のまちづくり事業 74,500 まちづくり推進局 地域デザイン推進課高齢者がいきいきと暮らせるまちづくりモデル事業 310 まちづくり推進局 地域デザイン推進課まちなみ資産と芸術を活用したまちづくり推進事業（再掲） 16,882 まちづくり推進局 地域デザイン推進課景観づくり・まちづくり推進事業 8,473 まちづくり推進局 地域デザイン推進課奈良の彩りづくり事業（再掲） 151,054 まちづくり推進局 公園緑地課馬見丘陵公園の利活用推進事業（再掲） 26,391 まちづくり推進局 公園緑地課やまと花ごよみ開催事業（再掲） 15,653 まちづくり推進局 公園緑地課奈良公園環境整備事業（再掲） 133,815 まちづくり推進局 奈良公園室奈良公園環境改善事業（再掲） 201,506 まちづくり推進局 奈良公園室春日山原始林の活用と保全の担い手育成事業（再掲） 23,348 まちづくり推進局 奈良公園室スマートハウス普及促進事業 108,466 地域振興部 エネルギー政策課エネルギービジョン推進事業 88,729 地域振興部 エネルギー政策課電気自動車充電インフラ運営事業 1,225 地域振興部 エネルギー政策課奈良県次世代エネルギーパーク計画事業 981 地域振興部 エネルギー政策課奈良県災害時エネルギー自給率１００％集落モデル事業 30,500 地域振興部 エネルギー政策課奈良の節電スタイル推進事業 1,238 地域振興部 エネルギー政策課事業所用再生可能エネルギー熱利用促進事業 7,381 地域振興部 エネルギー政策課再生可能エネルギー導入アドバイザー派遣事業 863 地域振興部 エネルギー政策課（仮称）第２次エネルギービジョン策定事業 5,260 地域振興部 エネルギー政策課再生可能エネルギー等導入推進事業 851,733 地域振興部 エネルギー政策課奈良県スマートコミュニティ構想調査検討事業 12,000 地域振興部 エネルギー政策課農村資源エネルギー支援事業（再掲） 43,800 農林部 農村振興課木質バイオマス実証実験事業（再掲） 16,932 農林部 奈良の木ブランド課補助流域下水道建設事業（下水特会） 40,000 県土マネジメント部 下水道課交通安全施設のエネルギー対策（再掲） 75,312 警察本部 会計課

Ⅱ　くらしの向上
（９）景観・環境の保全と創造

（１０）エネルギー政策の推進
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）（１０）エネルギー政策の推進 小水力発電導入事業（水道特会） 55,553 水道局 業務課東アジア地方政府会合の開催 140,579 知事公室 国際課中国陝西省・韓国忠清南道との友好交流事業 13,067 知事公室 国際課新たな友好提携推進事業 30,000 知事公室 国際課海外技術研修員受入事業 3,355 知事公室 国際課在住外国人相談・情報発信事業 3,480 知事公室 国際課地域国際化事業 2,307 知事公室 国際課外国人留学生支援事業 8,847 知事公室 国際課多文化共生・国際化推進事業 6,000 知事公室 国際課在住外国人サポート促進事業 1,555 知事公室 国際課旅券の日曜交付実施事業 1,890 知事公室 国際課土地活用コンシェルジュ事業 391 地域振興部 地域政策課奈良県総合医療センター周辺地域まちづくり推進事業 57,403 医療政策部 病院マネジメント課医大・周辺まちづくりプロジェクト推進事業（特別会計） 94,870 医療政策部 病院マネジメント課スポーツ組織と連携した人権啓発事業 1,800 くらし創造部 人権施策課人権啓発推進事業 8,087 くらし創造部 人権施策課こころの健康相談事業 800 くらし創造部 人権施策課人権施策推進事業費補助金 1,000 くらし創造部 人権施策課隣保館運営等事業費補助金 269,414 くらし創造部 人権施策課隣保館整備事業 11,889 くらし創造部 人権施策課農業研究開発センター整備事業（再掲） 3,847,398 農林部 企画管理室（農林部）建設リサイクル法推進事業(再掲) 8,206 県土マネジメント部 技術管理課道路改良事業等基礎調査費 25,000 県土マネジメント部 道路建設課補助交通安全施設整備事業 10,000 県土マネジメント部 道路環境課交通基本戦略推進事業 27,012 県土マネジメント部 地域交通課奈良県基幹公共交通ネットワーク確保事業(再掲) 197,104 県土マネジメント部 地域交通課安心して暮らせる地域公共交通確保事業 35,082 県土マネジメント部 