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 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
○事業概要

【A

地域特産物等の振興】

01-A-04

事業名

奈良らしい地域ビジネス促進

事業内容

・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
H26年度当初予算

01-A-05

01-A-06

01-A-07

01-A-08

【農業水産振興課】

大和野菜首都圏展開事業

彩り花木振興

【農業水産振興課】

【農業水産振興課】

【事業主体：県】

大和野菜の実践モデル圃を設置し、安定生産技術の開発、販路
開拓等の課題解決に取組み、大和野菜の生産拡大と首都圏等へ
の供給量拡大を推進
(H24年度当初予算 1,100千円)

H26年度当初予算

754千円

【事業主体：県、農業者団体】

主要品目である促成花木、マキ類、クマザサについて、省力的
かつ安定した品質の切り枝生産が行えるよう、慣行栽培及び出
荷調整技術を再構築
(H25年度当初予算 19,176千円)

H26年度当初予算 1,000千円

【事業主体：農業者団体】

漢方のメッカ推進プロジェクト事業 ・研究開発された技術の現地実証への補助
（薬用作物の生産流通振興）
・農業法人等への栽培技術指導および経営分析によるビジネス
モデルの現地実証

【農業水産振興課】

（新）地域の誇りとなる地域特産
物物産展開催

【農林部企画管理室】
【Ｂ

800千円

(H25年度当初予算 1,000千円)

チャレンジ品目支援

(H25年度当初予算 1,206千円)

H26年度当初予算

1,600千円

【事業主体：県、市町村】

南部振興計画（H25年6月改訂）に基づき、農林水産業による地
域の復興応援として、地域の誇りとなる地域特産物物産展を開
催し、地域の誇りとなる特産物・加工品・土産物の販売に対す
る復興応援を行う。物産展は、第34回全国豊かな海づくり大会
に併せて開催し、全国に向けて紀伊半島大水害被災地域の地域
特産物をアピールするとともに海づくり大会の賑わいを創出す
る。
(H25年度当初予算

9,432千円)

H26年度当初予算 1,050千円

【事業主体：県】

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
・ダリア産地再興事業
新規参入者の育成確保と県産ダリアのブランド化技術の開発
・大和野菜ブランド力向上事業
品質の高位平準化とブランド力向上を支援

チャレンジ品目・リーディング品目の振興】

01-Ｂ-01

H26年度当初予算 2,094千円

【農業水産振興課】

(H25年度当初予算 3,344千円)
(H24年度当初予算 5,449千円)
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【事業主体：県、生産者組織等】

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 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
01-Ｂ-02

リーディング品目支援

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
・柿高品質果実安定事業
高品質で特徴ある果実を安定的に生産出荷する取組みを支援
・イチゴ流通・販売改革推進事業
農業総合センターで開発された間欠冷蔵育苗の普及推進と
出荷時の検品体制の啓発指導
H26年度当初予算 6,496千円

01-Ｂ-04

【農業水産振興課】

産地ブランド力向上推進

【農業水産振興課】
【Ｃ

適正放流促進

内水面漁業の振興】

01-C-01

(H25年度当初予算 6,481千円)

【事業主体：県、農協、生産者組織等】

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
(H24年度当初予算 6,700千円)

H26年度当初予算

646千円

(H25年度当初予算

710千円)

(H24年度当初予算 1,540千円)

【事業主体：県】

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
H26年度当初予算 4,630千円

01-C-02

【農業水産振興課】

在来渓流魚資源増殖

(H25年度当初予算 4,874千円)

【事業主体：奈良県漁業協同組合連合会】

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
(H24年度当初予算 5,130千円)

H26年度当初予算 480千円

01-C-05

【農業水産振興課】

河川漁業生産向上対策

(H25年度当初予算 532千円)
(H24年度当初予算 560千円)

H26年度当初予算

01-C-06

河川漁業復興促進

【農業水産振興課】

【農業水産振興課】

【事業主体：奈良県漁業協同組合連合会】

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
(H25年度当初予算

292千円
292千円)

【事業主体：県】

本県の主要魚種である、あまご及びにじますの釣り人を増やす
ための放流事業に対する支援
(H24年度当初予算

382千円)

H26年度当初予算 4,617千円

【事業主体：奈良県漁業協同組合連合会】

(H25年度当初予算 4,617千円)
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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 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
01-C-07

（新）清流が育むやまとの鮎魅力 ・やまとの鮎の育成
創出支援
ダム湖産鮎稚魚を捕獲河川と異なる河川に放流し、捕獲した
鮎成魚を「やまとの鮎」として販売する取組に対し助成
補助率：1/2以内
交付先：奈良県漁業協同組合連合会
・やまとの鮎の魅力向上対策
やまとの鮎について、イベント等を通じた県民等への周知と
県ホームページでの情報発信による観光客、釣り人の誘致
【農業水産振興課】

【Ｄ

【事業主体：県・奈良県漁業協同組合連合会】

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 33直売所
・専門家派遣の実施
・新規協定直売所へのフォローアップ
・オリジナル加工品開発への補助
・「ふるさと知事ネットワーク」を活用した直売所の充実 ほ
か

農産物直売所支援

販路開拓推進】

01-D-01

H26年度予算 1,620千円

H26年度当初予算 2,500千円

01-D-02

01-D-03

【マーケティング課】

(H25年度当初予算 5,500千円)

【事業主体：県】

おいしい奈良産協力店拡大推進 近畿圏の大規模小売店舗でのＰＲ、試食イベントの開催等によ
り、県産農産物・加工食品等の消費拡大を推進
【マーケティング課】

首都圏流通促進支援

(H24年度当初予算 4,986千円)

