
【情報システム課】 H24年度当初予算　10,833千円H24年度当初予算　10,833千円H24年度当初予算　10,833千円H24年度当初予算　10,833千円 【事業主体：県・放送事業者】【Ｃ　災害時における行政情報通信網の確保】緊急時情報発信ネットワーク整備
【情報システム課】 H24年度当初予算　6,467千円H24年度当初予算　6,467千円H24年度当初予算　6,467千円H24年度当初予算　6,467千円 【事業主体：県・市町村】大和路情報ハイウェイ強化
【情報システム課】 H24年度当初予算　 8,000千円H24年度当初予算　 8,000千円H24年度当初予算　 8,000千円H24年度当初予算　 8,000千円 【事業主体：県】防災行政無線機能維持
【防災統括室】 H24年度当初予算　1,543千円H24年度当初予算　1,543千円H24年度当初予算　1,543千円H24年度当初予算　1,543千円 【事業主体：県】
【学校支援課】 H24年度当初予算　1,485千円H24年度当初予算　1,485千円H24年度当初予算　1,485千円H24年度当初予算　1,485千円 【事業主体：県】

01-Ｂ-02地デジ難視解消（災害情報配信強化） 災害等緊急時において、地域住民に対して、きめ細かな防災・避難等情報を早急かつ複数手段により伝達するため、県内広範囲に点在する県域テレビ放送の地デジ難視解消を推進　整備年度：平成24年度　整備手法：テレビ中継局の新設　負担割合：国2/3、県1/6、放送事業者1/601-C-01 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 18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％

01-C-04県立学校等緊急時対応機器整備 非常時における通信手段途絶時等の対応として、県立学校等に衛星携帯電話及び非常用発電機を設置　対象施設：衛星携帯電話　十津川高校　　　　　　非常用発電機　十津川高校、特別支援学校10校

01-C-02 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構築　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01-C-03 ＦＡＸの故障により災害時の市町村への情報伝達及び情報収集に支障をきたすことのないよう、防災行政無線ＦＡＸを整備　整備年度：平成24年度～26年度　対象機関：県防災行政無線設置機関
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２　地域の再生・再興（１）災害に強いインフラづくり（道路、河川、砂防、林道、治山、情報、防災等）⑥　災害の種別に対応した防災システムの構築取組項目　01　避難所整備をはじめとする防災システムの構築の推進○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度Ａ　「道の駅」における防災機能強化01-A-01 「道の駅」の防災機能強化検討Ｂ　地域防災計画の見直し01-B-01 奈良県地域防災計画の見直しＣ　避難所の防災機能等の充実01-C-01 避難所機能緊急強化補助 避難所の調査・点検 市町村との調整
01-C-02 ヘリコプターテレビ伝送システムの整備・更新 設計01-C-03 消防力強化支援01-Ｄ-01 防災関係施設先進地視察調査○事業概要【Ａ　「道の駅」における防災機能強化】「道の駅」の防災機能強化検討【道路建設課】 H23年度11月補正　8,000千円H23年度11月補正　8,000千円H23年度11月補正　8,000千円H23年度11月補正　8,000千円 【事業主体：県】【Ｂ　地域防災計画の見直し】奈良県地域防災計画の見直し

【防災統括室】 H24年度当初予算　15,000千円H24年度当初予算　15,000千円H24年度当初予算　15,000千円H24年度当初予算　15,000千円 【事業主体：県】

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度検討・関係機関との調整 防災機能の強化防災計画見直し
避難所機能緊急強化補助事業避難所の整備・見直し（災害の種別に応じた安全な避難所づくりの実現）整備・更新Ｄ　防災関係施設の整備の推進 先進地の視察・調査　　　　　　　　拠点施設の整備・見直し事業名 事業内容01-A-01 大規模災害に備え、「道の駅」において休憩機能、情報発信機能、地域連携機能等、防災拠点としての機能の強化に向けた検討を実施01-B-01 紀伊半島大水害を受けて、地域防災計画の見直しを行うとともに、防災力の向上を図るための施策を推進　・奈良県地域防災計画の見直しに向けた有識者懇談会の開催　・大規模災害の住民の避難行動等地域防災計画の見直しに　　必要な調査・分析
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【Ｃ　避難所の防災機能等の充実】避難所機能緊急強化補助
【防災統括室】 H24年度当初予算　43,000千円H24年度当初予算　43,000千円H24年度当初予算　43,000千円H24年度当初予算　43,000千円 【事業主体：市町村】

【防災統括室・警察本部会計課】 H24年度当初予算　24,840千円H24年度当初予算　24,840千円H24年度当初予算　24,840千円H24年度当初予算　24,840千円 【事業主体：県】
【消防救急課】 　 H24年度当初予算　20,000千円H24年度当初予算　20,000千円H24年度当初予算　20,000千円H24年度当初予算　20,000千円 【事業主体：市町村】【Ｄ　防災関係施設の整備の推進】防災関係施設先進地視察調査

【防災統括室】 H24年度当初予算　703千円H24年度当初予算　703千円H24年度当初予算　703千円H24年度当初予算　703千円 【事業主体：県】

01-C-01 市町村が指定する避難所及び福祉避難所において、一定の設備・備品の整備を行うことにより、安全な避難所が確保できる場合、必要な整備に要する費用を補助　負担割合：県1/3　市町村2/3　　　　　　※県5.5/10　市町村4.5/10　　　※過疎地域自立促進特別措置法第２条第２項        の規定に基づき指定された市町村の場合01-C-02ヘリコプターテレビ伝送システムの整備・更新 災害発生時の情報収集力強化に向けた、ヘリコプターテレビ伝送システムの整備・更新　・消防防災ヘリコプターへのテレビ伝送システムの搭載設計　・警察ヘリコプターテレビ伝送システム地上設備の増設及び　　更新、デジタル化等機能強化に向けた総合指揮室のシステ　　ム更新01-C-03消防力強化支援 ・被災地消防団強化緊急支援事業　被災地における消防力の維持・強化のため、新たな災害の　発生に備えて被災市町村が行う消防団車両等の整備に対し　補助　　補助率　　一般　１/３　　過疎　5.5/10　　　　　　　紀伊半島大水害により滅失または使用不可と　　　　　　　なっている場合　　　　　　　一般　１/２　　過疎　２/３　　補助対象　紀伊半島大水害における災害救助法適用市町村
01-Ｄ-01 先進県における防災関係施設（防災センター、防災活動拠点、備蓄倉庫）の調査を実施し、本県防災施設の機能の見直し＜視察調査の内容＞・防災センター（危機管理センター）の機能　　防災行政無線等非常用通信設備、　　災害対策本部室等会議スペース等、車両駐車スペース・防災活動拠点の機能　  防災行政無線等非常用通信設備、非常用発電設備、　　物資倉庫、緊急車両駐屯地機能、ヘリポート機能・備蓄倉庫の機能　　倉庫面積、備蓄物資の品目・数量、フォークリフト・　　物資棚等設備
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２　地域の再生･再興（１）災害に強いインフラづくり（道路、河川、砂防、林道、治山、情報、防災等）⑦バス交通の確保○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度01-01 路線バスの早期運行復旧支援 連絡調整Ａ　暮らしを支えるバス交通の確保01-A-01 奈良県基幹公共交通ネットワーク確保01-A-02 安心して暮らせる地域公共交通確保01-A-03 過疎地域の移動手段確保 効果検証等の実施○事業概要【23年度で完了する取組】
【道路・交通環境課】 【事業主体：地域公共交通活性化協議会、バス事業者等】【Ａ　暮らしを支えるバス交通の確保】
【道路・交通環境課】 H24年度当初予算　174,500千円H24年度当初予算　174,500千円H24年度当初予算　174,500千円H24年度当初予算　174,500千円 【事業主体：バス事業者等】
【道路・交通環境課】 H24年度当初予算　22,500千円H24年度当初予算　22,500千円H24年度当初予算　22,500千円H24年度当初予算　22,500千円 【事業主体：地域公共交通にかかる協議会】
【道路・交通環境課】 H24年度当初予算　3,250千円H24年度当初予算　3,250千円H24年度当初予算　3,250千円H24年度当初予算　3,250千円 【事業主体：地域公共交通にかかる協議会】

取組項目　01　バス交通の確保取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度

日常生活に必要な移動を安心して行えるよう、市町村における暮らしを支えるコミュニティバス等の地域公共交通の効率的な運行に向けた協議会の取組への支援・効率的な運行計画の策定費補助・利用環境向上等に係る事業費補助・交通環境の改善に向けた先駆的取組に対する運行費補助

運行確保取組支援実証運行の実施
事業名 事業内容01-01 路線バスの早期運行復旧支援 十津川村から県立五條病院への広域通院ラインをはじめとした路線バスについて、早期運行復旧に向けた関係機関との連絡調整を実施

01-A-03過疎地域の移動手段確保 過疎地域における生活交通を確保するため、地域の実情に応じた取組に対する利用促進策の実施　・五條市、野迫川村、十津川村－広域通院ラインの評価、分析と  利用促進

01-A-01奈良県基幹公共交通ネットワーク確保 暮らしを支える公共交通ネットワークの充実・改善を図るために、移動目的に着目したバス交通の確保対策を実施・利用者の交通特性に応じた交通サービスの確保に向けた運行  経費補助・補助系統を運行するノンステップバス等の導入費補助01-A-02安心して暮らせる地域公共交通確保
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２　地域の再生・再興 (２)新しい集落づくり　新しい集落づくり取組項目　01　新しい集落づくりのための基盤整備○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度01-01 新しい集落づくり基礎調査Ａ　新しい集落づくりの計画の策定、実施01-A-01 新しい集落づくり計画策定01-A-02 新しい集落づくり○事業概要【23年度で完了する取組】新しい集落づくり基礎調査
【地域デザイン推進課】 H23年度９月補正　30,000千円H23年度９月補正　30,000千円H23年度９月補正　30,000千円H23年度９月補正　30,000千円 【事業主体：県、市町村】【Ａ　新しい集落づくりの計画の策定、実施】
【地域デザイン推進課】 H24年度当初予算　40,000千円H24年度当初予算　40,000千円H24年度当初予算　40,000千円H24年度当初予算　40,000千円 【事業主体：県、市町村】

【地域デザイン推進課・住宅課　等】 【事業主体：県、市町村】

長期（3年）平成23年度

事業内容事業名

中期（3年）

新しい集落づくりに向け、既存集落の安全性の確認、安全で利便性の良い集落づくりの候補地、過去の災害での集落の復興事例、集落に確保する機能、実現手法などについて、調査、検討01-01

新しい集落づくり01-A-02
新しい集落づくり計画策定

国庫補助事業等を活用し、新しい集落づくり事業を検討・実施
地元市町村や住民とともに、被災した具体の集落・住宅について再建の内容・方法を整理し、具体の復興事業の計画を立案

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年）

01-A-01
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２　地域の再生・再興 (２)新しい集落づくり　新しい集落づくり取組項目　02　住宅の復興○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度A　被災者の住宅再建の支援02-A-01 集落再生の住まいづくり支援02-A-02 公営住宅整備02-A-03 空き家再生等推進○事業概要【A　被災者の住宅再建の支援】集落再生の住まいづくり支援
【住宅課】 H24年度当初予算　3,700千円H24年度当初予算　3,700千円H24年度当初予算　3,700千円H24年度当初予算　3,700千円 【事業主体：県、市町村】公営住宅整備
【住宅課】 【事業主体：市町村】
【住宅課】 【事業主体：市町村】

02-A-02
空き家再生等推進

事業内容

集中復旧・復興期間（4年）

住宅を失った住宅困窮者に賃貸するため、公営住宅等の整備を支援
空き家及び空き建築物を居住環境の整備改善及び地域の活性化に資する宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用途に供するため、当該住宅等の取得（用地費を除く。）、移転、増築、改築等を行う市町村等を支援

02-A-01 被災地の住まいの再生のアドバイザー派遣を行い、具体的な住まいの再生の検討を支援

02-A-03

中期（3年） 長期（3年）平成23年度取組項目の構成事業

事業名
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２　地域の再生・再興 (２)新しい集落づくり　新しい集落づくり取組項目　03　新しい集落での諸機能の確保○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度Ａ　集落の諸機能の確保03-A-01 高齢者地域生活サポート拠点検討 検討03-A-02 木質バイオマス利活用モデル事業03-A-03 ＵＩＪターン者受入れの推進 検討03-A-04 二地域居住の推進 検討○事業概要【Ａ　集落の諸機能の確保】
【長寿社会課】 H24年度当初予算　3,300千円H24年度当初予算　3,300千円H24年度当初予算　3,300千円H24年度当初予算　3,300千円 【事業主体：県】

【奈良の木ブランド課】 H24年度当初予算　10,200千円H24年度当初予算　10,200千円H24年度当初予算　10,200千円H24年度当初予算　10,200千円 【事業主体：県】ＵＩＪターン者受入れの推進
【南部振興課】 【事業主体：県、市町村】二地域居住の推進
【南部振興課】 【事業主体：県、市町村】

事業名
施策への反映

復旧・復興計画における「新しい集落づくり計画」の策定に当たり、山間地域のくらしの実情を踏まえた医療・福祉サービスのあり方を反映させるために必要な検討・調査を実施・検討会の開催・山間地域高齢者生活介護実態調査の実施03-A-02
事業内容

木質バイオマス利活用モデル事業
03-A-01高齢者地域生活サポート拠点検討

03-A-04

長期（3年）平成23年度 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年）

定年後に田舎暮らしを希望する団塊世代向けの定住施策を推進・古民家を改修した移住体験施設や滞在型観光農園の整備・団塊世代のニーズ調査とそれに基づく受入体制の改善・団塊世代の経験を活かした地域貢献の推進及び支援　等

取組項目の構成事業

・木質バイオマスを再生可能エネルギー等として活用した地域  産業の創出・木質バイオマス利活用復興モデル事業　県内３市村（五條市、十津川村、野迫川村）での可能性調査　及び関係者参加の検討会の開催・木質バイオマス導入検討事業  曽爾村、御杖村において実施した平成23年度可能性調査結果  を基に具体的な木質バイオマスの活用に向けた検討会の開催03-A-03 若者や子育て世代のＵＩＪターンを推進するため各種の取組を実施・市町村の実施するＵＩＪターン推進施策に対する支援・ＵＩＪターン希望者向け専門誌を活用した情報発信・移住体験モニターツアーの実施・ＵＩＪターン希望者のニーズ調査とそれに基づく受入体制の  改善・中山間地域での就業支援　等
56