地域交通課連携協定に基づくバス交通支援事業 61,700 県土マネジメント部 地域交通課鉄道駅バリアフリー整備事業(再掲) 75,210 県土マネジメント部 地域交通課リニア中央新幹線調査検討事業(再掲) 23,000 県土マネジメント部 地域交通課河川空間を軸としたまちづくり検討事業 5,000 県土マネジメント部 河川課医大・周辺まちづくり検討事業 38,872 まちづくり推進局 地域デザイン推進課市町村とのまちづくり連携推進事業 249,855 まちづくり推進局 地域デザイン推進課・都市計画室市町村一まちづくり構想推進事業 10,171 まちづくり推進局 地域デザイン推進課駅周辺都市再生調査事業 9,500 まちづくり推進局 都市計画室佐保川周辺のまちづくり事業（再掲） 74,500 まちづくり推進局 地域デザイン推進課高齢者がいきいきと暮らせるまちづくりモデル事業（再掲） 310 まちづくり推進局 地域デザイン推進課法定都市計画基礎調査事業 41,261 まちづくり推進局 都市計画室市町村とのまちづくり連携推進事業 5,500 まちづくり推進局 住宅課県営住宅建替事業 18,764 まちづくり推進局 住宅課地域空き家対策推進事業 20,700 まちづくり推進局 住宅課

（１１）くらしやすいまちづくりⅡ　くらしの向上
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）住生活ビジョン推進事業 600 まちづくり推進局 住宅課建築基準適合判定資格者養成及び人材育成事業 3,040 まちづくり推進局 建築課建築基準法指定道路等調査事業 41,458 まちづくり推進局 建築課人権教育資料等作成事業 8,775 教育委員会 人権・地域教育課在日外国人日本語講座開催事業 1,000 教育委員会 人権・地域教育課県営水道利用促進事業（水道特会） 11,779 水道局 総務課・業務課管路更新計画作成委託業務事業（水道特会） 19,900 水道局 業務課県営水道水源（吉野川）環境調査事業（水道特会） 3,813 水道局 業務課県域水道ファシリティマネジメント推進事業（水道特会） 356,500 水道局 総務課・業務課県営水道施設強靱化事業（水道特会） 521,900 水道局 業務課陸上自衛隊駐屯地誘致推進事業（再掲） 11,114 知事公室 防災統括室奈良県広域防災拠点整備基本構想策定事業（再掲） 21,076 知事公室 防災統括室孤立集落の対策支援事業（再掲） 4,268 知事公室 防災統括室携帯電話等エリア整備事業 10,546 総務部 情報システム課奈良県情報通信基盤運営事業（一部） 9,765 総務部 情報システム課緊急時情報発信ネットワーク整備事業 944 総務部 情報システム課簡易水道等整備推進事業 132,341 地域振興部 地域政策課南部東部地域での特色あるイベント開催事業 9,789 地域振興部 南部東部振興課南部東部地域活性化イベント開催事業 15,000 地域振興部 南部東部振興課「弘法大師の道」魅力発掘事業 3,621 地域振興部 南部東部振興課スポーツ・文化活動による交流促進事業 57,282 地域振興部 南部東部振興課キッチンカープロジェクト推進事業 3,161 地域振興部 南部東部振興課奥大和プロモーション事業 37,874 地域振興部 南部東部振興課おもてなしによる交流促進事業 24,503 地域振興部 南部東部振興課移住促進事業 54,245 地域振興部 南部東部振興課働く場所づくりによる移住促進事業 2,587 地域振興部 南部東部振興課（仮称）ふるさと創生協力隊設置事業 17,500 地域振興部 南部東部振興課ふるさと復興協力隊設置事業 65,587 地域振興部 南部東部振興課一町一村一まちづくり構想推進事業 2,880 地域振興部 南部東部振興課南部・東部振興プロジェクト検討事業 9,700 地域振興部 南部東部振興課南部・東部振興プロジェクト推進事業 30,000 地域振興部 南部東部振興課「吉野・高野・熊野の国」三県共同事業 4,183 地域振興部 南部東部振興課東部をよくするプロジェクト推進事業 4,090 地域振興部 南部東部振興課がんばる明日香支援事業 37,500 地域振興部 南部東部振興課高野山開創１２００年を契機とした南部地域への誘客促進事業 4,515 地域振興部 南部東部振興課紀伊半島大水害４周年シンポジウム開催事業 2,000 地域振興部 復旧・復興推進室「いのちの教育」展開事業 13,000 地域振興部 うだ・アニマルパーク振興室「うだ」の魅力発信事業 2,668 地域振興部 うだ・アニマルパーク振興室うだ・アニマルパーク周辺環境整備事業 16,683 地域振興部 うだ・アニマルパーク振興室うだ・アニマルパーク新施設運営管理事業 2,560 地域振興部 うだ・アニマルパーク振興室うだ・アニマルパーク施設維持修繕事業 2,600 地域振興部 うだ・アニマルパーク振興室