H26年度当初予算

780千円

(H25年度当初予算

870千円)

【事業主体：県】

大和野菜等県産農産物を首都圏にて販売促進を図るための取組
を実施
・大和野菜等首都圏直送支援
・首都圏の卸売市場等におけるセールス
・仲卸業者等を対象とした試食会
・スーパー等での奈良フェア
・産地見学会
(H24年度当初予算 2,600千円)

H26年度当初予算 16,500千円

01-D-04
01-D-05

【マーケティング課】

販路拡大支援（再掲）
なら食のギフト推進

【産業政策課】

【マーケティング課】

(H25年度当初予算 7,200千円)
(H24年度当初予算 5,900千円)

【事業主体：県】

２（３）① 01-E-07
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
・プロモーション活動の実施
H26年度当初予算

2,578千円

(H25年度当初予算

8,200千円)

(H24年度当初予算 24,000千円)
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【事業主体：県】

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 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
01-D-06

眺望のいいレストラン支援

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 ほか
H26年度当初予算 2,400千円

01-D-07

【マーケティング課】

(H25年度当初予算 5,700千円)

【事業主体：県】

首都圏への大和野菜等販路開拓 首都圏で県産農産物の広報活動を展開し、国内の販路を拡大
・首都圏における知事トップセールスの実施
・「奈良ゆかりの店」冊子の作成
・首都圏の市場関係者による講演会開催 ほか
【マーケティング課】

(H24年度当初予算 5,400千円)

H26年度当初予算 5,000千円

【事業主体：県】

01-D-08

（新）首都圏「食」と観光PRフェア 首都圏での県産農産物・加工品等の「食」と観光ＰＲのため、
実施
東京都内の百貨店において、奈良の食と観光フェアを開催

01-D-09

（新）清流が育むやまとの鮎魅力
創出支援（再掲）

【マーケティング課】

(H25年度当初予算 4,000千円)

H26年度当初予算 6,000千円

２（３）② 01-C-07

【農業水産振興課】

【Ｅ

加工食品開発

加工食品の研究・開発】

01-E-01

【事業主体：県】

県内農業者と食品加工業者の協力・連携による県産食材を利用
した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
H26年度当初予算 2,500千円

01-E-03

【マーケティング課】

農業の６次産業化支援

(H25年度当初予算 3,800千円)

【事業主体：県】

農業の６次産業化による高付加価値化を推進
・農業者及び多様な業種が連携して行う新商品の開発や販路開
拓、加工施設・機械等の整備等に対し補助
(H24年度当初予算 4,500千円)

H26年度当初予算 100,614千円
H25年度２月補正

【マーケティング課】
【Ｆ

奈良の意欲ある担い手支援

65,000千円

(H25年度９月補正

6,700千円)

(H25年度当初予算

2,490千円)

【事業主体：六次産業化法認定事業者等、県】

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
・新規就農者へのフォローアップ強化
・多様な経営展開支援 等

意欲ある担い手と新規就農者への支援】

01-Ｆ-02

【地域農政課】

H26年度当初予算

4,000千円

(H25年度当初予算

1,700千円)

(H24年度当初予算

2,000千円)
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【事業主体：県、個人】

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 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
01-Ｆ-03

01-Ｆ-04

01-Ｆ-05

地域農業担い手確保支援

農業新規参入者支援

新規就農者確保

【地域農政課】

【地域農政課】

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
・「人・農地プラン」作成・見直し支援
・農業経営の法人化等の支援
（負担区分 国10/10 補助先 市町村）
H26年度当初予算

16,507千円

(H25年度当初予算

49,400千円)

【事業主体：県、市町村】

・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
(H24年度当初予算

39,262千円)

H26年度当初予算

8,700千円

(H25年度当初予算 22,300千円)

【事業主体：県】

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
(H24年度当初予算 26,172千円)

H26年度当初予算 234,456千円

01-Ｆ-06

【地域農政課】

（新）（仮称）なら担い手・農地サ
ポートセンター設置

【地域農政課】

(H25年度当初予算 217,100千円)

【事業主体：市町村、個人】

耕作放棄地の解消と担い手への農地の集積を図るため、農地の
出し手・受け手のマッチング等を推進
・農地中間管理機構事業
・機構集積協力金交付事業 等
(H24年度当初予算 130,000千円)

H26年度当初予算 150,165千円

【事業主体：民間、県】

○24年度で完了した取組

01-A-02 大和高原産地復活支援

【農業水産振興課】

01-A-03 薬用作物生産振興促進

【農業水産振興課】

01-Ｂ-05 大和畜産ブランド戦略調査

【畜産課】

01-C-03 県内ダム湖産天然アユ資源活用対策

【農業水産振興課】

01-C-04 アユ等漁場実態調査

【農業水産振興課】

○25年度で完了する取組

01-A-01 地域の誇りとなる地域特産復興応援

【農林部企画管理室】

01-B-03 奈良らしい農業を提案する研究開発

【農業水産振興課】

01-E-02 地域特性を有する機能性食品の開発

【産業政策課】

01-F-01 担い手育成緊急支援【組替】

【地域農政課】
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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 02豊かな地域資源を活用した都市農山村交流の推進
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

取組項目の構成事業

平成23年度

Ａ 都市農山村交流等によるにぎわい創出
第34回全国豊かな海づくり
02-A-01
大会開催
農村資源を活用した地域づ
02-A-02
くり
（新）キッチンカープロジェク
02-A-04