２　地域の再生・再興 (３)産業・雇用の創造（林業、観光等）①林業の振興取組項目　01　地域雇用の受け皿となりうる林業・木材産業の振興○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度01-01 流木発生の要因調査（再掲） 調査01-02 県産材生産促進（台風災害緊急対応）（再掲） 復旧支援01-03 森林資源活用調査Ａ　林道整備の推進01-A-01 林道整備（再掲）01-A-02 県単独林道の整備（再掲）B　奈良型作業道の重点整備など県産材の安定供給推進01-B-01 奈良県木材生産推進01-B-02 木材生産林育成整備01-B-03 シイタケ原木林整備の支援01-B-04 森林整備地域活動支援01-B-05 高性能林業機械導入の支援01-B-06 森林境界明確化、間伐等、林内路網の整備の推進01-B-07 県産材生産促進（復興支援）01-B-08 流通経費支援○事業概要【23年度で完了する取組】流木発生の要因調査（再掲）【林業振興課】【林業振興課】 １（３）③　01-01事業内容01-0101-02 県産材生産促進（台風災害緊急対応）（再掲）事業名

集中復旧・復興期間（4年）
整備の推進

平成23年度 長期（3年）取組項目の構成事業 中期（3年）

応急復旧及び本復旧工事

２（１）④　01-02
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森林資源活用調査
【環境政策課】 H23年度９月補正　10,000千円H23年度９月補正　10,000千円H23年度９月補正　10,000千円H23年度９月補正　10,000千円 【事業主体：県】【Ａ　林道整備の推進】林道整備（再掲） 【森林整備課】県単独林道の整備（再掲）【森林整備課】【B　奈良型作業道の重点整備など県産材の安定供給推進】奈良県木材生産推進
【林業振興課】 H24年度当初予算　242,852千円H24年度当初予算　242,852千円H24年度当初予算　242,852千円H24年度当初予算　242,852千円 【事業主体：林業事業体等】木材生産林育成整備
【林業振興課】 H24年度当初予算　347,167千円H24年度当初予算　347,167千円H24年度当初予算　347,167千円H24年度当初予算　347,167千円 【事業主体：林業事業体等】シイタケ原木林整備の支援
【林業振興課】 H24年度当初予算　2,187千円H24年度当初予算　2,187千円H24年度当初予算　2,187千円H24年度当初予算　2,187千円 【事業主体：林業事業体等】森林整備地域活動支援
【林業振興課】 H24年度当初予算　189,854千円H24年度当初予算　189,854千円H24年度当初予算　189,854千円H24年度当初予算　189,854千円 【事業主体：林業事業体等】高性能林業機械導入の支援
【林業振興課】 H24年度当初予算　26,500千円H24年度当初予算　26,500千円H24年度当初予算　26,500千円H24年度当初予算　26,500千円 【事業主体：林業事業体等】

シイタケ原木を安定供給できるよう、人工林のクヌギ林の整備を支援・補助率68％（国51％　県17％）

１（１）①　01-B-02

01-B-05

１（１）①　01-B-03

01-B-03
01-B-04

林業事業体等が高性能林業機械を導入するための経費について、素材生産計画に基づき助成　実施主体　２事業体　導入予定数　５台  補助率　　1/2以内  　機械導入経費の1/2を上限とし、林業事業体が作成する　　素材生産計画において1,000m3当たり2,000千円を補助

01-A-02

市町村長との協定に基づき計画的に集約化施業等を行う森林所有者等に対し交付金を交付　対象行為　森林経営計画の作成促進　　　　　　施業集約化の促進　　　　　　作業道の点検改良

01-B-02 木材生産林における計画的な森林整備に対する支援・搬出間伐、除伐・森林作業道・その他保育　・補助率68％（国51％　県17％）など

01-A-01
01-03 地域の強みである森林資源の新たな活用方策を検討するための調査　・循環活用可能な木質資源の供給量調査　・循環活用型事業（産業）の実現性調査　・森林保全・資源循環への貢献システムの調査研究

01-B-01 「森林づくり並びに林業及び木材産業振興条例」及び指針に基づき、木材生産林に区分した一定規模以上の森林（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を支援　＜種　　別＞ 　　　　　　＜補 助 率＞　奈良型作業道重点開設 　　81～88％（国51％ 県30～37％）　木材生産強化（利用間伐） 68％（国51％ 県17％）　林業機械導入 　　　　　　国4.5/10間接　林業機械レンタル 　　　　1/2
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【林業振興課】 H24年度当初予算　139,200千円H24年度当初予算　139,200千円H24年度当初予算　139,200千円H24年度当初予算　139,200千円 【事業主体：県】
【林業振興課】 H24年度当初予算　20,560千円H24年度当初予算　20,560千円H24年度当初予算　20,560千円H24年度当初予算　20,560千円 【事業主体：林業事業体等】流通経費支援

【奈良の木ブランド課】 H24年度当初予算　8,000千円H24年度当初予算　8,000千円H24年度当初予算　8,000千円H24年度当初予算　8,000千円 【事業主体：運搬業者等】

森林境界明確化、間伐等、林内路網の整備の推進

素材生産業者、運搬業者、製材事業者等の間で締結された協定に基づき、製材・集成材・合板用の間伐材を県内素材生産地から製材工場等までの距離が50kmを超える場合、間伐材の運搬経費に対して定額助成を実施　上限2,000円/m301-B-08

01-B-06
県産材生産促進（復興支援）01-B-07

・境界が不明で間伐実施が進まない森林の境界明確化活動を支援　　事業面積　360ha・搬出間伐に対する支援　　実施主体　26事業体、事業面積　418ha・搬出等のための林内路網の整備を支援　　実施主体　17事業体、総延長　18.6km間伐材等の搬出・利用に積極的に取り組む林業事業体・森林組合等に対する搬出経費の支援　補助額　2,000円/m3

59



２　地域の再生・再興 (３)産業・雇用の創造（林業、観光等）①林業の振興取組項目　01　地域雇用の受け皿となりうる林業・木材産業の振興○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度C　木材生産に取り組む意欲的な担い手の確保・育成01-C-01  奈良県木材生産推進（技術者養成研修）01-C-02  林業機械化推進01-C-03　 林業後継者育成○事業概要【C　木材生産に取り組む意欲的な担い手の確保・育成】
【林業振興課】 H24年度当初予算　12,662千円H24年度当初予算　12,662千円H24年度当初予算　12,662千円H24年度当初予算　12,662千円 【事業主体：県・林業事業体等】林業機械化推進
【林業振興課】 H24年度当初予算　10,052千円H24年度当初予算　10,052千円H24年度当初予算　10,052千円H24年度当初予算　10,052千円 【事業主体：団体】林業後継者育成
【林業振興課】 H24年度当初予算　1,538千円H24年度当初予算　1,538千円H24年度当初予算　1,538千円H24年度当初予算　1,538千円 【事業主体：県】

奈良県木材生産推進（技術者養成研修）
01-C-02  

中期（3年） 長期（3年）平成23年度

事業名 事業内容

集中復旧・復興期間（4年）

01-C-03　 森林林業担い手対策協議会（県が事務局）において、林業労働者等に係る諸問題等について全国の都道府県と情報交換を図り、新たな施策に反映

01-C-01  作業道整備を行う技術者養成に向け、意欲ある林業事業体等に対して実践的な研修を実施・木材生産推進研修・作業道整備・木材生産実践研修

取組項目の構成事業

奈良県林業機械化推進センター運営及び研修の実施・管理運営補助　　運営主体　奈良県森林組合連合会・研修事業　　作業道整備初級研修　　林業架線技術者養成研修

60



２　地域の再生・再興 (３)産業・雇用の創造（林業、観光等）①林業の振興取組項目　01　地域雇用の受け皿となりうる林業・木材産業の振興○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度D　民間住宅・公共建築物等での県産材利用推進01-D-01 奈良県産材住宅普及推進01-D-02 奈良の木づかい推進01-D-03 建築物木造木質化推進○事業概要【D　民間住宅・公共建築物等での県産材利用推進】奈良県産材住宅普及推進
【農林部企画管理室】 H24年度当初予算　22,000千円H24年度当初予算　22,000千円H24年度当初予算　22,000千円H24年度当初予算　22,000千円 【事業主体：県等】奈良の木づかい推進
【奈良の木ブランド課】 H24年度当初予算　25,232千円H24年度当初予算　25,232千円H24年度当初予算　25,232千円H24年度当初予算　25,232千円 【事業主体：県】

住宅への県産材利用を促進するため、県産材取扱事業者と工務店のマッチング、情報交換を行う仕組みづくりを支援・県産材取扱事業者・工務店ネットワーク支援事業　　奈良県産材利用促進協議会を設立し、奈良の木販売サポー　　ターを配置　　協議会に登録された業者に対して、情報提供及びマッチン　　グ等の支援・県産材取扱事業者・工務店連携ＰＲ補助事業　　登録業者が連携して行うＰＲのための取組　　（展示会出展、産地見学会等）への補助
01-D-01 事業名

集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度

事業内容

取組項目の構成事業

奈良県地域認証材ＰＲ事業　生産地や性能表示が明確な奈良県地域認証材の普及啓発など奈良県地域認証材住宅助成事業  地域認証材を使用する住宅の新築に対して助成　対象部材:構造材奈良県産材住宅支援事業（ならプラス）　県産材を使用した住宅版エコポイント制度対象住宅の新築に　対して助成  対象部材:構造材、内装材奈良県産材県外活用支援事業　県外での県産材住宅の新築・改築に助成　対象部材:構造材、内装材
01-D-02
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建築物木造木質化推進
H23年度２月補正　145,444千円H23年度２月補正　145,444千円H23年度２月補正　145,444千円H23年度２月補正　145,444千円 【事業主体：市町村、民間法人等】

【奈良の木ブランド課】 H24年度当初予算　3,542千円H24年度当初予算　3,542千円H24年度当初予算　3,542千円H24年度当初予算　3,542千円 【事業主体：県】
公共建築物への木材利用のモデル事業として、県有施設について内装木質化工事を実施・県庁ピロティー木製ベンチ設置事業・材工分離発注検討モデル事業（中央こども家庭センター新築　工事内装木質化事業）

01-D-03 民間施設への木材利用促進の波及効果を高めるため、福祉施設、教育施設、観光施設等、多数の県民が利用される施設の木造化・内装木質化を図り、民間建築物における波及効果の加速を目指す。・公民館整備１件（橿原市）・幼稚園舎木質化整備２件（橿原市）・観光案内１件・休憩施設整備１件（吉野町、橿原市）・福祉施設整備２件（社会福祉法人）
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２　地域の再生・再興 (３)産業・雇用の創造（林業、観光等）①林業の振興取組項目　01　地域雇用の受け皿となりうる林業・木材産業の振興○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度E　県産材を用いた木製品の開発及び販路開拓01-E-01 吉野材ブランド活性化の支援01-E-02 吉野材を使った空間デザイン提案01-E-03 県産材販路拡大の支援奈良県産材活用土産物開発木材の利用・森林林業の試験研究及び技術開発生産技術開発01-E-07 販路拡大支援01-E-08 「Living Science」推進F　製材所等木材加工施設の整備木材加工流通施設整備の支援G　木質バイオマス利活用の推進木質バイオマス利活用モデル事業(再掲）木質バイオマス利用施設整備エネルギー政策推進○事業概要【E　県産材を用いた木製品の開発及び販路開拓】吉野材ブランド活性化の支援
【奈良の木ブランド課】 H24年度当初予算　1,340千円H24年度当初予算　1,340千円H24年度当初予算　1,340千円H24年度当初予算　1,340千円 【事業主体：民間】

集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度
01-E-0401-E-0501-E-06
01-F-0101-G-01

取組項目の構成事業

01-G-0201-G-03
事業名 事業内容01-E-01 吉野材のブランドイメージの向上や需要拡大に向けたデザインコンペの開催、商品開発の支援
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【奈良の木ブランド課】 H24年度当初予算　2,000千円H24年度当初予算　2,000千円H24年度当初予算　2,000千円H24年度当初予算　2,000千円 【事業主体：民間・県】県産材販路拡大の支援
【奈良の木ブランド課】 H24年度当初予算　1,500千円H24年度当初予算　1,500千円H24年度当初予算　1,500千円H24年度当初予算　1,500千円 【事業主体：民間】奈良県産材活用土産物開発
【奈良の木ブランド課】 H24年度当初予算　3,660千円H24年度当初予算　3,660千円H24年度当初予算　3,660千円H24年度当初予算　3,660千円 【事業主体：県】

【林業振興課】 H24年度当初予算　23,349千円H24年度当初予算　23,349千円H24年度当初予算　23,349千円H24年度当初予算　23,349千円 【事業主体：県】生産技術開発
【林業振興課】 H24年度当初予算　2,400千円H24年度当初予算　2,400千円H24年度当初予算　2,400千円H24年度当初予算　2,400千円 【事業主体：県】販路拡大支援

【創業・経営支援室】 H24年度当初予算　12,255千円H24年度当初予算　12,255千円H24年度当初予算　12,255千円H24年度当初予算　12,255千円 【事業主体：県】「Living Science」推進
【工業振興課】 H24年度当初予算　16,500千円H24年度当初予算　16,500千円H24年度当初予算　16,500千円H24年度当初予算　16,500千円 【事業主体：民間】

01-E-02 平成22年度より連携している早稲田大学との事業・住宅建設業者の協力を得て、県内に吉野材を活用したモデル　ハウスのインテリア・家具等について具体的検討を実施・鉄道事業者の協力を得て、県内の駅の木質化についての具体　的検討を実施吉野材を使った空間デザイン提案

木材の利用・森林林業の試験研究及び技術開発

01-E-03 海外での販路開拓の足がかりとなる見本市出展の支援
01-E-04 奈良に訪れた観光客等に奈良の魅力を伝え、かつ購買意欲を促すような土産物の開発
01-E-05 長期優良住宅に適した製材品の耐震床工法の開発　ほか11課題

01-E-07 国内販路拡大支援事業　ＢｔｏＢ　　　：技術展示会（関西機械要素技術展）への　　　　　　　　　出展支援　４社　ＢｔｏＢｔｏＣ：国際見本市（東京ギフトショー）への　　　　　　　　　出展支援　８社海外販路拡大支援事業　海外展示会（ニューヨーク国際ギフトフェア）への出展支援