Ⅱ　くらしの向上 （１１）くらしやすいまちづくり

Ⅲ　南部地域・東部地域の振興
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）南部宿泊観光ＰＲ事業 15,960 観光局 観光産業課地域で暮らし続けるための仕組みづくり事業（再掲） 1,000 健康福祉部 地域包括ケア推進室へき地診療所医師確保支援事業（再掲） 8,391 医療政策部 地域医療連携課へき地診療所整備事業（再掲） 6,969 医療政策部 地域医療連携課へき地歯科医療施設整備事業（再掲） 8,764 医療政策部 地域医療連携課自治医科大学運営費負担金（再掲） 131,200 医療政策部 医師・看護師確保対策室へき地勤務医師確保推進事業（再掲） 2,553 医療政策部 医師・看護師確保対策室医師確保修学資金貸付金（再掲） 276,525 医療政策部 医師・看護師確保対策室サイクルスポーツイベント支援事業（再掲） 14,251 くらし創造部 スポーツ振興課アウトドアスポーツ開催事業（再掲） 2,054 くらし創造部 スポーツ振興課曽爾高原保護管理事業（再掲） 20,000 景観・環境局 景観・自然環境課企業立地促進補助事業（南部東部地域振興補助金）（再掲） 100,000 産業・雇用振興部 企業立地推進課南部・東部振興物産販売促進支援事業 12,000 産業・雇用振興部 地域産業課中南和振興のための産業集積地形成事業（再掲） 165,200 産業・雇用振興部 企業立地推進課漢方のメッカ推進プロジェクト事業（再掲） 26,728 産業・雇用振興部 産業政策課御所市産業振興センター事業費補助事業（再掲） 10,000 産業・雇用振興部 地域産業課宇陀市下水前処理施設維持管理費補助事業（再掲） 21,500 産業・雇用振興部 地域産業課制度融資（創業支援資金・南部東部枠）（再掲） 3,225 産業・雇用振興部 地域産業課被災宿泊施設利子補給事業（再掲） 163 産業・雇用振興部 企業立地推進課チャレンジ品目支援事業（一部再掲） 892 農林部 農業水産振興課奈良らしい地域ビジネス促進事業（再掲） 600 農林部 農業水産振興課やまとの鮎生産拡大事業（再掲） 2,130 農林部 農業水産振興課渓流魚ゾーニング管理事業（再掲） 1,300 農林部 農業水産振興課養魚施設整備事業（再掲） 5,000 農林部 農業水産振興課林業機械化推進事業（再掲） 10,758 農林部 林業振興課林業労働者退職金共済制度推進事業（再掲） 8,100 農林部 林業振興課林業労働安全衛生総合対策事業（再掲） 2,297 農林部 林業振興課「山と川の月間」遊びと感謝の体験事業（再掲） 30,060 農林部 森林整備課治山事業（一部） 1,576,785 農林部 森林整備課県単独治山事業（一部） 64,105 農林部 森林整備課民有林直轄治山事業費負担金 507,830 農林部 森林整備課補助道路整備事業（南部・東部関連分）（一部再掲） 7,199,125 県土マネジメント部 道路建設課直轄道路事業費負担金（南部・東部関連分）（再掲） 1,251,000 県土マネジメント部 道路建設課道路改良事業等基礎調査費（一部再掲） 97,000 県土マネジメント部 道路建設課補助道路整備事業（南部・東部関連分）（一部再掲） 7,285,950 県土マネジメント部 道路管理課道路施設維持修繕費（南部・東部関連分） 79,000 県土マネジメント部 道路管理課奈良県基幹公共交通ネットワーク確保事業(再掲) 197,104 県土マネジメント部 地域交通課安心して暮らせる地域公共交通確保事業(再掲) 35,082 県土マネジメント部 地域交通課補助河川改修事業（南部・東部関連分）（再掲） 727,965 県土マネジメント部 河川課単独河川改良事業（南部・東部関連分）（再掲） 147,000 県土マネジメント部 河川課新宮川水系堆積土砂処分推進事業 150,000 県土マネジメント部 河川課

Ⅲ　南部地域・東部地域の振興