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

ト推進事業

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
奈良の景観創造（植栽による
02-B-02
彩りづくり）
里山づくり推進（地域で育む
02-B-03
里山づくり）
（新）曽爾高原保全対策調査
02-B-04
事業

Ｃ 定住・交流の促進
02-C-01 定住・交流促進（再掲）
南部地域での高校生部活
02-C-02
動・勉強合宿プロジェクト
移住・交流促進による地域復
02-C-04
興推進
農林漁業体験民宿等創出支
02-C-05
援事業（既存事業の組替）

検討

○事業概要

【A

都市農山村交流等によるにぎわい創出】

02-A-01

事業名

第34回全国豊かな海づくり大会
開催

【全国豊かな海づくり大会推進室】

事業内容

第34回全国豊かな海づくり大会～やまと～の開催
開 催 日：平成26年11月16日（日）
会 場：式典行事（大淀町文化会館あらかしホール）
放流・歓迎行事（川上村おおたき龍神湖）
関連行事（検討中）
H26年度当初予算

265,381千円

(H25年度当初予算

47,434千円)

(H24年度当初予算

5,800千円)
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【事業主体：県】

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 02豊かな地域資源を活用した都市農山村交流の推進
02-A-02

農村資源を活用した地域づくり

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
H26年度当初予算 3,200千円

【農村振興課】

(H25年度当初予算 5,200千円)

【事業主体：県】

新)キッチンカープロジェクト推進 キッチンカーを導入し、南部東部地域の食材を活用した「食」
のプロモーション活動を県内外で展開
○有名シェフとのコラボによるプロモーション活動
都市部のイベント等での地域食材を使った観光プロモーショ
ン
県南部東部地域の生産者に向けた地域食材活用提案試食会の
開催
南部東部地域活性化イベントへの出店
○地域食材PR促進のためのキッチンカーの貸出

02-A-04 (

【南部東部振興課】
【B

(H24年度当初予算

5,000千円)

H26年度予算 5,840千円

【事業主体：県】

【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】
御所市外 10市村 11箇所

森林とのふれあい推進

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

H26年度当初予算 50,400千円

02-B-02

【森林整備課】

(H25年度当初予算 64,432千円)

【事業主体：県】

奈良の景観創造（植栽による彩り 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
づくり）
H25以降は予算計上していないが、02-B-01のベースとして毎年
検討を重ねている
【森林整備課】

(H24年度当初予算

56,432千円)

【事業主体：県】

づくり推進（地域で育む里山 【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
づくり）
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】
生駒市外10市町村 16箇所

02-B-03 里山

(H24年度当初予算

1,765千円)

H26年度当初予算 6,200千円

02-B-04

【森林整備課】

（新）曽爾高原保全対策調査

【景観・自然環境課】

(H25年度当初予算 7,000千円)

【事業主体：民間】

室生赤目青山国定公園第１種特別地域内の曽爾高原において、
貴重な景観を構成するススキの生育が年々衰退傾向にあること
から、生育環境調査による原因分析、保護推進対策事業の計
画、人工繁殖の実施方法等を明確にした「保護管理基準」の策
定を目的として、調査業務を実施
(H24年度当初予算

8,000千円)

H26年度当初予算 1,160千円
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【事業主体：奈良県】

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 02豊かな地域資源を活用した都市農山村交流の推進
【C

住・交流促進（再掲）

定住・交流の促進】

02-C-01 定

02-C-02 南部

【南部東部振興課】

地域での高校生部活動・勉
プロジェクト

強合宿

２（２） 03-A-03
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
H26年度当初予算

【学校教育課】

8,400千円

(H25年度当初予算 8,500千円)

【事業主体：県】

住・交流促進による地域復興推 南部東部地域の移住・交流施策を推進
進
・ホームページ、パンフレットによる移住情報の発信
・移住希望者に向けたセミナーの開催
・移住体験ツアーの実施

02-C-04 移

02-C-05

【南部東部振興課】

(H24年度当初予算

H26年度当初予算

8,500千円)

2,100千円

【事業主体：県、市町村】

農林漁業体験民宿等創出支援事 ○「体験型」、「参加型」への旅行ニーズの変化に対応し、着
地整備を行うとともに、積極的な情報発信を行うことで魅力あ
業（既存事業の組替）
る農家民宿を創出し、南部・東部地域の観光振興を図る。
○若年層の新規開業を支援し、農家民宿の継続的・安定的な運
営を図る。
○先進地域のノウハウを取り入れることで、おもてなしや魅力
の向上を図る。
【南部東部振興課】

（H25年度当初予算

4,278千円）

H26年度当初予算

900千円

（H25年度当初予算

700千円）

（H24年度当初予算

530千円）

【事業主体：県】

○23年度で完了した取組

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）

【ならのにぎわいづくり課】

○25年度で完了する取組

02-A-03 ヘルスツーリズム研究開発

【南部東部振興課】
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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 03地域産業を支える基盤整備(農地､林道等)の推進
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

取組項目の構成事業

Ａ 農業・農村の基盤整備の推進

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

03-A-01 農道整備

環

03-A-02 県営農地 境整備

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
03-A-03 県営

Ｂ 林道・森林整備の推進

整備の推進

03-B-01 林道整備（再掲）

応急復旧及び本復旧工事

03-B-02 県単独林道の整備（再掲）

治山事業（再掲）
県単独治山事業（市町村治
03-B-04
山事業）（再掲）

復旧工事

03-B-03

復旧工事

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
森林生態系保全（森林植生
03-C-06
保全事業）
里山づくり推進（獣害につよ
03-C-07
い里山づくり事業）
03-C-09 カワウ生息状況調査
森林生態系保全（効率的捕
03-C-10
獲技術導入推進事業）
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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 03地域産業を支える基盤整備(農地､林道等)の推進
○事業概要
【A