01-E-06 竹材を主成分とするバイオマスプラスチックの開発

01-E-08 少子高齢化社会における課題解決を産業化に結びつけ、地域におけるソリューション提案型の産業振興を図るための研究や商品開発を実施
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【F　製材所等木材加工施設の整備】木材加工流通施設整備の支援
【奈良の木ブランド課】 H24年度当初予算　278,392千円H24年度当初予算　278,392千円H24年度当初予算　278,392千円H24年度当初予算　278,392千円 【事業主体：民間】【G　木質バイオマス利活用の推進】【奈良の木ブランド課】木質バイオマス利用施設整備
【奈良の木ブランド課】 H24年度当初予算　52,945千円H24年度当初予算　52,945千円H24年度当初予算　52,945千円H24年度当初予算　52,945千円 【事業主体：民間】エネルギー政策推進

【産業・雇用振興部企画管理室】 H24年度当初予算 56,500千円H24年度当初予算 56,500千円H24年度当初予算 56,500千円H24年度当初予算 56,500千円 【事業主体：県等】

木質バイオマス利活用モデル事業(再掲）
01-F-01 製材工場等が行う加工施設や乾燥機など流通施設の整備を支援　実施主体 ６団体

01-G-03 ・当面の電力不足や紀伊半島大水害による大規模停電を踏まえ　たエネルギービジョンの策定・中山間地域における自立・分散型エネルギーシステムの検討・事業者向けエコ経営促進モデル事業　　再生可能エネルギーや、省エネ設備の導入など先駆的な事　　業者へ補助

01-G-0101-G-02 ２（２）　　03-A-02民間団体等が木質バイオマスを利活用し、発電や熱供給を行う施設の整備を支援　実施主体　２団体
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２　地域の再生・再興 (３)産業・雇用の創造（林業、観光等）②地域産業の振興取組項目　01　地域の誇りとなる地域特産物・加工品・土産物の発掘・開発及び販売○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度A　地域特産物等の振興01-A-01 地域の誇りとなる地域特産物復興応援01-A-02 大和高原産地復活支援01-A-03 薬用作物生産振興促進01-A-04 奈良らしい地域ビジネス促進Ｂ　チャレンジ品目・リーディング品目の振興01-Ｂ-01 チャレンジ品目支援01-Ｂ-02 リーディング品目支援01-Ｂ-03 奈良らしい農業を提案する研究開発01-Ｂ-04 産地ブランド力向上推進01-Ｂ-05 大和畜産ブランド戦略調査Ｃ　内水面漁業の振興01-C-01 適正放流促進01-C-02 在来渓流魚資源増殖01-C-03 県内ダム湖産天然アユ資源活用対策01-C-04 アユ等漁場実態調査01-C-05 河川漁業生産向上対策○事業概要【A　地域特産物等の振興】
【農林部企画管理室】 H24年度当初予算 3,000千円H24年度当初予算 3,000千円H24年度当初予算 3,000千円H24年度当初予算 3,000千円 【事業主体：県】

事業名 事業内容01-A-01 地域の誇りとなる地域特産物復興応援 地域の誇りとなる地域特産物の早期再生や新たな特産物・加工品・土産物の創出に取り組む活動に対する応援

集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度取組項目の構成事業
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【農業水産振興課】 H24年度当初予算 4,980千円H24年度当初予算 4,980千円H24年度当初予算 4,980千円H24年度当初予算 4,980千円 【事業主体：団体】
【農業水産振興課】 H24年度当初予算 4,300千円H24年度当初予算 4,300千円H24年度当初予算 4,300千円H24年度当初予算 4,300千円 【事業主体：市町村】奈良らしい地域ビジネス促進
【農業水産振興課】 H24年度当初予算 1,100千円H24年度当初予算 1,100千円H24年度当初予算 1,100千円H24年度当初予算 1,100千円 【事業主体：県】【Ｂ　チャレンジ品目・リーディング品目の振興】チャレンジ品目支援
【農業水産振興課】 H24年度当初予算 5,449千円H24年度当初予算 5,449千円H24年度当初予算 5,449千円H24年度当初予算 5,449千円 【事業主体：県、生産者組織等】リーディング品目支援
【農業水産振興課】 H24年度当初予算 8,400千円H24年度当初予算 8,400千円H24年度当初予算 8,400千円H24年度当初予算 8,400千円 【事業主体：県、農協、生産者組織等】
【農業水産振興課】 H24年度当初予算 4,500千円H24年度当初予算 4,500千円H24年度当初予算 4,500千円H24年度当初予算 4,500千円 【事業主体：県】

01-Ｂ-02 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・果樹産地リフレッシュ事業　柿老木園の改植、大苗共同育苗への取組を支援・「奈良の柿」プロモーション強化推進事業　首都圏等への販売促進、輸出への取組を支援・イチゴ流通・販売改革推進事業　イチゴ販売価格の安定による売上の確保を図り、生産者の　経営安定化を支援・イチゴ産地再興支援事業　イチゴ親苗増殖圃の施設改修01-Ｂ-03 奈良らしい農業を提案する研究開発 リーディング品目新品種育成等研究開発事業・県オリジナル新品種の育成によるブランド力強化・有利販売　や生産コスト削減による収益向上の推進・カキ新品種育成農産物加工利用技術研究開発事業・地域農産物を利用した特産品の開発　カキ果実加工品開発

01-A-04 ・大半を中国から輸入に依存している本県特産品の柿の葉寿司　に使われる柿葉の安定生産・供給体制を確立　　事業手法：実証圃を設けて、既成柿樹の改造、栽培指導　　　　　　参考事例の調査、調査結果の情報提供　
01-Ｂ-01 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　生産安定に向けた栽培技術の高位平準化、新規導入を支援・切り花ダリア・チャレンジ支援事業　県産ダリアの周年生産体制を確立し、ブランド化を推進・大和野菜・チャレンジ支援事業　大和まな等、葉菜５品目の生産に必要なパイプハウス導入　を支援・チーム大和野菜活動促進事業　各品目の生産者の組織化や課題解決を行い、需要に応じた　生産体制を確立

01-A-02 大和高原産地復活支援 平成22年末の大積雪や今秋の台風により被害を受けた大和高原南部地域にコーディネーターを設置し、農業生産から流通・販売に至るまでの支援体制を強化、販路拡大の推進指導・改善等により産地復活を支援
01-A-03 薬用作物生産振興促進 ・大和トウキ等、本県と関係の深い薬用作物の優良種苗育成及　び基礎的な生産技術の開発・県産生薬の６次産業化を推進する取組を支援　実施主体　市町村　補 助 率  1/2
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産地ブランド力向上推進
【農業水産振興課】 H24年度当初予算 1,800千円H24年度当初予算 1,800千円H24年度当初予算 1,800千円H24年度当初予算 1,800千円 【事業主体：県】

【畜産課】 H24年度当初予算 9,388千円H24年度当初予算 9,388千円H24年度当初予算 9,388千円H24年度当初予算 9,388千円 【事業主体：県】【Ｃ　内水面漁業の振興】適正放流促進
【農業水産振興課】 H24年度当初予算 5,130千円H24年度当初予算 5,130千円H24年度当初予算 5,130千円H24年度当初予算 5,130千円 【事業主体：奈良県漁業協同組合連合会】在来渓流魚資源増殖
【農業水産振興課】 H24年度当初予算 560千円H24年度当初予算 560千円H24年度当初予算 560千円H24年度当初予算 560千円 【事業主体：奈良県漁業協同組合連合会】
【農業水産振興課】 H24年度当初予算 270千円H24年度当初予算 270千円H24年度当初予算 270千円H24年度当初予算 270千円 【事業主体：奈良県漁業協同組合連合会】
【農業水産振興課】 H24年度当初予算 4,305千円H24年度当初予算 4,305千円H24年度当初予算 4,305千円H24年度当初予算 4,305千円 【事業主体：県】河川漁業生産向上対策
【農業水産振興課】 H24年度当初予算 382千円H24年度当初予算 382千円H24年度当初予算 382千円H24年度当初予算 382千円 【事業主体：県】

01-C-05 水資源保全対策事業・生息環境評価事業　魚類生息環境の調査及び監視、付着藻類・底生動物の調査・生息環境保全対策事業　河川に生息している魚類の保菌検査等アユ漁場環境保全対策検討事業・内水面漁業の振興を図るため、本県内水面漁場における　課題や改善について検討

01-C-03 県内ダム湖産天然アユ資源活用対策 県内ダム湖産天然アユ資源を活用するため、以下の検討等を行う事業に対し助成・北山川等を遡上する稚アユを採捕する方法・採捕した稚アユを蓄養する方法・採捕した稚アユを放流用アユ種苗に育成する方法　補助率：1/2以内　交付先：奈良県漁業協同組合連合会01-C-04 アユ等漁場実態調査 ・アユの漁獲量を把握するため、漁業協同組合が管理する漁場　において遊漁状況と漁獲状況（釣獲尾数、大きさ、重量等）　の調査を実施・アユ等河川漁業の資源の保護・育成を図るため、アユ等魚類　の逃げ場等を創出する竹を河川に浸漬し、結果を調査・効果を普及・啓発　委託先：奈良県漁業協同組合連合会

01-C-01 健全なアユ種苗を養成し、適期に放流して、漁期の拡大及び生産の増大を図るための事業に対して助成　補助率：1/4以内　交付先：奈良県漁業協同組合連合会
01-C-02 アマゴ等渓流魚の産卵場造成及び発眼卵放流により、在来個体群の資源を維持し、遺伝的多様性を保全するとともに、県産天然魚の渓流釣り場を育成するための事業に対し助成　補助率：1/2以内　交付先：奈良県漁業協同組合連合会

01-Ｂ-04 農業総合センターの本所及び各振興センター等を拠点とし、意欲ある生産者に、各品目のマーケティング等を考える場を提供し、生産者の資質向上と自己研鑽を通じて産地ブランド力の向上を推進
01-Ｂ-05 大和畜産ブランド戦略調査 消費者ニーズを把握するための調査を実施し、今後の大和畜産ブランドの推進戦略を策定
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２　地域の再生・再興 (３)産業・雇用の創造（林業、観光等）②地域産業の振興取組項目　01　地域の誇りとなる地域特産物・加工品・土産物の発掘・開発及び販売○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度Ｄ　販路開拓推進01-D-01 農産物直売所支援01-D-02 「なら産彩」拡大推進01-D-03 首都圏流通促進支援01-D-04 販路拡大支援（再掲）01-D-05 なら食のギフト推進01-D-06 眺望のいいレストラン支援Ｅ　加工食品の研究・開発01-E-01 加工食品開発01-E-02 地域特性を有する機能性食品の開発○事業概要【Ｄ　販路開拓推進】農産物直売所支援
【マーケティング課】 H24年度当初予算 4,986千円H24年度当初予算 4,986千円H24年度当初予算 4,986千円H24年度当初予算 4,986千円 【事業主体：県】「なら産彩」拡大推進
【マーケティング課】 H24年度当初予算 2,600千円H24年度当初予算 2,600千円H24年度当初予算 2,600千円H24年度当初予算 2,600千円 【事業主体：県】首都圏流通促進支援
【マーケティング課】 H24年度当初予算 5,900千円H24年度当初予算 5,900千円H24年度当初予算 5,900千円H24年度当初予算 5,900千円 【事業主体：県】

01-D-03 首都圏での高付加価値販売をめざし、東京市場等へのセールスを強化するともに、県産農産物の首都圏への流通手段を確保し、大和野菜等の流通を促進・首都圏等の卸売市場におけるセールス・首都圏等卸売市場関係者の奈良県内産地見学会・トラック便による県産農作物の首都圏直送支援

事業名 事業内容01-D-01 農産物直売所「地の味 土の香」のブランド化の支援など　協定直売所　29直売所
01-D-02 近畿圏の大規模小売店舗・外食産業等のバイヤー向け商談会の開催等により、県産農産物・加工食品等の消費拡大を推進

集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度取組項目の構成事業
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販路拡大支援（再掲）【創業・経営支援室】なら食のギフト推進
【マーケティング課】 H24年度当初予算 24,000千円H24年度当初予算 24,000千円H24年度当初予算 24,000千円H24年度当初予算 24,000千円 【事業主体：県】眺望のいいレストラン支援
【マーケティング課】 H24年度当初予算 5,400千円H24年度当初予算 5,400千円H24年度当初予算 5,400千円H24年度当初予算 5,400千円 【事業主体：県】【Ｅ　加工食品の研究・開発】加工食品開発
【マーケティング課】 H24年度当初予算 4,500千円H24年度当初予算 4,500千円H24年度当初予算 4,500千円H24年度当初予算 4,500千円 【事業主体：県】
【工業技術センター】 H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円 【事業主体：県】

01-E-02 地域特性を有する機能性食品の開発 歴史的遺産に恵まれた奈良の「食のルーツ」としての素材に関する研究を通じて、地域貢献を目指し県内産業に対する技術的支援を実施・農産物が有する機能性成分の活用を図る研究を進め、付加価　値の高い新商品を開発

01-D-06 素晴らしい眺望と県産農産物を活用した奈良の美味しい食を楽しめる飲食店を認定し、支援を実施・パンフレット等共通ＰＲツールの更新・作成・広報記事掲載やプロモーションイベントの実施・専門家派遣による助言指導・レストラン改修資金に対する利子補給・眺望のいいレストランの追加募集　ほか01-E-01 県内農業者と食品加工業者の協力・連携による新しい加工食品の研究・開発に取り組むとともに、６次産業化を支援・県産食材を活用した新たな加工食品の研究・開発・食品加工実態調査・開発候補品目の絞り込み・食品加工分野の研究の方向性等に関する検討