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）直轄河川事業費負担金（南部・東部関連分）（再掲） 1,950,971 県土マネジメント部 河川課補助砂防事業（南部・東部関連分）（再掲） 2,731,050 県土マネジメント部 砂防課単独砂防事業（南部・東部関連分）（再掲） 248,083 県土マネジメント部 砂防課飛鳥・藤原地域魅力向上事業（再掲） 229,515 まちづくり推進局 平城宮跡事業推進室復興住宅建設等補助事業 190,838 まちづくり推進局 住宅課復興集落づくり支援事業 45,360 まちづくり推進局 住宅課南部・東部地域のまちづくり推進支援事業 31,860 まちづくり推進局 住宅課新しい集落づくり調整・管理支援事業 6,000 まちづくり推進局 住宅課へき地教育におけるＩＣＴを活用した実証研究事業（再掲） 3,993 教育委員会 教育研究所南部地域におけるへき地教育振興事業 8,543 教育委員会 教職員課へき地教育におけるテレビ会議システムの活用事業（再掲） 1,898 教育委員会 学校教育課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（再掲） 10,000 教育委員会 学校教育課南部地域における産業と連携する教育支援事業（再掲） 8,665 教育委員会 学校教育課奈良県立高等学校全国募集事業（再掲） 12,908 教育委員会 保健体育課全国高校総体開催事業（再掲） 438,585 教育委員会 保健体育課埋蔵文化財収蔵センター設置事業(再掲) 6,062 教育委員会 文化財保存課県庁舎設備耐震改修事業（再掲） 161,676 総務部 管財課県立障害福祉施設（登美学園・筒井寮）建替整備事業（再掲） 31,661 健康福祉部 障害福祉課農業研究開発センター整備事業（再掲） 3,847,398 農林部 企画管理室なら食と農の魅力創造国際大学校６次産業化研修拠点整備事業（再掲） 537,603 農林部 企画管理室県営ほ場整備事業 143,473 農林部 農村振興課県営畑地帯総合整備事業 40,025 農林部 農村振興課県営農地環境整備事業 267,810 農林部 農村振興課農業集落排水特別対策事業 65,301 農林部 農村振興課農地有効活用促進事業 348,995 農林部 農村振興課農村資源活用支援事業 23,385 農林部 農村振興課国営農業水利管理事業費負担金 26,660 農林部 農村振興課国営第二十津川紀の川土地改良事業費負担金 597,529 農林部 農村振興課国営農業用水再編対策事業費負担金 269,179 農林部 農村振興課基幹水利施設管理事業 44,293 農林部 農村振興課水田の多面的機能回復整備事業 20,800 農林部 農村振興課水田機能活用水利施設整備事業 52,500 農林部 農村振興課ため池多面的活用促進事業 10,400 農林部 農村振興課農業水利施設アセットマネジメント事業 287,330 農林部 農村振興課一般農道整備事業 67,160 農林部 農村振興課ため池等防災対策推進事業 728,230 農林部 農村振興課土地改良施設維持管理適正化事業 31,000 農林部 農村振興課農地及び農業用施設災害復旧事業 85,500 農林部 農村振興課県有林造成事業（一部再掲） 11,231 農林部 林業振興課奈良県木材生産推進事業（一部再掲） 402,250 農林部 林業振興課木材生産林育成整備事業 261,265 農林部 林業振興課

Ⅲ　南部地域・東部地域の振興

Ⅳ　効率的・効果的な基盤整備
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）施業放置林整備事業 297,100 農林部 森林整備課治山事業（一部再掲） 1,637,040 農林部 森林整備課県単独治山事業（一部再掲） 83,285 農林部 森林整備課林道整備事業 384,241 農林部 森林整備課県単独林道事業 67,830 農林部 森林整備課林道災害復旧事業 161,000 農林部 森林整備課林地荒廃防止施設災害復旧事業 12,000 農林部 森林整備課民有林直轄治山事業費負担金（再掲） 507,830 農林部 森林整備課地理情報共有化推進事業 2,901 県土マネジメント部 技術管理課補助道路整備事業（一部再掲） 7,889,930 県土マネジメント部 道路建設課補助道路整備事業（南部・東部関連分）（再掲） 7,199,125 県土マネジメント部 道路建設課単独道路整備事業 741,490 県土マネジメント部 道路建設課市町村道路整備事業費補助金 15,865 県土マネジメント部 道路建設課道路改良事業等基礎調査費（一部再掲） 187,000 県土マネジメント部 