農業・農村の基盤整備の推進】

03-A-01

03-A-02

03-A-03

03-A-04

03-A-05

農道整備

事業名

県営農地環境整備

県営ほ場整備

農地有効活用促進

ため池防災対策等推進

事業内容

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
・奈良東部広域農道整備事業
・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

【農村振興課】

【農村振興課】

【農村振興課】

【農村振興課】

H26年度当初予算

294,750千円

H25年度２月補正

384,500千円

(H25年度当初予算

484,700千円)

(H24年度２月補正

236,300千円)
768,710千円)

H26年度当初予算

212,600千円

(H25年度当初予算

103,710千円)

(H24年度２月補正

84,300千円)

(H24年度当初予算

106,430千円)

【事業内容】
農地の区画整理と農道・水路の一体的整備
【事業実施箇所】
五條市山陰地区
(H23年度２月補正

40,000千円)

H26年度当初予算

166,950千円

(H25年度当初予算

302,250千円)

(H24年度２月補正

90,200千円)

(H24年度当初予算

245,150千円)

【事業主体：県】

【事業主体：県】

小規模な農業基盤整備を集中的に実施する市町村等に対し助成
(H23年度２月補正

52,500千円)

H26年度当初予算

65,390千円

H25年度２月補正

45,448千円

(H25年度当初予算

52,700千円)

(H24年度２月補正

97,850千円)

(H24年度当初予算

64,899千円)

【事業主体：市町村等】

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、H24年度は県がモデル的に実施し、H25年度からは市町
村が事業主体となり実施
また、ため池の施設現況等の点検・調査を実施する市町村に対
し助成
(H23年度２月補正

H26年度当初予算
(H25年度当初予算

【農村振興課】

【事業主体：県】

【事業内容】
中山間地域の鳥獣害対策や耕作放棄地対策を行うため、計画
的かつ一体的に農地環境を整備
【事業実施箇所】
山添地区、明日香地区
(H24年度当初予算

(H24年度２月補正
(H24年度当初予算
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234,590千円)

58,480千円
14,000千円)
128,350千円)
20,100千円)

【事業主体：県、市町村】

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 03地域産業を支える基盤整備(農地､林道等)の推進
【B

林道整備（再掲）

林道・森林整備の推進】

03-B-01
03-B-02

県単独林道の整備（再掲）

03-B-03 治山
03-B-04

２（１）① 03-E-02

【森林整備課】

２（１）① 03-E-03

【森林整備課】

事業（再掲）

１（１）② 02-A-01

【森林整備課】

県単独治山事業（市町村治山事業）
（再掲）

１（１）② 02-A-04

【森林整備課】

【C

被害防止対策

総合的な鳥獣被害対策の推進】

03-C-01 鳥獣

03-C-02 総合的鳥獣

03-C-03

【農業水産振興課】

害対策推進

【農業水産振興課】

カワウ食害防止対策

03-C-04 狩猟

【農業水産振興課】

者確保・狩猟技術向上

【森林整備課】

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、緩衝帯整備、捕獲檻購入等
補助率等 1/2
定額（新規地区、実施隊の取組等）
・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）
H26年度当初予算

213,331千円

(H25年度当初予算

319,551千円)

【事業主体：市町村協議会等】

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
(H24年度当初予算 288,578千円)

H26年度当初予算

225千円

(H25年度当初予算

225千円)

【事業主体：県】

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
(H24年度当初予算 236千円)

H26年度当初予算

370千円

(H25年度当初予算

409千円)

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
(H24年度当初予算 431千円)

H26年度当初予算

1,927千円

(H25年度当初予算

1,890千円)

(H24年度当初予算

1,890千円)
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【事業主体：市町村】

【事業主体：県】

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 03地域産業を支える基盤整備(農地､林道等)の推進
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）

鳥獣被害防除

H26年度当初予算

03-C-06

03-C-07

03-C-09

03-C-10

【森林整備課】

(H25年度当初予算

9,751千円
9,751千円)

【事業主体：市町村】

森林生態系保全（森林植生保全 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
事業）
基金活用事業）
・特別捕獲強化期間（４月～６月）1,500頭
補助単価 8,000円／頭
・通常期間（７月～３月）
2,500頭
補助単価 5,000円／頭
(H24年度当初予算

10,334千円)

H26年度当初予算

24,500千円

【森林整備課】

(H25年度当初予算

31,000千円)

【森林整備課】

【事業主体：県】

里山づくり推進（獣害につよい里山 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）
づくり事業）
事業主体 葛城市ほか４市町村
カワウ生息状況調査

【農業水産振興課】

(H24年度当初予算

31,000千円)

H26年度当初予算

16,100千円

(H25年度当初予算

19,000千円)

【事業主体：市町村】

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、河合町大和川ほか
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
(H24年度当初予算

10,000千円)

H26年度当初予算

316千円

(H25年度当初予算

316千円)

【事業主体：県】

森林生態系保全（効率的捕獲技術 ニホンジカを効率的に捕獲するため、わな猟による捕獲技術の
導入推進事業）
習得を推進（森林環境保全基金活用事業）

【森林整備課】

(H24年度当初予算 332千円)

H26年度当初予算

430千円

(H25年度当初予算

900千円)

【事業主体：県】

○24年度で完了した取組

03-C-08 有害獣生息状況等調査

【森林整備課】
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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 04地域特性を活かした中山間地域の産業振興への支援
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