01-D-04 ２（３）①　01-E-0701-D-05 県産農産物や加工食品など、奈良の「食」をギフト商品化し、販路拡大を推進・ギフト商品の開発・販売　ギフトカード・カタログ・インターネット・雑誌等へのＰＲ活動の実施
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２　地域の再生・再興 (３)産業・雇用の創造（林業、観光等）②地域産業の振興取組項目　01　地域の誇りとなる地域特産物・加工品・土産物の発掘・開発及び販売○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度Ｆ　意欲ある担い手と新規就農者への支援01-Ｆ-01 担い手育成緊急支援01-Ｆ-02 奈良の意欲ある担い手支援01-Ｆ-03 戸別所得補償経営安定推進01-Ｆ-04 農業新規参入者支援01-Ｆ-05 新規就農者確保01-Ｆ-06 中小企業支援センター事業○事業概要【Ｆ　意欲ある担い手と新規就農者への支援】担い手育成緊急支援
【地域農政課】 H24年度当初予算 3,000千円H24年度当初予算 3,000千円H24年度当初予算 3,000千円H24年度当初予算 3,000千円 【事業主体：個人】奈良の意欲ある担い手支援
【地域農政課】 H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円 【事業主体：県】戸別所得補償経営安定推進
【地域農政課】 H24年度当初予算 39,262千円H24年度当初予算 39,262千円H24年度当初予算 39,262千円H24年度当初予算 39,262千円 【事業主体：市町村】

01-Ｆ-02 農業経営に意欲ある担い手を対象に、経営基盤を強化し、販売力の向上を促進
01-Ｆ-03 集落での話し合いに基づき、地域の中心となる経営体を定め、その経営体への農地の集積を円滑に推進・地域農業マスタープラン作成支援・農地集積協力金　　（負担区分　国10/10　補助先　市町村）

事業名 事業内容01-Ｆ-01 認定農業者、集落営農組織及び新規就農者を対象に個々の経営レベル向上に必要な支援を実施・台風や豪雨により被災された経営体が行う、高付加価値作　物・新規作物の導入、特産品等商品の開発・加工や地域特　産物販路開拓に対して優先枠を設定して補助

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度
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農業新規参入者支援
【地域農政課】 H24年度当初予算 26,172千円H24年度当初予算 26,172千円H24年度当初予算 26,172千円H24年度当初予算 26,172千円 【事業主体：県】01-Ｆ-05 新規就農者確保
【地域農政課】 H24年度当初予算 130,000千円H24年度当初予算 130,000千円H24年度当初予算 130,000千円H24年度当初予算 130,000千円 【事業主体：市町村、個人】中小企業支援センター事業
【工業振興課】 　 H24年度当初予算 76,844千円H24年度当初予算 76,844千円H24年度当初予算 76,844千円H24年度当初予算 76,844千円 【事業主体：県】

01-Ｆ-04 ・農業者の減少に対応するため、他産業や非農家からの新規参　入を確実に受け入れ、後継者を育成・新たな担い手による農業参入・拡大を支援し、農地の集積と　耕作放棄地の解消を推進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01-Ｆ-06 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、情報提供
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２　地域の再生・再興 (３)産業・雇用の創造（林業、観光等）②地域産業の振興取組項目　02　豊かな地域資源を活用した都市農山村交流の推進○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度A　都市農山村交流等によるにぎわい創出02-A-01 第34回全国豊かな海づくり大会準備02-A-02 農村資源を活用した地域づくりB　植栽による彩りづくり・森林とのふれあい推進（立入利用・眺望活用）02-B-01 森林とのふれあい推進02-B-02 奈良の景観創造（植栽による彩りづくり）02-B-03 里山づくり推進（地域で育む里山づくり）C　定住・交流の促進02-C-01 定住・交流促進02-C-02 南部地域での高校生部活動・勉強合宿プロジェクト02-C-03 奈良県合宿ガイドによる各種合宿の情報提供（再掲）○事業概要【A　都市農山村交流等によるにぎわい創出】
【農業水産振興課】 H24年度当初予算  5,800千円H24年度当初予算  5,800千円H24年度当初予算  5,800千円H24年度当初予算  5,800千円 【事業主体：県】農村資源を活用した地域づくり

【農村振興課】 H24年度当初予算　5,000千円H24年度当初予算　5,000千円H24年度当初予算　5,000千円H24年度当初予算　5,000千円 【事業主体：県】
02-A-02 農村景観や農作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、都市農山村交流など地域が参画した構想を策定

事業名 事業内容02-A-01 第34回全国豊かな海づくり大会準備 平成26年度開催の第34回全国豊かな海づくり大会の大会準備の推進 ＜第34回全国豊かな海づくり大会奈良県準備委員会＞・基本構想（案）の策定、放流場所（案）及び放流魚等（案）  の検討・大会テーマ等の募集 ＜第34回全国豊かな海づくり大会奈良県実行委員会＞・基本構想の承認、放流場所及び放流魚の決定・基本計画（案）の策定

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度
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【B　植栽による彩りづくり・森林とのふれあい推進（立入利用・眺望活用）】森林とのふれあい推進
【森林整備課】 H24年度当初予算　56,432千円H24年度当初予算　56,432千円H24年度当初予算　56,432千円H24年度当初予算　56,432千円 【事業主体：県】
【森林整備課】 H24年度当初予算　1,765千円H24年度当初予算　1,765千円H24年度当初予算　1,765千円H24年度当初予算　1,765千円 【事業主体：県】
【森林整備課】 H24年度当初予算　8,000千円H24年度当初予算　8,000千円H24年度当初予算　8,000千円H24年度当初予算　8,000千円 【事業主体：民間】【C　定住・交流の促進】定住・交流促進
【南部振興課】 H24年度当初予算 528千円H24年度当初予算 528千円H24年度当初予算 528千円H24年度当初予算 528千円 【事業主体：県】
【学校教育課】 H24年度当初予算　8,500千円H24年度当初予算　8,500千円H24年度当初予算　8,500千円H24年度当初予算　8,500千円 【事業主体：県】【ならのにぎわいづくり課】

02-C-02南部地域での高校生部活動・勉強合宿プロジェクト 高校生の部活動合宿や勉強合宿を誘致　南部地域における高校生部活動・勉強合宿促進実行委員会　の設置、運営　委員　南部地域市町村の体育施設及び学校関係者、　　　　高等学校体育連盟、　　　　高等学校文化連盟、観光連盟　ほか　宿泊費に対する補助　　　　補助単価　　　　　１泊　2,000円　２泊　4,000円　３泊　6,000円02-C-03 奈良県合宿ガイドによる各種合宿の情報提供（再掲） １（３）②　01-A-04

02-B-03里山づくり推進（地域で育む里山づくり） 【事業内容】　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（森林環境保全基金活用事業）【事業実施箇所】　大和郡山市ほか14市町村　20カ所
02-C-01 中山間地域の魅力と定住・交流の支援メニューをＰＲするとともに、移住・交流推進機構（ＪＯＩＮ）及び奈良県定住・交流推進協議会の調査・研究事業を通じて、本県への移住・交流を促進し、地域を活性化・情報発信　ホームページによる情報発信、出版社へのパブリシティ、　イベント出展など・移住・交流推進機構（ＪＯＩＮ）への加入・奈良県定住・交流推進協議会　先進的な定住施策等の情報共有と定住施策の情報交換の場

02-B-01 【事業内容】　県内各地で、眺望の活用（ながめる）や林内への立入（ふれ　あい）を目的とした整備を実施（森林環境保全基金活用事業）【事業実施箇所】　曽爾村ほか６市町村　６カ所02-B-02 奈良の景観創造（植栽による彩りづくり） ビューポイントの観点から新規箇所での植栽計画を策定し、彩りのある樹木への転換や支障木の除去等を検討
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２　地域の再生・再興 (３)産業・雇用の創造（林業、観光等）②地域産業の振興取組項目　03　地域産業を支える基盤整備（農地、林道等）の推進○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度A　農業・農村の基盤整備の推進03-A-01 農道整備03-A-02 県営農地環境整備03-A-03 県営ほ場整備03-A-04 農地有効活用促進03-A-05 ため池防災対策等推進B　林道・森林整備の推進03-B-01 林道整備（再掲）03-B-02 県単独林道の整備（再掲）03-B-03 治山事業（再掲）03-B-04 県単独治山事業（市町村治山事業）（再掲）○事業概要【A　農業・農村の基盤整備の推進】農道整備
【農村振興課】 H24年度当初予算　768,710千円H24年度当初予算　768,710千円H24年度当初予算　768,710千円H24年度当初予算　768,710千円 【事業主体：県】県営農地環境整備

H23年度２月補正　　 40,000千円H23年度２月補正　　 40,000千円H23年度２月補正　　 40,000千円H23年度２月補正　　 40,000千円【農村振興課】 H24年度当初予算　106,430千円H24年度当初予算　106,430千円H24年度当初予算　106,430千円H24年度当初予算　106,430千円 【事業主体：県】
03-A-02 【事業内容】　法指定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】　山添地区、御杖地区、明日香地区

復旧工事
事業名 事業内容03-A-01 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　　宇陀市大野向渕地区　ほか

整備の推進応急復旧及び本復旧工事復旧工事

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度
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県営ほ場整備
H23年度２月補正 　52,500千円H23年度２月補正 　52,500千円H23年度２月補正 　52,500千円H23年度２月補正 　52,500千円【農村振興課】 H24年度当初予算　83,030千円H24年度当初予算　83,030千円H24年度当初予算　83,030千円H24年度当初予算　83,030千円 【事業主体：県】農地有効活用促進
H23年度２月補正　234,590千円H23年度２月補正　234,590千円H23年度２月補正　234,590千円H23年度２月補正　234,590千円【農村振興課】 H24年度当初予算　64,899千円H24年度当初予算　64,899千円H24年度当初予算　64,899千円H24年度当初予算　64,899千円 【事業主体：市町村等】ため池防災対策等推進

【農村振興課】 H24年度当初予算　20,100千円H24年度当初予算　20,100千円H24年度当初予算　20,100千円H24年度当初予算　20,100千円 【事業主体：県】【B　林道・森林整備の推進】林道整備（再掲） 【森林整備課】県単独林道の整備（再掲）【森林整備課】治山事業（再掲） 【森林整備課】【森林整備課】
03-B-02 １（１）①　01-B-0303-B-03 １（１）②　02-A-0103-B-04 県単独治山事業（市町村治山事業）（再掲） １（１）②　02-A-04

03-A-04 小規模な農業基盤整備を集中的に実施する市町村等を補助
03-A-05 一定規模以上のため池について、耐震性の点検・調査を推進するため、県がモデル的に実施
03-B-01 １（１）①　01-B-02

03-A-03 【事業内容】　農用地の区画整理と周辺道・水路の一体的整備【事業実施箇所】　五條市山陰地区ほか
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２　地域の再生・再興 (３)産業・雇用の創造（林業、観光等）②地域産業の振興取組項目　03　地域産業を支える基盤整備（農地、林道等）の推進○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度C　総合的な鳥獣被害対策の推進03-C-01 鳥獣被害防止対策03-C-02 総合的鳥獣害対策推進03-C-03 カワウ食害防止対策03-C-04 狩猟者確保・狩猟技術向上03-C-05 鳥獣被害防除03-C-06 森林生態系保全（森林植生保全事業）03-C-07 里山づくり推進（獣害につよい里山づくり事業）03-C-08 有害獣生息状況等調査03-C-09 カワウ生息状況調査○事業概要【C　総合的な鳥獣被害対策の推進】鳥獣被害防止対策
【農業水産振興課】 H24年度当初予算  288,578千円H24年度当初予算  288,578千円H24年度当初予算  288,578千円H24年度当初予算  288,578千円 【事業主体：市町村協議会等】総合的鳥獣害対策推進
【農業水産振興課】 H24年度当初予算  236千円H24年度当初予算  236千円H24年度当初予算  236千円H24年度当初予算  236千円 【事業主体：県】

03-C-01 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て支援・鳥獣被害防止活動支援事業　　被害防除の研修、鳥獣の生息状況調査等　　補助率等　1/2              定額（新規地区、実施隊の取組）・鳥獣被害防止整備事業　　地域ぐるみで設置する連続した侵入防止柵に係る経費に対　　して支援　　補助率等　自力施行　定額（資材費相当額）　　　　　　　請負施行　1/2                      （条件不利地域は55/100）03-C-02 鳥獣被害に強い集落を育成し、効果的な取組を推進するための地区推進会議の開催及び指導者の育成

事業名 事業内容

中期（3年） 長期（3年）平成23年度取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年）
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カワウ食害防止対策
【農業水産振興課】 H24年度当初予算  431千円H24年度当初予算  431千円H24年度当初予算  431千円H24年度当初予算  431千円 【事業主体：市町村】狩猟者確保・狩猟技術向上

【森林整備課】 H24年度当初予算　1,890千円H24年度当初予算　1,890千円H24年度当初予算　1,890千円H24年度当初予算　1,890千円 【事業主体：県】鳥獣被害防除
【森林整備課】 H24年度当初予算　10,334千円H24年度当初予算　10,334千円H24年度当初予算　10,334千円H24年度当初予算　10,334千円 【事業主体：市町村】
【森林整備課】 H24年度当初予算　31,000千円H24年度当初予算　31,000千円H24年度当初予算　31,000千円H24年度当初予算　31,000千円 【事業主体：県】
【森林整備課】 H24年度当初予算　10,000千円H24年度当初予算　10,000千円H24年度当初予算　10,000千円H24年度当初予算　10,000千円 【事業主体：市町村】有害獣生息状況等調査
【森林整備課】 H24年度当初予算　2,777千円H24年度当初予算　2,777千円H24年度当初予算　2,777千円H24年度当初予算　2,777千円 【事業主体：県】カワウ生息状況調査

【農業水産振興課】 H24年度当初予算  332千円H24年度当初予算  332千円H24年度当初予算  332千円H24年度当初予算  332千円 【事業主体：県】
03-C-09 ねぐら・コロニーのモニタリング調査を実施し、県内のカワウの個体数変化等を把握・分析するとともに中部近畿カワウ広域協議会へ情報提供等を行い、広域的な被害防除、個体数調整、生息環境管理等の対策を検討　調査場所：橿原市深田池、河合町大和川、王寺町亀ノ瀬　　　　　　奈良市垂仁天皇陵、室生ダム　調査時期：３月、７月、12月の年３回　調査方法：日本野鳥の会奈良支部への調査委託

03-C-07里山づくり推進（獣害につよい里山づくり事業） 林業事業体による里山の一帯的な整備により、獣害の低減や里山環境の保全を推進（森林環境保全基金活用事業）　事業主体　葛城市ほか３市村
03-C-08 ニホンジカ、イノシシ等の有害獣の農林業被害の実態を把握するための調査を実施