道路建設課直轄道路事業費負担金（再掲） 6,317,000 県土マネジメント部 道路建設課直轄道路事業費負担金（南部・東部関連分）（再掲） 1,251,000 県土マネジメント部 道路建設課骨格幹線道路結節点整備事業（再掲） 54,500 県土マネジメント部 道路建設課奈良中心市街地の交通対策事業（再掲） 241,300 県土マネジメント部 道路環境課奈良公園交通対策事業（再掲） 129,138 県土マネジメント部 道路環境課補助交通安全施設整備事業（再掲） 2,736,430 県土マネジメント部 道路環境課単独交通安全施設整備事業（一部再掲） 90,940 県土マネジメント部 道路環境課補助道路整備事業（再掲） 2,909,550 県土マネジメント部 道路管理課単独道路整備事業 46,800 県土マネジメント部 道路管理課単独舗装道補修費 240,370 県土マネジメント部 道路管理課補助道路整備事業（南部・東部関連分）（再掲） 7,285,950 県土マネジメント部 道路管理課橋りょう補修事業 30,000 県土マネジメント部 道路管理課交通基本戦略推進事業(再掲) 27,012 県土マネジメント部 地域交通課奈良県基幹公共交通ネットワーク確保事業(再掲) 197,104 県土マネジメント部 地域交通課安心して暮らせる地域公共交通確保事業(再掲) 35,082 県土マネジメント部 地域交通課連携協定に基づくバス交通支援事業(再掲) 61,700 県土マネジメント部 地域交通課リニア中央新幹線調査検討事業(再掲) 23,000 県土マネジメント部 地域交通課関西国際空港利用促進事業 2,520 県土マネジメント部 地域交通課補助河川改修事業（再掲） 2,590,875 県土マネジメント部 河川課補助河川改修事業（南部・東部関連分）（再掲） 727,965 県土マネジメント部 河川課単独河川改良事業（一部再掲） 430,300 県土マネジメント部 河川課単独河川改良事業（南部・東部関連分）（再掲） 147,000 県土マネジメント部 河川課受託河川改良事業（再掲） 15,000 県土マネジメント部 河川課大和川流域総合治水対策推進事業（再掲） 203,580 県土マネジメント部 河川課新宮川水系堆積土砂処分推進事業（再掲） 150,000 県土マネジメント部 河川課奈良の河川彩りづくり事業（再掲） 75,000 県土マネジメント部 河川課河川監視カメラ等管理費（再掲） 4,091 県土マネジメント部 河川課
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）河川整備計画調査事業 26,000 県土マネジメント部 河川課水辺の遊歩道整備事業（再掲） 67,800 県土マネジメント部 河川課大和川水質改善事業（再掲） 23,000 県土マネジメント部 河川課大門ダム景観整備事業（再掲） 18,900 県土マネジメント部 河川課補助ダム堰堤改良事業 206,460 県土マネジメント部 河川課直轄河川事業費負担金（再掲） 579,990 県土マネジメント部 河川課直轄河川事業費負担金（南部・東部関連分）（再掲） 1,950,971 県土マネジメント部 河川課河川空間のアセットマネジメント事業 60,000 県土マネジメント部 河川課川の彩り花づつみ事業 10,000 県土マネジメント部 河川課地域が育む川づくり事業 6,864 県土マネジメント部 河川課河川維持修繕事業 900,000 県土マネジメント部 河川課河川（ダム）維持修繕事業 69,770 県土マネジメント部 河川課河川安全対策事業 8,837 県土マネジメント部 河川課河川基本計画調査事業 15,000 県土マネジメント部 砂防課砂防維持修繕費 34,500 県土マネジメント部 砂防課砂防基本計画調査事業（再掲） 2,600 県土マネジメント部 砂防課市町村災害復旧事業指導監督費 18,000 県土マネジメント部 砂防課災害復旧関連調査費 90,000 県土マネジメント部 砂防課補助砂防事業（再掲） 763,350 県土マネジメント部 砂防課補助砂防事業（南部・東部関連分）（再掲） 2,731,050 県土マネジメント部 砂防課単独砂防事業（再掲） 58,530 県土マネジメント部 砂防課単独砂防事業（南部・東部関連分）（再掲） 248,083 県土マネジメント部 砂防課補助災害復旧事業費 2,247,000 県土マネジメント部 砂防課単独災害復旧事業費 30,000 県土マネジメント部 砂防課土砂災害警戒区域等情報発信事業（再掲） 2,059 県土マネジメント部 