取組項目の構成事業

Ａ 付加価値獲得の支援
04-A-02 高付加価値獲得支援補助

平成23年度

Ｂ 選択、集中、重点化による技術・経営相談対応
04-B-01 地域産業振興センター事業

中小企業技術支援
皮革産業支援
Ｃ 経営体質の向上支援
商工会等経営改善普及事業
04-C-01
補助
中小企業連携組織対策事業
04-C-02
補助
04-B-02

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）
（新）制度融資（創業支援資
04-E-11
金（認定枠））
制度融資（企業立地促進資
04-E-04
金）
制度融資（飲食店創業支援
04-E-05
資金）
（新）制度融資（飲食店創業
04-E-12
支援資金（認定枠））
制度融資（宿泊施設創業支
04-E-06
援資金）
（新）制度融資（宿泊施設創
04-E-13
業支援資金（認定枠））
制度融資（既存事業者による
04-E-07
宿泊施設開業支援資金）
制度融資（宿泊施設増改築・
04-E-08
設備整備支援資金）
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集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

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 04地域特性を活かした中山間地域の産業振興への支援

小規模企業者等設備導入資
金貸付金（再掲）
制度融資（チャレンジ応援資
04-E-10
金）
（新）制度融資（チャレンジ応
04-E-14
援資金（認定枠））
04-E-09

取組項目の構成事業

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
04-F-02 企業立地促進補助
04-F-03 立地企業人材確保支援

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）
積極的な
誘致活動

市町村と連携・共同した取組の充実
投資・雇用支援
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
Ｊ 災害に強いエネルギーシステムの推進
地域振興に役立つ小水力発
04-J-04
電導入支援
木質バイオマス実証実験（再
04-J-07
掲）
（新）地域振興に役立つ小水
04-J-08
力発電設備設置事業
（新）災害時に活用できるLP
04-J-09
ガス発電普及啓発事業
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
奈良の飲食店・宿泊施設育成支援資
04-K-02 金（宿泊施設分）利子補助
制度融資（宿泊施設創業支
04-K-03
援資金）（再掲）
（新）制度融資（宿泊施設創業
04-K-06 支援資金（認定枠））（再掲）
制度融資（既存事業者による宿
04-K-04 泊施設開業支援資金）（再掲）
制度融資（宿泊施設増改築・
04-K-05
設備整備支援資金）（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)

②地域産業の振興 04地域特性を活かした中山間地域の産業振興への支援

取組項目の構成事業

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

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 飲食店創業支援
04-L-02 宿泊施設総合支援(再掲)
04-L-03
04-L-04

奈良の飲食店・宿泊施設育成支援資
金（宿泊施設分）利子補助（再掲）

制度融資（飲食店創業支援
資金）（再掲）

（新）制度融資（飲食店創業支

04-L-08 援資金（認定枠））(再掲)
04-L-05

制度融資（宿泊施設創業支
援資金）（再掲）

（新）制度融資（宿泊施設創業

04-L-09 支援資金（認定枠））（再掲）

制度融資（既存事業者による宿

04-L-06 泊施設開業支援資金）(再掲)

制度融資（宿泊施設増改築・
設備整備支援資金）(再掲)
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
奈良の贈り物開発・発見・創
04-M-01
出
04-M-02 奈良県産品振興
奈良県産材活用土産物開発
04-M-03
（再掲）
04-L-07

○事業概要
【Ａ

付加価値獲得の支援】

04-A-02

事業名

高付加価値獲得支援補助

事業内容

高付加価値化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
H26年度当初予算 21,286千円

【産業政策課】

(H25年度当初予算 21,286千円)
(H24年度当初予算 21,300千円)
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【事業主体：民間】

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 04地域特性を活かした中山間地域の産業振興への支援
【Ｂ

地域産業振興センター事業

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

選択、集中、重点化による技術・経営相談対応】

04-B-01

H26年度当初予算

04-B-02

中小企業技術支援
皮革産業支援

【産業政策課】

71,606千円

（H25年度当初予算 76,081千円）

【事業主体：県】

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
（H24年度当初予算 76,844千円）

H26年度当初予算 100千円

【産業政策課】
【Ｃ

(H25年度当初予算 110千円)

【事業主体：県】

(H24年度当初予算 118千円)

商工会等経営改善普及事業補助 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

経営体質の向上支援】

04-C-01

H26年度当初予算 1,040,988千円

04-C-02

【地域産業課】

(H25年度当初予算 1,061,695千円)

【地域産業課】

(H25年度当初予算 79,699千円)

【事業主体：商工会等】

中小企業連携組織対策事業補助 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
(H24年度当初予算 1,068,517千円)

H26年度当初予算 77,725千円

【Ｄ

販路拡大支援（再掲）

(H24年度当初予算 81,266千円)

国内外への販路開拓支援】

04-D-01
04-D-02

２（３）① 01-E-07

【産業政策課】

被災地域の物産販売促進支援
（再掲）
【地域産業課】

１（３）① 01-C-01
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【事業主体：中央会】

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 04地域特性を活かした中山間地域の産業振興への支援
【Ｅ

制度融資（経営強化資金）

中小企業への金融支援】

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資金
資金使途
設備・運転
融資期間
設備7年以内 運転5年以内
貸付限度額
50百万円
融資利率
【所定枠】金融機関所定金利
【固定枠】2.075％
貸付枠
140億円
H26年度当初予算 36,204千円

04-E-02

【地域産業課】

制度融資（創業支援資金）

(H25年度当初予算 49,004千円)