03-C-05 ・ニホンジカ集中捕獲推進事業　ニホンジカの駆除に効果の高い集中捕獲を実施する市町村に　対し助成（国1/2　県1/4　市町村1/4）・有害鳥獣捕獲施設設置事業　銃猟禁止区域でのイノシシ等による農林業被害対策　捕獲柵の設置に対する補助（県1/2　市町村1/2）・有害鳥獣駆除事業　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）03-C-06 森林生態系保全（森林植生保全事業） ニホンジカを適正生息数に誘導するため、メスジカ捕獲に補助を行い、森林環境税期間内に計画頭数まで誘導（森林環境保全基金活用事業）・特別捕獲強化期間（４月～６月）2,000頭　　補助単価　8,000円／頭・通常期間（７月～３月）　　　　3,000頭　　補助単価　5,000円／頭

03-C-03 カワウによる放流稚魚等の食害被害の軽減を図るため、一定数の駆除を行う市町村に対し助成　補助率：1/2以内
03-C-04 有害鳥獣捕獲の担い手を確保、育成　・狩猟免許取得促進講習・わな猟・銃猟安全技術向上講習
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２　地域の再生・再興 (３)産業・雇用の創造（林業、観光等）②地域産業の振興取組項目　04　地域特性を活かした中山間地域の産業振興への支援○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度Ａ　付加価値獲得の支援04-A-01 地域特性を有する機能性食品の開発（再掲）04-A-02 高付加価値獲得支援補助B　選択、集中、重点化による技術・経営相談対応04-B-01 中小企業支援センター事業（再掲）04-B-02 中小企業技術支援　　皮革産業支援C　経営体質の向上支援04-C-01 商工会等経営改善普及事業補助04-C-02 中小企業連携組織対策事業補助D　国内外への販路開拓支援04-D-01 販路拡大支援（再掲）04-D-02 被災地域の物産販売促進支援（再掲）E　中小企業への金融支援04-E-01 制度融資（経営強化資金）04-E-02 制度融資（創業支援資金）04-E-03 制度融資（フロンティア支援資金）04-E-04 制度融資（企業立地促進資金）04-E-05 制度融資（奈良の魅力あるレストラン創業支援資金）04-E-06 制度融資（奈良の宿創業資金）04-E-07 制度融資（奈良の宿フロンティア・開業支援資金）04-E-08 制度融資（奈良の宿パワーアップ支援資金）04-E-09 小規模企業者等設備導入資金貸付金（再掲）

集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度取組項目の構成事業
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○事業概要【Ａ　付加価値獲得の支援】【工業技術センター】高付加価値獲得支援補助
【創業・経営支援室】 H24年度当初予算 21,300千円H24年度当初予算 21,300千円H24年度当初予算 21,300千円H24年度当初予算 21,300千円 【事業主体：民間】【B　選択、集中、重点化による技術・経営相談対応】中小企業支援センター事業（再掲）【工業振興課】
【工業技術センター】 H24年度当初予算  118千円H24年度当初予算  118千円H24年度当初予算  118千円H24年度当初予算  118千円 【事業主体：県】【C　経営体質の向上支援】商工会等経営改善普及事業補助

【地域産業課】 H24年度当初予算 1,074,929千円H24年度当初予算 1,074,929千円H24年度当初予算 1,074,929千円H24年度当初予算 1,074,929千円 【事業主体：商工会等】中小企業連携組織対策事業補助
【地域産業課】 H24年度当初予算 81,266千円H24年度当初予算 81,266千円H24年度当初予算 81,266千円H24年度当初予算 81,266千円 【事業主体：中央会】【D　国内外への販路開拓支援】販路拡大支援（再掲）【創業・経営支援室】【地域産業課】

04-C-02 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する助成
04-D-01 ２（３）①　01-E-0704-D-02被災地域の物産販売促進支援（再掲） １（３）①　01-C-01

04-B-02 中小企業技術支援  皮革産業支援 菟田野地区奈良県毛皮革工業団地企業への定例巡回相談･指導、研究開発支援を実施
04-C-01 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する助成

04-A-02 高付加価値を図ろうとする新たな取組に対してその経費の一部を補助・より高次の研究開発により高い付加価値を獲得しよう　とする中小企業向け　　補助上限額10,000千円×1社及び5,000千円×１社・マーケットインの製品づくりに取り組もうとする中小　企業向け　　補助上限額2,000千円×３社
04-B-01 ２（３）②　01-F-06

事業名 事業内容04-A-01地域特性を有する機能性食品の開発（再掲） ２（３）②　01-E-02
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【E　中小企業への金融支援】制度融資（経営強化資金）
【地域産業課】 H24年度  融資枠65億円H24年度  融資枠65億円H24年度  融資枠65億円H24年度  融資枠65億円 【事業主体：県】制度融資（創業支援資金）
【地域産業課】 H24年度  融資枠14億円H24年度  融資枠14億円H24年度  融資枠14億円H24年度  融資枠14億円 【事業主体：県】制度融資（フロンティア支援資金）
【地域産業課】 H24年度  融資枠３億円H24年度  融資枠３億円H24年度  融資枠３億円H24年度  融資枠３億円 【事業主体：県】制度融資（企業立地促進資金）
【地域産業課】 H24年度  融資枠20億円H24年度  融資枠20億円H24年度  融資枠20億円H24年度  融資枠20億円 【事業主体：県】
【地域産業課】 H24年度  融資枠２億円H24年度  融資枠２億円H24年度  融資枠２億円H24年度  融資枠２億円 【事業主体：県】制度融資（奈良の宿創業資金）
【地域産業課】 H24年度  融資枠５億円H24年度  融資枠５億円H24年度  融資枠５億円H24年度  融資枠５億円 【事業主体：県】
【地域産業課】 H24年度  融資枠５億円H24年度  融資枠５億円H24年度  融資枠５億円H24年度  融資枠５億円 【事業主体：県】

04-E-07制度融資（奈良の宿フロンティア・開業支援資金） 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融資　資金使途：設備・運転　融資期間：設備15年以内　運転７年以内　融資限度額：280百万円　融資利率：1.835％

04-E-05制度融資（奈良の魅力あるレストラン創業支援資金） 飲食店を創業しようとする者を対象とする融資　資金使途：設備・運転　融資期間：７年以内　融資限度額：25百万円　融資利率：1.835％04-E-06 宿泊施設を創業しようとする者を対象とする融資　資金使途：設備・運転　融資期間：７年以内　融資限度額：25百万円　融資利率：1.835％

04-E-03 異なる業種に進出しようとする者等を対象とする融資　資金使途：設備・運転　融資期間：７年以内　融資限度額：30百万円　融資利率：1.835％04-E-04 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融資　資金使途：設備・運転　融資期間：設備15年以内　運転７年以内　融資限度額：280百万円　融資利率：金融機関所定金利

04-E-01 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融資（新卒学生等雇用促進支援枠１５億円含む）　資金使途：設備・運転　融資期間：設備７年以内　運転５年以内　融資限度額：設備50百万円　運転50百万円　融資利率：1.935％　　　　　　（新卒学生等雇用促進支援枠は1.735％）04-E-02 創業しようとする者を対象とする融資　資金使途：設備・運転　融資期間：７年以内　融資限度額：25百万円　融資利率：1.835％
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【地域産業課】 H24年度  融資枠10億円H24年度  融資枠10億円H24年度  融資枠10億円H24年度  融資枠10億円 【事業主体：県】【地域産業課】04-E-09 小規模企業者等設備導入資金貸付金（再掲） １（３）①　01-A-04
04-E-08制度融資（奈良の宿パワーアップ支援資金） 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融資　資金使途：設備　融資期間：15年以内　融資限度額：280百万円　融資利率：1.835％
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２　地域の再生・再興 (３)産業・雇用の創造（林業、観光等）②地域産業の振興取組項目　04　地域特性を活かした中山間地域の産業振興への支援○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度F　地域の特性に合った企業立地の支援04-F-01 戦略的企業誘致 積極的な誘致活動04-F-02 企業立地促進補助 投資・雇用支援04-F-03 立地企業人材確保支援 　人材確保取組支援G　意欲のある起業者への支援04-G-01 奈良起業家創出促進H　企業等のブランド化支援04-H-01 「奈良ブランド」開発支援04-H-02 奈良slow styleチャレンジショップ運営支援○事業概要【F　地域の特性に合った企業立地の支援】戦略的企業誘致
【企業立地推進課】 H24年度当初予算 24,908千円H24年度当初予算 24,908千円H24年度当初予算 24,908千円H24年度当初予算 24,908千円 【事業主体：県】企業立地促進補助
【企業立地推進課】 H24年度当初予算 900,000千円H24年度当初予算 900,000千円H24年度当初予算 900,000千円H24年度当初予算 900,000千円 【事業主体：民間】立地企業人材確保支援
【企業立地推進課】 H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円 【事業主体：民間】

04-F-02 製造業の工場・研究所またはコールセンター、本社機能、特定物流施設を立地する企業に対し、設備投資額の一部を補助　対象企業：①固定資産投資額５億円以上　　　　　（南部地域及び特定物流施設は３億円以上）　　　　　　かつ県内新規常用雇用10人以上　　　　　　または②常用雇用100人以上　補助率：設備投資額の10％（先端的成長分野は15％）04-F-03 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）

効果的な支援策を検討・実施

事業名 事業内容04-F-01 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・企業立地情報収集事業　　企業立地意向アンケート調査　　地域産業活性化協議会運営など・奈良の企業立地環境発信事業　　トップセミナーの実施（東京、大阪）　　首都圏・関西でのＰＲ

集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度 　市町村と連携・共同した取組の充実効果的な支援策を検討・実施
取組項目の構成事業
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【G　意欲のある起業者への支援】奈良起業家創出促進
【創業・経営支援室】 　 H24年度当初予算 6,000千円H24年度当初予算 6,000千円H24年度当初予算 6,000千円H24年度当初予算 6,000千円 【事業主体：県】【H　企業等のブランド化支援】「奈良ブランド」開発支援

【商業振興課】 H24年度当初予算 6,001千円H24年度当初予算 6,001千円H24年度当初予算 6,001千円H24年度当初予算 6,001千円 【事業主体：民間】
【商業振興課】 H24年度当初予算 1,900千円H24年度当初予算 1,900千円H24年度当初予算 1,900千円H24年度当初予算 1,900千円 【事業主体：県】

04-G-01 県内に新たな産業の芽を生むため、全国から広くビジネスプランを募集し、その内容（新規性、収益性、競争優位性、実現可能性等）を競うコンテストを実施することにより、潜在的な起業家の掘り起こしを図るとともに、県内での起業にむけた機運を醸成・数次の審査を経て、優秀なビジネスプランを発掘、表彰・ベンチャー、地域資源、Ｕ－22の三部門で募集（予定）・優秀賞、トップ賞、知事賞、女性賞などを用意・優秀者に対しては、県内での創業に結びつくよう支援04-H-01 自社ブランディングを目指す企業を公募し、ブランドアドバイザーの指導を通して、製品開発及び首都圏での販路開拓に向けての取組を支援　補助対象事業者：５社　補助割合：1/2　補助上限額：50万円04-H-02 奈良slow styleチャレンジショップ運営支援 奈良ブランドの取組に参加する事業者等が、お店の開業に向けてチャレンジ出来る店舗を設置し運営を支援　チャレンジショップ設置場所：奈良県商工観光館１階　　　　　　　　　　　　　　　西側スペース
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２　地域の再生・再興 (３)産業・雇用の創造（林業、観光等）②地域産業の振興取組項目　04　地域特性を活かした中山間地域の産業振興への支援○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度I　地産地消の促進04-I-01 商工まつり・技能フェスティバル開催補助（再掲）J　災害に強いエネルギーシステムの推進04-J-01 エネルギー政策推進（再掲）04-J-02 木質バイオマス利活用モデル事業（再掲）04-J-03 木質バイオマス利用施設整備（再掲）K　多様な宿泊施設の創出と宿泊施設の新たな魅力づくりを総合的に支援04-K-01 宿泊施設総合支援04-K-02 おもてなし産業強化資金利子補助04-K-03 制度融資（奈良の宿創業資金）（再掲）04-K-04 制度融資（奈良の宿フロンティア・開業支援資金）（再掲）04-K-05 制度融資（奈良の宿パワーアップ支援資金）（再掲）L　宿泊施設・飲食店の創業や現事業者の多角化等を支援04-L-01 奈良の魅力あるレストラン創業支援04-L-02 宿泊施設総合支援(再掲)04-L-03 おもてなし産業強化資金利子補助（再掲）04-L-04 制度融資（奈良の魅力あるレストラン創業支援資金）(再掲)04-L-05 制度融資（奈良の宿創業資金）（再掲）04-L-06 制度融資（奈良の宿フロンティア・開業支援資金）(再掲)04-L-07 制度融資（奈良の宿パワーアップ支援資金）(再掲)

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度
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平成24年度 平成25年度 平成26年度M　奈良の贈り物の開発及び県産品など魅力ある商品の発掘、開発、ＰＲ04-M-01 奈良の贈り物開発・発見・創出04-M-02 奈良県産品振興04-M-03 奈良県産材活用土産物開発（再掲）○事業概要【I　地産地消の促進】 【地域産業課】【J　災害に強いエネルギーシステムの推進】【産業・雇用振興部企画管理室】【奈良の木ブランド課】【奈良の木ブランド課】【K　多様な宿泊施設の創出と宿泊施設の新たな魅力づくりを総合的に支援】宿泊施設総合支援
【企業立地推進課】 H24年度当初予算 1,098千円H24年度当初予算 1,098千円H24年度当初予算 1,098千円H24年度当初予算 1,098千円 【事業主体：県】
【企業立地推進課】 H24年度当初予算 29,038千円H24年度当初予算 29,038千円H24年度当初予算 29,038千円H24年度当初予算 29,038千円 【事業主体：民間】【地域産業課】【地域産業課】【地域産業課】04-K-04制度融資（奈良の宿フロンティア・開業支援資金）（再掲） ２（３）②　04-E-0704-K-05制度融資（奈良の宿パワーアップ支援資金）（再掲） ２（３）②　04-E-08

04-K-02おもてなし産業強化資金利子補助 おもてなし産業強化資金（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
04-K-03制度融資（奈良の宿創業資金）（再掲） ２（３）②　04-E-06

04-J-03 木質バイオマス利用施設整備（再掲） ２（３）①　01-G-0204-K-01 ・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を目的とした　制度融資等の利用促進・宿泊施設事業者等に対するコンサルタントの派遣