砂防課大規模土砂災害防止対策推進事業（再掲） 63,000 県土マネジメント部 深層崩壊対策室補助流域下水道建設事業（下水特会）（一部再掲） 3,816,609 県土マネジメント部 下水道課単独流域下水道建設事業（下水特会） 71,313 県土マネジメント部 下水道課流域下水道負荷軽減等推進事業（下水特会）（再掲） 60,000 県土マネジメント部 下水道課第一浄化センター管理運営費（下水特会） 2,989,463 県土マネジメント部 下水道課第二浄化センター管理運営費（下水特会） 1,554,363 県土マネジメント部 下水道課宇陀川浄化センター管理運営費（下水特会） 267,434 県土マネジメント部 下水道課吉野川浄化センター管理運営費（下水特会） 310,442 県土マネジメント部 下水道課下水道事業債償還金（下水特会） 2,477,494 県土マネジメント部 下水道課補助街路事業（一部再掲） 1,409,400 まちづくり推進局 地域デザイン推進課単独街路事業（一部再掲） 208,500 まちづくり推進局 地域デザイン推進課新奈良県総合医療センターアクセス整備推進事業費補助金（再掲） 91 まちづくり推進局 地域デザイン推進課（仮称）奈良インターチェンジ周辺整備事業 367,600 まちづくり推進局 地域デザイン推進課高齢者がいきいきと暮らせるまちづくりモデル事業（再掲） 310 まちづくり推進局 地域デザイン推進課補助土地区画整理事業 555,700 まちづくり推進局 地域デザイン推進課総合都市交通体系調査事業 14,100 まちづくり推進局 都市計画室
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）平城宮跡周辺地域における街路渋滞対策検討事業 7,000 まちづくり推進局 都市計画室新県営プール施設等整備運営事業（再掲） 176,121 まちづくり推進局 公園緑地課奈良の彩りづくり事業（再掲） 133,442 まちづくり推進局 公園緑地課馬見丘陵公園の利活用推進事業（再掲） 1,833 まちづくり推進局 公園緑地課補助都市計画公園事業 141,282 まちづくり推進局 公園緑地課単独都市計画公園事業 58,689 まちづくり推進局 公園緑地課公園等活用検討事業 16,215 まちづくり推進局 公園緑地課奈良県立都市公園緑化基金運営事業 500 まちづくり推進局 公園緑地課奈良公園施設魅力向上事業（再掲） 1,728,919 まちづくり推進局 奈良公園室奈良公園環境改善事業（再掲） 201,506 まちづくり推進局 奈良公園室吉城園維持管理事業（再掲） 17,430 まちづくり推進局 奈良公園室奈良公園保安施設改築事業 28,943 まちづくり推進局 奈良公園室新公会堂管理運営一体化事業（再掲） 47,127 まちづくり推進局 奈良公園室平城宮跡周辺魅力向上事業（再掲） 2,304,915 まちづくり推進局 平城宮跡事業推進室飛鳥・藤原地域魅力向上事業（再掲） 229,515 まちづくり推進局 平城宮跡事業推進室県営住宅建替事業（一部再掲） 266,658 まちづくり推進局 住宅課県営住宅ストック総合改善事業 350,011 まちづくり推進局 住宅課県営住宅管理直営分（維持補修費） 80,977 まちづくり推進局 住宅課県営住宅指定管理事業 125,823 まちづくり推進局 住宅課高等学校等耐震化事業（再掲） 844,499 教育委員会 学校支援課高等学校大規模改造事業（再掲） 410,179 教育委員会 学校支援課高等学校その他整備事業（再掲） 220,075 教育委員会 学校支援課特別支援学校耐震化事業（再掲） 245,491 教育委員会 学校支援課特別支援学校その他整備事業（再掲） 74,001 教育委員会 学校支援課早稲田大学との連携事業 8,000 地域振興部 教育振興課地域づくり実践事業 713 地域振興部 教育振興課地域貢献活動助成事業 3,354 くらし創造部 協働推進課市町村を核とした地域プラットフォーム設置事業 753 くらし創造部 協働推進課奈良県協働推進基金積立金 6,586 くらし創造部 協働推進課奈良県協働推進基金運営事業 7,059 くらし創造部 協働推進課災害ボランティア本部機能強化事業 1,538 くらし創造部 協働推進課NPO法人活性化促進事業 2,768 くらし創造部 協働推進課花いっぱい推進事業（再掲） 53,600 県土マネジメント部 道路管理課みんなで・守ロード事業 5,800 県土マネジメント部 道路管理課連携協定に基づくバス交通支援事業（再掲） 61,700 県土マネジメント部 地域交通課川の彩り花づつみ事業（再掲） 10,000 県土マネジメント部 河川課地域が育む川づくり事業（再掲） 6,864 県土マネジメント部 河川課萃点を灯す～春日奥山からの未来への文化継承の地事業 500 まちづくり推進局 奈良公園室知事及び県議会議員選挙執行費等 567,400 地域振興部 市町村振興課市町村振興資金貸付事業 500,000 地域振興部 市町村振興課自治会優良活動自慢大会開催事業 1,800 地域振興部 市町村振興課