創業しようとする者を対象とする資金
資金使途
設備・運転
融資期間
7年以内
貸付限度額
25百万円
融資利率
1.575％
貸付枠
10億円
(H24年度当初予算 48,097千円)

【事業主体：県】

H26年度当初予算 7,441千円

04-E-11

04-E-04

【地域産業課】

(H25年度当初予算 6,852千円)

【事業主体：県】

（新）制度融資（創業支援資金（認 優れた事業計画により創業しようとする者を対象とする資金
定枠））
資金使途
設備・運転
融資期間
7年以内
貸付限度額
15百万円
融資利率
0.000％
貸付枠
3億円
【地域産業課】

制度融資（企業立地促進資金）

(H24年度当初予算 5,723千円)

【事業主体：県】

工場の新増設または事業高度化を実施しようとする者を対象と
する資金
資金使途
設備・運転
融資期間
設備15年以内 運転7年以内
貸付限度額
280百万円
融資利率
金融機関所定金利
貸付枠
10億円
H26年度当初予算 3,870千円

H26年度当初予算 8,794千円

04-E-05

【地域産業課】

(H25年度当初予算 7,709千円)

【地域産業課】

(H25年度当初予算 1,144千円)

制度融資（飲食店創業支援資金） 飲食店を創業しようとする者を対象とする資金
資金使途
設備・運転
融資期間
7年以内
貸付限度額
25百万円
融資利率
1.575％
貸付枠
1.5億円
(H24年度当初予算 6,824千円)

【事業主体：県】

H26年度当初予算 1,603千円

04-E-12

【事業主体：県】

（新）制度融資（飲食店創業支援 優れた事業計画により飲食店を創業しようとする者を対象とす
資金（認定枠））
る資金
資金使途
設備・運転
融資期間
7年以内
貸付限度額
15百万円
融資利率
0.000％
貸付枠
0.5億円
【地域産業課】

(H24年度当初予算 1,113千円)

H26年度当初予算 645千円
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【事業主体：県】

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 04地域特性を活かした中山間地域の産業振興への支援
04-E-06

制度融資（宿泊施設創業支援資金） 宿泊施設を創業しようとする者を対象とする資金
資金使途
設備・運転
融資期間
7年以内
貸付限度額
25百万円
融資利率
1.575％
貸付枠
1.5億円
H26年度当初予算 1,228千円

04-E-13

04-E-07

【地域産業課】

(H25年度当初予算 1,643千円)

【地域産業課】

(H24年度当初予算 2,182千円)

【事業主体：県】

制度融資（既存事業者による宿泊 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
施設開業支援資金）
しようとする者を対象とする資金
資金使途
設備・運転
融資期間
設備15年以内 運転7年以内
貸付限度額
280百万円
融資利率
1.975％
貸付枠
5億円
H26年度当初予算 645千円

H26年度当初予算

04-E-08

【事業主体：県】

（新）制度融資（宿泊施設創業支 優れた事業計画により宿泊施設を創業しようとする者を対象と
援資金（認定枠））
する資金
資金使途
設備・運転
融資期間
7年以内
貸付限度額
15百万円
融資利率
0.000％
貸付枠
0.5億円

2,370千円

【地域産業課】

(H25年度当初予算 1,477千円)

【地域産業課】

(H25年度当初予算 3,806千円)

【事業主体：県】

制度融資（宿泊施設増改築・設備 宿泊施設の増改築及び設備の設置を行おうとする県内の既存宿
泊施設事業者を対象とする資金
整備支援資金）
資金使途
設備
融資期間
15年以内
貸付限度額
280百万円
融資利率
1.975％
貸付枠
5億円
(H24年度当初予算 2,037千円)

H26年度当初予算 6,087千円

【事業主体：県】

小規模企業者等設備導入資金
貸付金（再掲）
１（３）① 01-A-04
【地域産業課】
04-E-10 制度融資（チャレンジ応援資金）
既存事業の拡大、異業種への進出または事業転換を行おうとす
る者を対象とする資金
資金使途
設備・運転
融資期間
設備10年以内 運転７年以内
貸付限度額
280百万円
融資利率
1.575％
融資枠
10億円
04-E-09

04-E-14

【地域産業課】

(H24年度当初予算 5,082千円)

H26年度当初予算 4,590千円

【事業主体：県】

（新）制度融資（チャレンジ応援資 優れた事業計画により既存事業の拡大、異業種への進出または
金（認定枠））
事業転換を行おうとする者を対象とする資金
資金使途
設備・運転
融資期間
7年以内
貸付限度額
30百万円
融資利率
0.000％
貸付枠
6億円
【地域産業課】

(H25年度当初予算 6,560千円)

H26年度当初予算 8,100千円
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【事業主体：県】

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 04地域特性を活かした中山間地域の産業振興への支援
【F

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

戦略的企業誘致

地域の特性に合った企業立地の支援】

04-F-01

H26年度当初予算 22,943千円

04-F-02

企業立地促進補助

【企業立地推進課】

(H25年度当初予算 24,062千円)

【事業主体：県】

製造業の工場・研究所、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％（被災地域への一定規模以上の立
地に対して補助金を加算）
(H24年度当初予算 24,908千円)

H26年度当初予算 800,000千円
(H25年度当初予算 900,000千円)

【事業主体：民間】

被災地域復興推進補助金加算
被災地域への企業立地を促進するため、製造業の工場・研究
所、本社機能、特定物流施設を立地する企業に対し、設備投資
額への補助金を加算
加算金：固定資産投資額５億円以上 １千万円
固定資産投資額10億円以上 ２千万円
(H24年度当初予算 900,000千円)