04-J-01 エネルギー政策推進（再掲） ２（３）①　01-G-0304-J-02 木質バイオマス利活用モデル事業（再掲） ２（２）  　03-A-02
事業名 事業内容04-I-01 商工まつり・技能フェスティバル開催補助（再掲） １（３）①　01-B-02

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度
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【L　宿泊施設・飲食店の創業や現事業者の多角化等を支援】
【商業振興課】 H24年度当初予算 4,794千円H24年度当初予算 4,794千円H24年度当初予算 4,794千円H24年度当初予算 4,794千円 【事業主体：民間】宿泊施設総合支援(再掲)【企業立地推進課】【企業立地推進課】【地域産業課】【地域産業課】【地域産業課】【地域産業課】【M　奈良の贈り物の開発及び県産品など魅力ある商品の発掘、開発、ＰＲ】
【商業振興課】 H24年度当初予算 2,479千円H24年度当初予算 2,479千円H24年度当初予算 2,479千円H24年度当初予算 2,479千円 【事業主体：県】奈良県産品振興
【商業振興課】 H24年度当初予算 1,426千円H24年度当初予算 1,426千円H24年度当初予算 1,426千円H24年度当初予算 1,426千円 【事業主体：団体】【奈良の木ブランド課】

04-M-02 県の特産品及び伝統工芸品の振興のため、その販路開拓及び情報発信等に係る事業に対して補助　補助団体　奈良県産業共励会
04-M-03 奈良県産材活用土産物開発（再掲） ２（３）①　01-E-04

04-L-07 制度融資（奈良の宿パワーアップ支援資金）(再掲) ２（３）②　04-E-0804-M-01 奈良の贈り物開発・発見・創出 県民から支持され、県外及び海外の方々から奈良らしさを感じてもらえる商品を発掘、育成し対外的に発信　万葉集に詠まれた鳥をフィギュアとして製作し、シリーズ化

04-L-05 制度融資（奈良の宿創業資金）（再掲） ２（３）②　04-E-0604-L-06 制度融資（奈良の宿フロンティア・開業支援資金）(再掲) ２（３）②　04-E-07
04-L-03 ２（３）②　04-K-0204-L-04 制度融資（奈良の魅力あるレストラン創業支援資金）(再掲) ２（３）②　04-E-05おもてなし産業強化資金利子補助（再掲）
04-L-01 奈良の魅力あるレストラン創業支援 おもてなし産業強化資金（制度融資）を利用した飲食店を創業しようとする者に対する利子補給
04-L-02 ２（３）②　04-K-01
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２　地域の再生・再興（３）産業・雇用の創造（林業、観光等）観光振興、世界遺産等の活用取組項目　01　新たな地域資源の掘り起こしによる地域ごとにテーマ性のある観光事業の推進○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度Ａ　復興イベントの開催01-A-01 南部地域コンサートツアー支援01-A-02 小辺路等活用ツアーイベント開催01-A-03 持続的観光力パワーアップ補助01-A-04 「記紀・万葉」県民活動支援補助B　記紀・万葉プロジェクトの推進01-B-01 「記紀・万葉」で奈良を味わう県内推進事業01-B-02 観光ボランティアガイドと歩く「記紀・万葉」01-B-03 「記紀・万葉」シンポジウム開催01-B-04 奈良「記紀・万葉集」名所図会制作01-B-05 「記紀・万葉でたどる奈良」紹介01-B-06 「記紀・万葉」県民活動支援補助（再掲）Ｃ　斬新な観光プロモーション活動01-C-01 「せんとくん」管理活動01-C-02 旅行商品創出ワークショップ開催01-C-03 「弘法大師の道」魅力発掘01-C-04 「うだ」の魅力発信○事業概要【Ａ　復興イベントの開催】南部地域コンサートツアー支援
【南部振興課】 H24年度当初予算  398千円H24年度当初予算  398千円H24年度当初予算  398千円H24年度当初予算  398千円 【事業主体：県】

01-A-01 南部地域（被災地域含む）に有名ピアニストを招聘し、コンサートを開催　場所：十津川村、下北山村、天川村　時期：７月

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度

事業名 事業内容
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小辺路等活用ツアーイベント開催
【南部振興課】 H24年度当初予算  971千円H24年度当初予算  971千円H24年度当初予算  971千円H24年度当初予算  971千円 【事業主体：県】持続的観光力パワーアップ補助

【ならのにぎわいづくり課】 H24年度当初予算 20,000千円H24年度当初予算 20,000千円H24年度当初予算 20,000千円H24年度当初予算 20,000千円 【事業主体：市町村等】「記紀・万葉」県民活動支援補助
【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算  10,206千円H24年度当初予算  10,206千円H24年度当初予算  10,206千円H24年度当初予算  10,206千円 【事業主体：団体】【B　記紀・万葉プロジェクトの推進】
【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算  50,000千円H24年度当初予算  50,000千円H24年度当初予算  50,000千円H24年度当初予算  50,000千円 【事業主体：県】
【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算 950千円H24年度当初予算 950千円H24年度当初予算 950千円H24年度当初予算 950千円 【事業主体：県】「記紀・万葉」シンポジウム開催
【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算 12,000千円H24年度当初予算 12,000千円H24年度当初予算 12,000千円H24年度当初予算 12,000千円 【事業主体：県】奈良「記紀・万葉集」名所図会制作
【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算  2,500千円H24年度当初予算  2,500千円H24年度当初予算  2,500千円H24年度当初予算  2,500千円 【事業主体：県】

01-A-02 小辺路を活用したウォークツアー及びトレイルランニングツアーイベントの実施　場所：野迫川村～十津川村　時期：９～10月

01-B-01 古事記完成1300年の記念年のフィナーレとして、記紀・万葉に親しみ楽しむ事業を実施　時期：平成24年10月～12月　場所：中南和地域を中心に県内各地との連携イベント「記紀・万葉」で奈良を味わう県内推進事業
01-B-02 観光ボランティアガイドと記紀・万葉集ゆかりの地を巡るウォークイベントを開催　　時期：平成24年９月～25年３月　場所：県内10ルートで実施　各回300名　　　　(吉野町コース：　　　　　万葉人が神仙郷としてあこがれてきた吉野を歩く）

観光ボランティアガイドと歩く「記紀・万葉」

01-A-03 市町村等が取り組む滞在型周遊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　市町村が参画する連携組織の実施事業：１/２　補助限度額　5,000千円/事業01-A-04 記紀・万葉に関する県民の機運醸成、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

01-B-03 県内の機運醸成及びゆかり地である他県との連携を図るシンポジウムの開催等　時期：県内→秋、首都圏→冬　場所：県内→南部地域、首都圏→東京都内01-B-04 記紀・万葉集に記された本県の見どころを紹介するパンフレットを作成　発行部数２万部
89



「記紀・万葉でたどる奈良」紹介
【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算  2,800千円H24年度当初予算  2,800千円H24年度当初予算  2,800千円H24年度当初予算  2,800千円 【事業主体：県】【ならの魅力創造課】【Ｃ　斬新な観光プロモーション活動】「せんとくん」管理活動
【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算  7,822 千円H24年度当初予算  7,822 千円H24年度当初予算  7,822 千円H24年度当初予算  7,822 千円 【事業主体：県】旅行商品創出ワークショップ開催

【南部振興課】 H24年度当初予算  3,170千円H24年度当初予算  3,170千円H24年度当初予算  3,170千円H24年度当初予算  3,170千円 【事業主体：県】「弘法大師の道」魅力発掘
【南部振興課】 H24年度当初予算  2,550千円H24年度当初予算  2,550千円H24年度当初予算  2,550千円H24年度当初予算  2,550千円 【事業主体：県】「うだ」の魅力発信

【うだ・アニマルパーク振興室】 H24年度当初予算  7,400千円H24年度当初予算  7,400千円H24年度当初予算  7,400千円H24年度当初予算  7,400千円 【事業主体：県】

地元観光関係者に対するワークショップを開催し、旅行サイトに掲出できる観光商品を創出　　場所：宿泊施設集積地（十津川、洞川、吉野山）等　時期：９月～12月

２（３）　01-A-04「記紀・万葉」県民活動支援補助（再掲）

01-C-04 うだ・アニマルパークを拠点とした東部地域の振興を推進　・周遊観光ルート上にある史跡、施設、祭事、イベント等の　観光資源の情報を共有し、連携を強化するための取組・うだ・アニマルパークのシンボルイベントの実施・「うだ」の魅力と周遊観光ルートを発信するためのプロ　モーションの展開

01-B-05 ウェブサイト「記紀・万葉でたどる奈良」で紹介しているウォークルートのパネル作成　パネル展開催　県内外　「記紀・万葉でたどる奈良」パンフレット作成01-B-0601-C-01 ・「せんとくん」のライセンスの適切な管理の実施・「せんとくん」を活用した観光情報発信や観光客へのおもて　なしを実施し、本県への誘客を促進

「弘法大師の道」（吉野山～高野山）にスポットをあてた情報発信の実施　・「弘法大師の道」をテーマとする対談などをホームページ　で配信・ホームページと連動した情報を旅行雑誌で発信01-C-03
01-C-02
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２　地域の再生・再興（３）産業・雇用の創造（林業、観光等）観光振興、世界遺産等の活用取組項目　02　奥深い奈良の魅力の発信による誰もが気軽に訪れることのできる観光地づくり○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度A　奥深い吉野地域等の観光資源を活用した魅力創出と情報発信02-A-01 奈良県南部地域等の隠れた魅力発信02-A-02 古事記ゆかり地全国マップ制作02-A-03 奈良県合宿ガイドによる各種合宿の情報提供（再掲）B　外国人観光客の誘客02-B-01 外国人観光客誘致戦略ビジットならキャンペーンC　マスメディア、旅行事業者を活用した情報発信、旅行商品化の推進02-C-01 観光見本市開催02-C-02 雑誌広報02-C-03 動画「美しき日本」制作・配信02-C-04 旅行サイトを活用した宿泊促進キャンペーンD　多彩な着地型の情報発信02-D-01 観光情報発信02-D-02 奈良の旬の観光情報発信02-D-03 大型ディスプレイによる観光情報発信E　効果的な発地型の情報発信02-E-01 奈良まほろば館情報発信02-E-02 奈良県観光情報サイト管理運営○事業概要【A　奥深い吉野地域等の観光資源を活用した魅力創出と情報発信】
【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算 14,968千円H24年度当初予算 14,968千円H24年度当初予算 14,968千円H24年度当初予算 14,968千円 【事業主体：県】

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度

事業名 事業内容奈良県南部地域等の隠れた魅力発信02-A-01 南部地域復興支援プレミアム宿泊旅行券と連動して、南部地域の宿泊施設や周辺観光地、さらにはアクセスを紹介する冊子を作成
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古事記ゆかり地全国マップ制作
【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算 6,800千円H24年度当初予算 6,800千円H24年度当初予算 6,800千円H24年度当初予算 6,800千円 【事業主体：県】【ならのにぎわいづくり課】【B　外国人観光客の誘客】

【国際観光課】 H24年度当初予算 17,000千円H24年度当初予算 17,000千円H24年度当初予算 17,000千円H24年度当初予算 17,000千円 【事業主体：県】【C　マスメディア、旅行事業者を活用した情報発信、旅行商品化の推進】観光見本市開催
【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算 2,300千円H24年度当初予算 2,300千円H24年度当初予算 2,300千円H24年度当初予算 2,300千円 【事業主体：県】雑誌広報

【南部振興課】 H24年度当初予算 5,640千円H24年度当初予算 5,640千円H24年度当初予算 5,640千円H24年度当初予算 5,640千円 【事業主体：県】動画「美しき日本」制作・配信
【南部振興課】 H24年度当初予算 5,350千円H24年度当初予算 5,350千円H24年度当初予算 5,350千円H24年度当初予算 5,350千円 【事業主体：県】
【南部振興課】 H24年度当初予算 10,500千円H24年度当初予算 10,500千円H24年度当初予算 10,500千円H24年度当初予算 10,500千円 【事業主体：県】【D　多彩な着地型の情報発信】観光情報発信

【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算 6,200千円H24年度当初予算 6,200千円H24年度当初予算 6,200千円H24年度当初予算 6,200千円 【事業主体：県】

奈良県合宿ガイドによる各種合宿の情報提供（再掲）02-A-03 １（３）②　01-A-0402-B-01
02-C-01 夏のオフシーズン対策として、南部地域での意見交換会やエクスカーションを通じ、旅行社、出版会社等の商品造成、メディア露出を促進

02-Ｃ-04旅行サイトを活用した宿泊促進キャンペーン
02-D-01 旧耳成高校跡地を中心にリアルタイムな観光情報を提供奈良の魅力を掲載した観光パンフレット及び観光ポスターを作成し、被災市町村や観光案内所、道の駅等に設置

大手旅行サイトにて、ポイントキャンペーン、バナー広告、南部地域特集ページの作成

大手旅行雑誌に南部地域等（被災地域含む）の地域情報・観光情報を積極的に掲載02-Ｃ-02
02-Ｃ-03

02-A-02 古事記ゆかり地の全国調査及び古事記ゆかり地マップ（パンフレット）の発行　発行部数９万部
外国人観光客誘致戦略ビジットならキャンペーン

南部地域等（被災地域含む）の映像を撮影し、配信することで、元気な南部地域を情報発信

近隣府県・民間団体と連携し、東アジア・欧米等を対象に国のビジット・ジャパン事業を活用した効果的・効率的な外国人観光客誘致を展開・奈良滞在型旅行商品造成・販売促進・広域連携促進
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奈良の旬の観光情報発信
【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算 7,049千円H24年度当初予算 7,049千円H24年度当初予算 7,049千円H24年度当初予算 7,049千円 【事業主体：県】
【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算 12,000千円H24年度当初予算 12,000千円H24年度当初予算 12,000千円H24年度当初予算 12,000千円 【事業主体：県】【E　効果的な発地型の情報発信】奈良まほろば館情報発信
【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算 16,540千円H24年度当初予算 16,540千円H24年度当初予算 16,540千円H24年度当初予算 16,540千円 【事業主体：県】

【ならのにぎわいづくり課】 H24年度当初予算 7,700千円H24年度当初予算 7,700千円H24年度当初予算 7,700千円H24年度当初予算 7,700千円 【事業主体：県】
奈良県観光情報サイト管理運営

02-E-01 「奈良まほろば館」において、奈良の観光情報発信及びイベント等の企画展示を実施
02-E-02 奈良県観光情報サイト「奈良大和路アーカイブ」による被災地域の観光情報や道路情報の発信