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）活力あふれる市町村応援補助金 150,000 地域振興部 市町村振興課「奈良モデル」推進補助金 150,000 地域振興部 市町村振興課市町村税税収確保連携事業 1,750 地域振興部 市町村振興課市町村税固定資産評価支援事業 550 地域振興部 市町村振興課市町村税先進地事例導入支援事業 500 地域振興部 市町村振興課市町村若手税務職員宿泊研修事業 650 地域振興部 市町村振興課市町村行政経営力向上支援事業 4,820 地域振興部 市町村振興課奈良県版役割分担実現事業 11,900 地域振興部 市町村振興課地域振興懇話会ジャーナル発行事業 6,020 地域振興部 市町村振興課市町村職員行政遂行能力向上支援事業 1,800 地域振興部 市町村振興課市町村政策自慢大会開催事業 2,400 地域振興部 市町村振興課がんばる市町村応援表彰事業 1,800 地域振興部 市町村振興課小規模町村の包括外部委託導入促進事業 540 地域振興部 市町村振興課市町村地方創生支援事業 11,800 地域振興部 市町村振興課市町村行財政運営健全化推進事業 1,700 地域振興部 市町村振興課新たな地方公会計基準導入支援事業 700 地域振興部 市町村振興課市町村公共施設等総合管理計画策定支援事業 500 地域振興部 市町村振興課地方公営企業法適用化推進支援事業 1,500 地域振興部 市町村振興課市町村資金調達支援事業 500 地域振興部 市町村振興課市町村マイナンバー制度導入支援事業 500 地域振興部 市町村振興課全国自治体政策研究交流会議奈良大会開催事業 2,500 地域振興部 市町村振興課産学金官連携強化による地域経済循環推進事業 2,400 地域振興部 市町村振興課市町村女性職員登用支援事業 780 地域振興部 市町村振興課市町村定員管理支援事業 570 地域振興部 市町村振興課市町村人事評価制度導入支援事業 500 地域振興部 市町村振興課簡易水道の統合・共同化推進事業 1,416 地域振興部 地域政策課簡易水道技術支援体制構築モデル事業 2,233 地域振興部 地域政策課県域水道ファシリティマネジメント推進事業 1,600 地域振興部 地域政策課五條・吉野エリア施設共同化推進事業 8,600 地域振興部 地域政策課奈良県市町村国民健康保険のあり方検討事業（再掲） 3,239 健康福祉部 保険指導課後期高齢者医療広域連合機能強化支援事業（再掲） 13,700 健康福祉部 保険指導課住宅新築資金等貸付事業費補助金 97,193 まちづくり推進局 住宅課道路改良事業等基礎調査費（再掲） 25,000 県土マネジメント部 道路建設課公共土木事務市町村支援事業 252,000 県土マネジメント部 道路管理課流域下水道負荷軽減等推進事業（下水特会）（再掲） 60,000 県土マネジメント部 下水道課市町村とのまちづくり連携推進事業（再掲） 249,855 まちづくり推進局 地域デザイン推進課・都市計画室市町村一まちづくり構想推進事業（再掲） 10,171 まちづくり推進局 地域デザイン推進課市町村とのまちづくり連携推進事業（再掲） 5,500 まちづくり推進局 住宅課「相談ならダイヤル」管理事業 1,099 知事公室 広報広聴課「あしたのなら表彰」事業 2,800 知事公室 広報広聴課刊行物等による県政広報 211,062 知事公室 広報広聴課