04-F-03

【企業立地推進課】

立地企業人材確保支援

H26年度当初予算 100,000千円

※上記の内数

【事業主体：民間】

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）
(H25年度当初予算 100,000千円) ※上記の内数

H26年度当初予算 1,000千円

【企業立地推進課】
【G

奈良起業家創出促進

意欲のある起業者への支援】

04-G-01

(H25年度当初予算 1,900千円)
(H24年度当初予算 2,000千円)

潜在的な起業家を掘り起こすとともに、県内での起業にむけた
機運を醸成するため、全国から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。
・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）
・最優秀賞、部門トップ賞、審査委員長賞などを用意
・優秀者に対しては、県内での創業に結びつくよう支援
H26年度当初予算

【産業政策課】

【事業主体：民間】

6,000千円

（H25年度当初予算 6,300千円）
（H24年度当初予算 6,000千円）
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【事業主体：県】

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 04地域特性を活かした中山間地域の産業振興への支援
【H

「奈良ブランド」開発支援

企業等のブランド化支援】

04-H-01

自社ブランディングを目指す企業に対し、ブランドアドバイ
ザーの指導による勉強会を通じて、製品開発及び首都圏での展
示会への出展等の取り組みを支援
H26年度当初予算

【産業政策課】
【J

3,986千円

（H25年度当初予算 5,777千円）

【事業主体：民間】

（H24年度当初予算 6,001千円）

地域振興に役立つ小水力発電導入 市町村等が実施する地域振興に役立つ小水力発電の導入可能性
支援
調査に補助
補助率 1/2 補助上限額2,000千円

災害に強いエネルギーシステムの推進】

04-J-04

04-J-07

【エネルギー政策課】

木質バイオマス実証実験（再掲）

H26年度当初予算

8,700千円

（H25年度当初予算 6,230千円）

【事業主体：市町村等】

２（３）① 01-G-04
04-J-08 （新）地域振興に役立つ小水力発
市町村等が実施する地域振興に役立つ小水力発電の設備設置事
電設備設置
業に補助
補助率 1/2 補助上限額5,000千円
【奈良の木ブランド課】

04-J-09

【エネルギー政策課】

【エネルギー政策課】
【K

H26年度予算 35,232千円

【事業主体：県】

H26年度予算 400千円

魅力

・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
・宿泊施設創業促進のためのワンストップサービスの実施

宿泊施設総合支援

多様な宿泊施設の創出と宿泊施設の新たな

04-K-01

【事業主体：市町村等】

（新）災害時に活用できるLPガス 災害時の非常用発電として有効なＬＰガス発電の普及を推進
発電普及啓発
①緊急時のエネルギー対策のための講演会
②ＬＰガス発電見学会（実施箇所：十津川高校）

づくりを総合的に支援】

H26年度当初予算 1,049千円

04-K-02

【企業立地推進課】

(H25年度当初予算 1,328千円)
(H24年度当初予算 1,098千円)

H26年度当初予算

04-K-03

【事業主体：県】

奈良の飲食店・宿泊施設育成支援 奈良の飲食店・宿泊施設育成支援資金（制度融資）を利用した
資金（宿泊施設分）利子補助
宿泊施設事業者に対する利子補給補助

【企業立地推進課】

制度融資（宿泊施設創業支援資
金）（再掲）

9,421千円

(H25年度当初予算 11,549千円)
(H24年度当初予算 29,038千円)

２（３）② 04-E-06

【地域産業課】
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【事業主体：民間】

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 04地域特性を活かした中山間地域の産業振興への支援

（新）制度融資（宿泊施設創業支
援資金（認定枠））（再掲）
【地域産業課】
04-K-04 制度融資（既存事業者による宿泊
施設開業支援資金）（再掲）
【地域産業課】
04-K-05 制度融資（宿泊施設増改築・設備
整備支援資金）（再掲）
04-K-06

【

L

飲 店
食

２（３）② 04-E-07
２（３）② 04-E-08

【地域産業課】

飲食店創業支援

宿泊施設・

04-L-01

２（３）② 04-E-13

の創業

や現

角

奈良の飲食店・宿泊施設育成支援資金（制度融資）を利用した
飲食店を創業しようとする者に対する利子補給

事業者の多

化等を支援】

H26年度当初予算 2,074千円

04-L-02

【産業政策課】

宿泊施設総合支援(再掲)

(H25年度当初予算 2,407千円)
(H24年度当初予算 4,794千円)

２（３）② 04-K-01

【企業立地推進課】
04-L-03 奈良の飲食店・宿泊施設育成支援資金
（宿泊施設分）利子補助（再掲）
【企業立地推進課】

２（３）② 04-K-02

制度融資（飲食店創業支援資金）
（再掲）
【地域産業課】
04-L-08 （新）制度融資（飲食店創業支援
資金（認定枠））（再掲）
【地域産業課】
04-L-05 制度融資（宿泊施設創業支援資
金）（再掲）
【地域産業課】
04-L-09 （新）制度融資（宿泊施設創業支
援資金（認定枠））（再掲）
【地域産業課】
04-L-06 制度融資（既存事業者による宿泊
施設開業支援資金）（再掲）
【地域産業課】
04-L-07 制度融資（宿泊施設増改築・設備
整備支援資金）（再掲）
04-L-04

２（３）② 04-E-05
２（３）② 04-E-12
２（３）② 04-E-06
２（３）② 04-E-13
２（３）② 04-E-07
２（３）② 04-E-08

【地域産業課】

【

M 奈良の贈り物開発・発見・創出
贈
奈良の

04-M-01

魅力 商

奈良県産品振興

【産業政策課】

ＰＲ

観光地として欠かせない奈良の定番となる土産物（お菓子）を
創出し、普及を図るとともに、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「奈良の贈り物」に
関する情報を発信