02-D-02 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
02-D-03大型ディスプレイによる観光情報発信 県内４カ所（ＪＲ王寺駅、県立医科大学、大和郡山イオン、南都銀行本店）に設置した大型ディスプレイにより、南部地域の魅力ある観光情報を効果的に発信し、誘客を促進
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２　地域の再生・再興（３）産業・雇用の創造（林業、観光等）観光振興、世界遺産等の活用取組項目　03　宿泊滞在型周遊観光地としての魅力を高めるイベント等の実施○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度Ａ　南部地域復興支援プレミアム宿泊旅行券の継続発行03-A-01 南部地域復興支援プレミアム宿泊旅行券発行(再掲)Ｂ　「巡る奈良」の推進03-B-01 巡る奈良の推進（再掲）03-B-02 「歩く奈良」の推進03-B-03 持続的観光力パワーアップ補助（再掲）C　スポーツイベント等を活用した誘客の促進03-C-01 オフシーズンのスポーツイベントを活用した宿泊推進03-C-02 「第22回世界少年野球大会」開催支援03-C-03 「山岳グランフォンドｉｎ吉野」開催支援03-C-04 紀伊半島三県クラブスポーツ大会の開催D　宿泊施設・飲食店の創業や現事業者の多角化等を支援（再掲）03-D-01 宿泊施設総合支援(再掲)03-D-02 おもてなし産業強化資金利子補助(再掲)03-D-03 制度融資（奈良の魅力あるレストラン創業支援資金）(再掲)03-D-04 制度融資（奈良の宿創業資金）（再掲）03-D-05 制度融資（奈良の宿フロンティア・開業支援資金）(再掲)03-D-06 制度融資（奈良の宿パワーアップ支援資金）(再掲)○事業概要【Ａ　南部地域復興支援プレミアム宿泊旅行券の継続発行】【ならの魅力創造課】

集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度

事業名 事業内容

取組項目の構成事業

南部地域復興支援プレミアム宿泊旅行券発行（再掲） １（３）②　01-A-0103-A-01
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【Ｂ　「巡る奈良」の推進】巡る奈良の推進（再掲）【ならのにぎわいづくり課】「歩く奈良」の推進
【ならの魅力創造課】 H24年度当初予算 4,500千円H24年度当初予算 4,500千円H24年度当初予算 4,500千円H24年度当初予算 4,500千円 【事業主体：県】【ならのにぎわいづくり課】【C　スポーツイベント等を活用した誘客の促進】

【ならのにぎわいづくり課】 H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円 【事業主体：県】
【スポーツ振興課】 H24年度当初予算 10,000千円H24年度当初予算 10,000千円H24年度当初予算 10,000千円H24年度当初予算 10,000千円 【事業主体：大会実行委員会】
【スポーツ振興課】 H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円H24年度当初予算 2,000千円 【事業主体：大会実行委員会】
【スポーツ振興課】 H24年度当初予算 1,800千円H24年度当初予算 1,800千円H24年度当初予算 1,800千円H24年度当初予算 1,800千円 【事業主体：県】【D　宿泊施設・飲食店の創業や現事業者の多角化等を支援（再掲）】宿泊施設総合支援（再掲）【企業立地推進課】【企業立地推進課】【地域産業課】【地域産業課】

「山岳グランフォンドｉｎ吉野」開催支援 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」の開催を支援      2,000千円（開催経費の一部）紀伊半島三県の交流を図るため、高校生以下のクラブチーム対抗のスポーツイベントを開催

03-C-02 「第22回世界少年野球大会」開催支援
03-C-01 観光のオフシーズンに開催されるスポーツ大会等を活用し、県内への宿泊客の誘致を図るため、プロモーションや宿泊支援等を実施

持続的観光力パワーアップ補助（再掲） ２（３）　01-A-03

03-C-04紀伊半島三県クラブスポーツ大会の開催

03-B-03

２（３）②　04-E-05

03-B-0103-B-02 「歩く奈良」の魅力の創造、魅力の充実、魅力を伝える働きかけを展開・推奨ルートのパネル展の開催・推奨ルートの情報更新及び普及活動・出版社等メディアへのプロモーション
１（３）②　01-A-03

制度融資（奈良の魅力あるレストラン創業支援資金）（再掲）

三重、和歌山、奈良の三県を会場に世界15カ国の子どもたちが集う「紀伊半島大水害復興第22回世界少年野球大会」の開催を支援　   10,000千円（開催経費の一部）03-C-03

03-D-02 おもてなし産業強化資金利子補助（再掲） ２（３）②　04-K-02

オフシーズンのスポーツイベントを活用した宿泊推進

03-D-0303-D-04 ２（３）②　04-E-06制度融資（奈良の宿創業資金）（再掲）
03-D-01 ２（３）②　04-K-01
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【地域産業課】【地域産業課】
制度融資（奈良の宿フロンティア・開業支援資金）（再掲） ２（３）②　04-E-0703-D-05 ２（３）②　04-E-0803-D-06 制度融資（奈良の宿パワーアップ支援資金）（再掲）
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２　地域の再生・再興（３）産業・雇用の創造（林業、観光等）観光振興、世界遺産等の活用取組項目　04　地域資源を活かした通年型の周遊観光の推進○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度A　南部地域会議等開催支援04-A-01 南部地域会議等開催支援（再掲）Ｂ　九州主要都市での奈良県観光プロモーション及び観光キャンペーンの推進04-B-01 九州主要都市奈良観光ＰＲプロモーション04-B-02 映像を活用した南部地域魅力発信Ｃ　国際会議、国内会議等コンベンションの誘致促進04-C-01 奈良へのコンベンション誘致強化○事業概要【A　南部地域会議等開催支援】南部地域会議等開催支援（再掲）【ならのにぎわいづくり課】【Ｂ　九州主要都市での奈良県観光プロモーション及び観光キャンペーンの推進】
【ならのにぎわいづくり課】 H24年度当初予算  5,300千円H24年度当初予算  5,300千円H24年度当初予算  5,300千円H24年度当初予算  5,300千円 【事業主体：県】映像を活用した南部地域魅力発信

【南部振興課】 H24年度当初予算  5,541千円H24年度当初予算  5,541千円H24年度当初予算  5,541千円H24年度当初予算  5,541千円 【事業主体：県】【Ｃ　国際会議、国内会議等コンベンションの誘致促進】
【ならのにぎわいづくり課】 H24年度当初予算　10,957 千円H24年度当初予算　10,957 千円H24年度当初予算　10,957 千円H24年度当初予算　10,957 千円 【事業主体：団体等】

事業名
九州主要都市で奈良県観光ＰＲプロモーションを実施

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年）

１（３）②　01-Ａ-02

長期（3年）平成23年度

奈良へのコンベンション誘致促進

事業内容
九州主要都市奈良観光ＰＲプロモーション

04-B-02 南部地域題材の映像公開をメインとしたプロモーション活動を東京、名古屋、大阪で実施
04-C-01 国内コンベンション等の開催に対する支援及び誘致プロモーション活動を実施　

04-A-0104-B-01
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２　地域の再生・再興（３）産業・雇用の創造（林業、観光等）観光振興、世界遺産等の活用取組項目　05　三重県・和歌山県との連携による観光の振興○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度Ａ　「吉野・高野・熊野の国」三県共同事業05-A-01 「吉野・高野・熊野の国」三県共同事業○事業概要【Ａ　「吉野・高野・熊野の国」三県共同事業】
【南部振興課】 H24年度当初予算 5,180千円H24年度当初予算 5,180千円H24年度当初予算 5,180千円H24年度当初予算 5,180千円 【事業主体：県】

事業名「吉野・高野・熊野の国」三県共同事業 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を活用し、三重県・和歌山県と三県共同事業を実施　・首都圏等で「吉野・高野・熊野の国」についてイベントや　各メディアを活用した情報発信を実施05-A-01
中期（3年） 長期（3年）取組項目の構成事業

事業内容
平成23年度 集中復旧・復興期間（4年）
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２　地域の再生・再興 (４)くらしづくり（教育、医療、福祉等）①へき地教育の充実及び南部地域での教育活動の充実取組項目　01　へき地教育の充実○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度A　学習指導等への支援01-A-01 小学校の複式学級編制基準の改善01-A-02 小学校専科非常勤講師の配置01-A-03 中学校の複式学級の解消01-A-04 免許外教科担任解消非常勤講師の配置01-A-05 へき地教育指導Ｂ　遠距離通学を行う児童・生徒に対する支援01-B-01 遠距離児童・生徒通学費補助Ｃ　他地域の児童・生徒との交流の増加01-C-01 南部地域での高校生部活動・勉強合宿プロジェクト（再掲）○事業概要【A　学習指導等への支援】
【教職員課】 H24年度当初予算　81,150千円H24年度当初予算　81,150千円H24年度当初予算　81,150千円H24年度当初予算　81,150千円 【事業主体：県】小学校専科非常勤講師の配置
【教職員課】 H24年度当初予算　1,029千円H24年度当初予算　1,029千円H24年度当初予算　1,029千円H24年度当初予算　1,029千円 【事業主体：県】中学校の複式学級の解消
【教職員課】 H24年度当初予算　41,120千円H24年度当初予算　41,120千円H24年度当初予算　41,120千円H24年度当初予算　41,120千円 【事業主体：県】

01-A-02 過疎地域の６学級の小学校の教育効果を上げるため、専科非常勤講師（音楽）を配置　・対象校数　２校01-A-03 複式学級編制基準の改善・（法基準）８人／クラス　→　（県単）単式学級化・県単加配教員５人

事業名 事業内容01-A-01 複式学級編制基準の改善・１年生を含む場合　（法基準）８人／クラス　→　（県単）６人／クラス・その他の学年の場合　（法基準）16人／クラス　→　（県単）14人／クラス・とび複式学級の解消（単式学級化）・全学年複式学級の解消（３級へき地以上）・県単加配教員　10人
小学校の複式学級編制基準の改善

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度
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【教職員課】 H24年度当初予算　10,020千円H24年度当初予算　10,020千円H24年度当初予算　10,020千円H24年度当初予算　10,020千円 【事業主体：県】へき地教育指導
【学校教育課】 H24年度当初予算　2,510千円H24年度当初予算　2,510千円H24年度当初予算　2,510千円H24年度当初予算　2,510千円 【事業主体：県】【Ｂ　遠距離通学を行う児童・生徒に対する支援】遠距離児童・生徒通学費補助
【学校教育課】 H24年度当初予算　7,434千円H24年度当初予算　7,434千円H24年度当初予算　7,434千円H24年度当初予算　7,434千円 【事業主体：町村】【Ｃ　他地域の児童・生徒との交流の増加】【学校教育課】

01-B-01 学校統合等に伴う通学費の増大による保護者の負担を軽減するため、町村の遠距離児童・生徒の通学費を補助・対象　５町村　　　　（山添村、下市町、野迫川村、十津川村、東吉野村）・補助率　1/4
01-C-01南部地域での高校生部活動・勉強合宿プロジェクト（再掲） ２（３）②　02-C-02

01-A-04 ２～４学級の中学校における免許外教科担任の解消を図り、教育効果を上げるため、非常勤講師を配置　・対象校数  15校
01-A-05 ・へき地小学校において、少人数のために行いにくい教育活動　や体験活動を、複数の小学校が集まることにより実施・教員の指導力の向上を図るため、校内研修に指導主事を派遣　するとともに、へき地教育研究振興大会を開催

免許外教科担任解消非常勤講師の配置

100



２　地域の再生・再興 (４)くらしづくり（教育、医療、福祉等）①へき地教育の充実及び南部地域での教育活動の充実取組項目　02　特色ある学校づくり○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度Ａ　地域の特徴を活かした特色あるコースなどの設定02-A-01 地域の特徴を活かした特色あるコースなどの設定○事業概要【Ａ　地域の特徴を活かした特色あるコースなどの設定】
【学校教育課】 【事業主体：県】

検討
事業名 事業内容地域の特徴を活かした特色あるコースなどの設定02-A-01 県立高等学校において地域の特徴を活かした特色あるコースなどの設定

長期（3年）取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年）平成23年度 中期（3年）
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２　地域の再生・再興（４)くらしづくり（教育、医療、福祉等）②　地域医療の再生と体制整備取組項目　01　南和地域の医療提供体制の充実○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度01-01 地域医療再生基金積立金01-02 奈良県立医科大学及び県立病院並びに南和地域公立病院等整備基金積立金Ａ　新南和公立病院体制の整備01-A-01 新南和公立病院体制整備補助○事業概要【23年度で完了する取組】地域医療再生基金積立金
【地域医療連携課】 H23年度11月補正　5,183,709千円H23年度11月補正　5,183,709千円H23年度11月補正　5,183,709千円H23年度11月補正　5,183,709千円 【事業主体：県】
【地域医療連携課】 H23年度2月補正　3,500,000千円H23年度2月補正　3,500,000千円H23年度2月補正　3,500,000千円H23年度2月補正　3,500,000千円 【事業主体：県】【Ａ　新南和公立病院体制の整備】新南和公立病院体制整備補助

H23年度11月補正　 　5,450千円H23年度11月補正　 　5,450千円H23年度11月補正　 　5,450千円H23年度11月補正　 　5,450千円【地域医療連携課】 H24年度当初予算　651,229千円H24年度当初予算　651,229千円H24年度当初予算　651,229千円H24年度当初予算　651,229千円 【事業主体：一部事務組合】
01-A-01 南和地域の公立病院新体制を構築するために設置した南和広域医療組合運営に対する助成等・一部事務組合構成団体　奈良県、五條市、　　　　　　　　　　　　吉野郡３町８村

01-01 南和地域の医療を再生する取組を行うための基金の積み増し
01-02 奈良県立医科大学及び県立病院並びに南和地域公立病院等整備基金積立金 南和広域医療組合が設立当初に行う公立病院等の施設等の整備に係る市町村の財政負担の軽減のための基金の積み増し　代官山ｉスタジオの売却収入の一部を積み立て