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大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）他府県広報紙による県政広報 3,057 知事公室 広報広聴課テレビ等による県政広報 148,843 知事公室 広報広聴課インターネット放送局運営事業 3,494 知事公室 広報広聴課県政情報番組「奈良！そこが知りたい」制作・放映 36,258 知事公室 広報広聴課みんなが主役！地域情報発信事業 17,143 知事公室 広報広聴課「県民だより奈良テレビ版」制作・放映 36,950 知事公室 広報広聴課データ放送による県政広報 2,430 知事公室 広報広聴課デジタルサイネージによる県政ニュース発信 12,074 知事公室 広報広聴課ホームページ運用・管理事業 6,480 知事公室 広報広聴課新聞等による県政広報 49,443 知事公室 広報広聴課奈良県地方創生推進事業 15,000 知事公室 政策推進課地域フォーラム開催事業 1,423 知事公室 政策推進課県内大学生が創る奈良の未来事業 1,813 知事公室 政策推進課職員発政策提案事業 600 知事公室 政策推進課行政評価の実施 1,272 知事公室 政策推進課政策検証事業 1,380 知事公室 政策推進課奈良県統計リテラシー向上事業（奈良スタット） 8,000 知事公室 統計課統計リテラシースキルアップ事業 210 知事公室 統計課マイナンバー制度導入事業 1,354 総務部 行政経営課寄付型クラウドファンディング活用事業 3,000 総務部 行政経営課新たな段階の行政経営を考える有識者懇談会 1,737 総務部 行政経営課第３セクター等マネジメント強化事業 1,395 総務部 行政経営課税外未収金回収支援事業 425 総務部 行政経営課指定管理者制度運用支援強化事業 1,461 総務部 ファシリティマネジメント室公の施設等広告導入推進事業 356 総務部 ファシリティマネジメント室公の施設運営改善推進プロジェクト事業 799 総務部 ファシリティマネジメント室ファシリティマネジメント推進事業 9,188 総務部 ファシリティマネジメント室県有資産活用プロジェクト事業 14,304 総務部 ファシリティマネジメント室県有資産有効活用事業 9,250 総務部 ファシリティマネジメント室新たなパーソネルマネジメント研究事業 1,145 総務部 人事課ふるさと知事ネットワーク　職員の相互派遣による交流事業 1,936 総務部 人事課職員研修事業 22,399 総務部 人事課総務事務システム運用事業 130,214 総務部 総務厚生センター全国型市場公募地方債発行事業 105,214 総務部 財政課調査による課税ベース拡大事業 9,224 総務部 税務課税務総合システム運用維持管理事業 244,062 総務部 税務課番号制度対応事業 162,969 総務部 税務課新税務総合システム開発事業 33,849 総務部 税務課県税窓口業務委託事業 84,662 総務部 税務課県税収納手段の拡大事業 21,794 総務部 税務課ふるさと奈良県応援寄附金推進事業 1,512 総務部 税務課

Ⅶ　人材・組織マネジメントと財政マネジメント

34



大項目 小項目 事業名 要求額　　　　　(千円) 部局名 課名平成２７年度　  政 策 課 題 別 予 算 要 求 状 況　（主な事業）情報システム最適化事業 92,799 総務部 情報システム課番号制度推進事業 92,320 総務部 情報システム課情報セキュリティ推進事業 20,227 総務部 情報システム課全庁ネットワーク利用促進事業 139,680 総務部 情報システム課奈良県情報通信基盤運営事業（一部再掲） 174,869 総務部 情報システム課人事給与システム運用事業 52,550 総務部 情報システム課統合財務システム運用事業 135,369 総務部 情報システム課汎用受付システム県・市町村共同運営事業 7,185 総務部 情報システム課物品電子入札等システム更新事業 4,064 会計局 総務課公契約条例施行推進事業 4,128 会計局 総務課会計事務適正化プロジェクト事業 1,145 会計局 会計課リクルーティング強化事業 970 人事委員会事務局 人事委員会事務局多様な人材確保のための採用試験特別枠推進事業 523 人事委員会事務局 人事委員会事務局多様な人材確保のための広報強化事業 1,032 人事委員会事務局 人事委員会事務局技術・資格職人材確保事業 2,407 人事委員会事務局 人事委員会事務局採用試験ノーマライゼーション化事業 1,612 人事委員会事務局 人事委員会事務局公認会計士との連携強化による監査の専門性向上事業 730 監査委員事務局 監査委員事務局未収金対策強化事業 2,293 こども・女性局 こども家庭課自動車保有関係手続きのワンストップサービス事業 75,019 警察本部 会計課未収金回収委託事業 6,480 教育委員会 学校支援課
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