中期（3年） 長期（3年）平成23年度

事業名 事業内容

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年）
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２　地域の再生・再興 (４)くらしづくり（教育、医療、福祉等）②地域医療の再生と体制整備取組項目　02　へき地医療体制の充実○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度02-01 へき地医療機関における通信手段の確保（再掲）Ａ　へき地医療に携わる医師の養成・配置02-A-01 自治医科大学運営費の負担02-A-02 医師確保修学資金貸付02-A-03 「総合医」を養成するためのへき地医療研修プログラムの実施02-A-04 県立医科大学との連携による医師配置システムの運営02-A-05 へき地診療所への人件費補助Ｂ　へき地医療を確保・支援する体制の整備02-B-01 へき地医療設備整備02-B-02 ドクターヘリの共同利用○事業概要【23年度で完了する取組】【地域医療連携課】【Ａ　へき地医療に携わる医師の養成・配置】自治医科大学運営費の負担
【医師・看護師確保対策室】 H24年度当初予算　128,700千円H24年度当初予算　128,700千円H24年度当初予算　128,700千円H24年度当初予算　128,700千円 【事業主体：県】医師確保修学資金貸付
【医師・看護師確保対策室】 H24年度当初予算　209,306千円H24年度当初予算　209,306千円H24年度当初予算　209,306千円H24年度当初予算　209,306千円 【事業主体：県】

02-A-01 へき地等での医療活動を担う医師を養成する自治医科大学の運営費を負担・在学生　14人・卒業生　75人（現在34期まで）02-A-02 へき地医療機関等で医師としての業務に従事することを要件とした修学資金等の貸付・緊急医師確保修学資金(貸与予定　53人（うち新規15人））　対象　県立医科大学等の緊急医師確保特別入学試験合格者・医師確保修学研修資金(貸与予定　29人（うち新規５人））　対象　へき地での勤務等を希望する県内外の医学生・研修医

事業名 事業内容02-01 へき地医療機関における通信手段の確保（再掲） １（２）①　02-04

長期（3年）平成23年度取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年）
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【医師・看護師確保対策室】 H24年度当初予算　324千円H24年度当初予算　324千円H24年度当初予算　324千円H24年度当初予算　324千円 【事業主体：県】
【医師・看護師確保対策室】 H24年度当初予算　75,200千円H24年度当初予算　75,200千円H24年度当初予算　75,200千円H24年度当初予算　75,200千円 【事業主体：県、県立医科大学】へき地診療所への人件費補助

【地域医療連携課】 H24年度当初予算　6,353千円H24年度当初予算　6,353千円H24年度当初予算　6,353千円H24年度当初予算　6,353千円 【事業主体：市町村】【Ｂ　へき地医療を確保・支援する体制の整備】へき地医療設備整備
【地域医療連携課】 H24年度当初予算　6,555千円H24年度当初予算　6,555千円H24年度当初予算　6,555千円H24年度当初予算　6,555千円 【事業主体：市町村】ドクターヘリの共同利用
【地域医療連携課】 H24年度当初予算　7,840千円H24年度当初予算　7,840千円H24年度当初予算　7,840千円H24年度当初予算　7,840千円 【事業主体：県】

02-B-02 救急医療体制の充実のため、大阪府・和歌山県のドクターヘリを共同利用・負担金　大 阪 府  ＠684千円/回　見込４回  　      和歌山県　＠319千円/回  見込16回

02-A-05 へき地診療所に勤務する医師を確保するための人件費を補助・補助対象　へき地診療所に勤務する医師に係る人件費　　　　　　（自治医大卒業医師を除く）・補助先　山添村、御杖村、天川村、川上村・補助率　1/2（県単）（限度額2,400千円）
02-B-01 へき地診療所の医療機器の整備に対して助成・補助先　宇陀市、川上村・補助率　国1/2　県1/4

02-A-03 「総合医」を養成するためのへき地医療研修プログラムの実施 県立五條病院及びへき地診療所等において、総合的な診療ができる「総合医」を養成するための研修を実施・定員　２名
02-A-04県立医科大学との連携による医師配置システムの運営 ・地域医療総合支援センターの運営　　公立病院等の医師の適正配置の推進　　県費奨学生等の配置計画策定への助言・協力　など・県立医科大学における地域医療学講座の運営　　各医療機関が提供すべき医療機能の目標の研究　など　補助率　10/10（国1/2　県1/2）
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２　地域の再生・再興 (４)くらしづくり（教育、医療、福祉等）③高齢者、障害者や子育ての支援取組項目　01　介護・保健・医療の連携による高齢者、障害者支援○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度Ａ　介護・保健・医療などが連携した支援システムの構築01-A-01 高齢者地域生活サポート拠点検討（再掲） 検討01-A-02 医療と介護の連携システム構築Ｂ　高齢者の自立とケアに関する相談・支援の実施01-B-01 地域包括支援センター機能強化Ｃ　障害者の自立とケアに関する相談・支援の実施01-C-01 障害者相談支援体制整備○事業概要【Ａ　介護・保健・医療などが連携した支援システムの構築】【長寿社会課】医療と介護の連携システム構築
【長寿社会課】 H24年度当初予算　850千円H24年度当初予算　850千円H24年度当初予算　850千円H24年度当初予算　850千円 【事業主体：県】【Ｂ　高齢者の自立とケアに関する相談・支援の実施】地域包括支援センター機能強化
【長寿社会課】 H24年度当初予算　3,000千円H24年度当初予算　3,000千円H24年度当初予算　3,000千円H24年度当初予算　3,000千円 【事業主体：県】

01-A-02 医療や介護基盤等が整った地域をモデルに、県が関係機関との調整を行い、保健・医療・介護・福祉の連携システムを構築・急速に高齢化が進む団地内における在宅医療・介護、見守り・中山間地域における医療・介護・地域の連携づくり・医療・介護連携の”共通言語”ツールの普及
01-B-01 高齢者の相談・支援体制の中心となる地域包括支援センターの機能を強化・地域包括支援センター機能強化推進会議の運営  　構成　地域包括支援センター、市町村、医師会、　　　　　老人福祉施設協議会等・地域ケア会議等の活動支援　　地域包括支援センター運営強化検討会議の開催　　アドバイザーを派遣し、地域ケア会議開催を支援・地域包括支援センター職員研修　　新任者研修及びテーマ別研修

事業名 事業内容01-A-01高齢者地域生活サポート拠点検討（再掲） ２（２）　　03-A-01

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度 施策への反映
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【Ｃ　障害者の自立とケアに関する相談・支援の実施】障害者相談支援体制整備
【障害福祉課】 H24年度当初予算　24,182千円H24年度当初予算　24,182千円H24年度当初予算　24,182千円H24年度当初予算　24,182千円 【事業主体：県】

01-C-01 専門性の高い相談、広域的な対応が必要な相談支援体制を整備・県自立支援協議会の運営・障害者総合相談圏域支援事業　　西和・中和・東和・南和の各圏域に圏域マネージャーを　　配置し、市町村や相談支援事業者への助言指導、ネット　　ワークづくりを実施・障害児等療育相談事業  　在宅障害児の地域生活を支援するため、訪問・外来によ　　る療育指導・療育相談を実施
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２　地域の再生・再興 (４)くらしづくり（教育、医療、福祉等）③高齢者、障害者や子育ての支援取組項目　02　高齢者、障害者の社会参加促進と居場所づくり○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度Ａ　障害者の社会参加の促進02-A-01 障害者スポーツ・アート創出Ｂ　高齢者・障害者等の就労の支援02-B-01 高齢者・障害者等就労支援02-B-02 障害者就業支援Ｃ　高齢者の居場所づくり02-C-01 奈良のひだまり広場定着促進○事業概要【Ａ　障害者の社会参加の促進】障害者スポーツ・アート創出
【障害福祉課】 H24年度当初予算　23,000千円H24年度当初予算　23,000千円H24年度当初予算　23,000千円H24年度当初予算　23,000千円 【事業主体：県、市町村】【Ｂ　高齢者・障害者等の就労の支援】高齢者・障害者等就労支援
【長寿社会課】 H24年度当初予算　13,200千円H24年度当初予算　13,200千円H24年度当初予算　13,200千円H24年度当初予算　13,200千円 【事業主体：県、ソーシャルファーム】

02-B-01 高齢者、障害者等の雇用の確保のため、地域での様々な社会的課題解決を図る起業を支援・ソーシャルファーム研究会の運営・中小企業診断士等による経営相談・ソーシャルファーム運営補助金  　運営経費補助      補助率　１年目20％、２年目15％、３年目５％　　　上限対象経費　15,000千円　　初度備品等整備経費補助　上限1,000千円　　新規対象　２事業所

事業名 事業内容02-A-01 障害者スポーツ及び芸術活動の充実・障害者アート創出事業　　障害者芸術祭等開催・障害者スポーツ創出事業・障害者スポーツ・アート県内展開事業・障害者スポーツ・アートボランティア人材バンク運営事業・障害者スポーツ・アート施策運営事業

集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度取組項目の構成事業
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障害者就業支援
【障害福祉課】 H24年度当初予算　16,689千円H24年度当初予算　16,689千円H24年度当初予算　16,689千円H24年度当初予算　16,689千円 【事業主体：県】【Ｃ　高齢者の居場所づくり】奈良のひだまり広場定着促進
【長寿社会課】 H24年度当初予算　122,379千円H24年度当初予算　122,379千円H24年度当初予算　122,379千円H24年度当初予算　122,379千円 【事業主体：県、市町村】

02-C-01 高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもって元気に過ごすための地域の居場所づくりの定着を促進・地域の居場所づくりにおける取組事例の普及・啓発・推進体制の整備に対する助成・現役世代からの地域活動意識の醸成ほか

02-B-02 障害者就業・生活支援センターを運営・就業と生活の一体的な支援のための障害者就業・生活支援　センターを運営委託　　西和圏域　（福）萌　　中和圏域　（福）奈良県手をつなぐ育成会　　南和圏域　（福）せせらぎ会・就労支援ジョブサポーター派遣事業　　障害（児）者の就労移行を促進するため、ジョブサポー    ターを養成・登録し、障害者の職場実習先に派遣
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２　地域の再生・再興 (４)くらしづくり（教育、医療、福祉等）③高齢者、障害者や子育ての支援取組項目　03　高齢者、障害者等の日常生活支援○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度Ａ　高齢者の日常生活の支援03-A-01 高齢者の暮らしを支えるネットワークＢ　障害者の日常生活の支援03-B-01 市町村地域生活支援○事業概要【Ａ　高齢者の日常生活の支援】
【長寿社会課】 H24年度当初予算　500千円H24年度当初予算　500千円H24年度当初予算　500千円H24年度当初予算　500千円 【事業主体：県】【Ｂ　障害者の日常生活の支援】市町村地域生活支援
【障害福祉課】 H24年度当初予算　238,000千円H24年度当初予算　238,000千円H24年度当初予算　238,000千円H24年度当初予算　238,000千円 【事業主体：市町村】

03-B-01 障害者のニーズに応じた事業を実施する市町村に対して助成・相談支援事業　（市町村相談支援機能強化、成年後見制度利用支援等）・コミュニケーション支援事業・日常生活用具給付等事業・移動支援事業・地域活動支援センター機能強化事業等　　補助率　1/4（国1/2直接）

事業名 事業内容03-A-01高齢者の暮らしを支えるネットワーク構築 様々な制度、サービスを活用した、高齢者の在宅生活を支えるシステムを構築・アクティブシニア研究会の開催・スーパーなど民間企業と連携したサポート拡大・様々な社会資源を活用した見守りの実施

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度
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２　地域の再生・再興 (４)くらしづくり（教育、医療、福祉等）③高齢者、障害者や子育ての支援取組項目　04　地域ニーズに応じた子育て支援○取組の時期○取組の時期○取組の時期○取組の時期 平成24年度 平成25年度 平成26年度Ａ　子育ての支援04-A-01 奈良県こども・子育て応援プラン推進04-A-02 みんなで支える「初めての子育て」Ｂ　保育所等の運営の支援04-B-01 保育対策等促進事業費補助04-B-02 要支援児保育促進事業費補助04-B-03 放課後児童健全育成事業費補助○事業概要【Ａ　子育ての支援】
【子育て支援課】 H24年度当初予算　7,990千円H24年度当初予算　7,990千円H24年度当初予算　7,990千円H24年度当初予算　7,990千円 【事業主体：県】
【子育て支援課】 H24年度当初予算　4,930千円H24年度当初予算　4,930千円H24年度当初予算　4,930千円H24年度当初予算　4,930千円 【事業主体：県】【Ｂ　保育所等の運営の支援】保育対策等促進事業費補助
【子育て支援課】 H24年度当初予算　322,862千円H24年度当初予算　322,862千円H24年度当初予算　322,862千円H24年度当初予算　322,862千円 【事業主体：市町村】

04-B-01 下記の保育事業を行う市町村に対して助成・休日保育・特定保育・病児・病後児保育・延長保育　　補助率　2/3（国1/3、県1/3）

04-A-01奈良県こども・子育て応援プラン推進 「奈良県こども･子育て応援県民会議」を核とした「奈良県こども・子育て応援プラン」の推進体制を強化し、各分野が連携し実施「初めての子育て支援プロジェクト」と連携し、プランを推進・「奈良県こども･子育て応援県民会議」等の運営・「なら結婚応援団」「なら子育て応援団」事業・子育て情報提供事業04-A-02みんなで支える「初めての子育て」推進 初めて子育てする親を県、市町村、地域団体等が一丸となって、妊娠期を含む子育ての早い時期に支援する体制を構築・「初めての子育て」応援事業　初めて子育てする親にお祝いメッセージ等を届ける・「初めての子育て」市町村支援プロジェクト・拠点事業　『「初めての子育て」支援拠点運営マニュアル』の作成・「初めての子育て」市町村支援プロジェクト・母子保健　妊娠期・乳児期の両親教室プログラムの作成・「初めての子育て」大学連携プロジェクト　子育て大学の開催

事業名 事業内容

取組項目の構成事業 集中復旧・復興期間（4年） 中期（3年） 長期（3年）平成23年度
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要支援児保育促進事業費補助
【子育て支援課】 H24年度当初予算　58,901千円H24年度当初予算　58,901千円H24年度当初予算　58,901千円H24年度当初予算　58,901千円 【事業主体：市町村】放課後児童健全育成事業費補助
【子育て支援課】 H24年度当初予算　437,058千円H24年度当初予算　437,058千円H24年度当初予算　437,058千円H24年度当初予算　437,058千円 【事業主体：市町村】

04-B-03 放課後児童クラブの運営等に対して助成・補助率 　 2/3（国1/3　県1/3）
04-B-02 下記の事業を行う市町村に対して助成するとともに、家庭支援推進保育研修を促進・障害児保育受入促進・家庭支援推進保育
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