り物の開発及び県産品など

ある

品の発掘、開発、

H26年度当初予算

04-M-02

【事業主体：民間】

】

1,000千円

（H25年度当初予算 2,179千円）

【事業主体：県】

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
補助先団体 奈良県産業共励会
（H24年度当初予算 2,479千円）

H26年度当初予算 1,220千円

04-M-03

【産業政策課】

奈良県産材活用土産物開発
（再掲）

(H25年度当初予算 1,355千円)
(H24年度当初予算 1,426千円)

２（３）① 01-E-04

【奈良の木ブランド課】
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【事業主体：団体】

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 04地域特性を活かした中山間地域の産業振興への支援
○24年度で完了した取組

04-E-03 制度融資（フロンティア支援資金）

【地域産業課】

04-H-02 奈良slow styleチャレンジショップ運営支援

【商業振興課】

04-J-01 エネルギー政策推進（再掲）

【産業・雇用振興部企画管理室】

04-J-02 木質バイオマス利活用モデル事業（再掲）

【奈良の木ブランド課】

04-J-03 木質バイオマス利用施設整備（再掲）

【奈良の木ブランド課】

○25年度で完了する取組
04-A-01 地域特性を有する機能性食品の開発（再掲）

【産業政策課】

【 地産地 の促進】
I

消

04-I-01 商工まつり・技能フェスティバル開催補助（再掲）

【地域産業課】

04-J-05 ＬＰガス発電導入モデル事業

【エネルギー政策課】

04-J-06 十津川村における温泉熱発電導入

可能性検討
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【エネルギー政策課】

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 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
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
取組項目の構成事業

Ａ 復興イベントの開催
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

01-A-05

南部東部地域活性化イベン
ト開催・支援事業

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

B 記紀・万葉プロジェクトの推進
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

「なら記紀・万葉名所図会」
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-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】
01-A-02

事業名

小辺路等活用ツアーイベント開催

事業内容

小辺路を活用したトレイルランニングツアーイベントの開催を
支援
場所：熊野古道小辺路
時期：11月開催予定
H26年度当初予算

【南部東部振興課】

810千円

(H25年度当初予算 1,264千円)
(H24年度当初予算
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971千円)

【事業主体：実行委員会】

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 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
01-A-03

持続的観光力パワーアップ補助

市町村等が取り組む滞在周遊型観光の推進等に向けた新規・拡
充事業に対し補助
市町村が実施する事業：１/２、１/３
（財政力指数により区分）
市町村が補助する事業：市町村補助額の１/２
複数市町村の広域連携組織の実施事業：１/２
補助限度額 5,000千円/事業
H26年度当初予算 20,000千円

01-A-04

【ならの魅力創造課】
「記紀・万葉」県民活動支援補助

(H25年度当初予算 20,000千円)

【事業主体：市町村等】

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
補助限度額：150万円/事業（２日連続の参加型イベントを開
催するなど、県内への宿泊観光を促進する事業）
(H24年度当初予算 20,000千円)

H26年度当初予算 10,000千円

01-A-05

【ならの魅力創造課】

南部東部地域活性化イベント開催・
支援事業

【南部東部振興課】
【B 記紀・万葉プロジェクトの推進】
01-B-02

観光ボランティアガイドと歩く
「記紀・万葉」

(H25年度当初予算 10,000千円)

【事業主体：団体】

南部東部地域活性化イベントの開催
市町村等の地域団体が主体となって実施するイベントを盛り上
げる「おもてなし」プログラムへの支援
(H24年度当初予算 10,206千円)

H26年度当初予算
(H25年度当初予算

30,000千円
7,500千円)

【事業主体：県・市町村・民間】

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26年９月～27年３月
場所：県内15ルートで実施 各回50～250名
(吉野コース：
伊波礼毘古が国津神と出会った吉野を歩く）
H26年度当初予算 950千円

01-B-03

01-B-04

【ならの魅力創造課】
「記紀・万葉」シンポジウム開催

【ならの魅力創造課】
「なら記紀・万葉名所図会」制作

(H25年度当初予算 950千円)

【事業主体：県】

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：秋
場所：東京都内
(H24年度当初予算 950千円)

H26年度当初予算

7,400千円

(H25年度当初予算

7,400千円)

【事業主体：県】

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５万部
(H24年度当初予算 12,000千円)

H26年度当初予算 3,060千円

【ならの魅力創造課】

(H25年度当初予算 4,857千円)
(H24年度当初予算 2,500千円)
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【事業主体：県】

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 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
01-B-05

「記紀・万葉でたどる奈良」紹介

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展を開催
パネル展開催 県内外
H26年度当初予算 1,900千円

01-B-06

【ならの魅力創造課】

(H24年度当初予算 2,800千円)

２（３） 01-A-04

「記紀・万葉」県民活動支援補助
（再掲）

【ならの魅力創造課】

【Ｃ 斬新な観光プロモーション活動】
01-C-01

(H25年度当初予算 1,900千円)

「せんとくん」管理活動

【事業主体：県】

・「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
H26年度当初予算 6,748千円

01-C-03

【観光プロモーション課】
「弘法大師の道」魅力発掘

(H25年度当初予算 6,561千円)

【事業主体：県】

「弘法大師の道」（吉野山～高野山）にスポットをあてた情報
発信の実施及びトレイルランニングレースやウォークイベント
の実施に対する支援
・「弘法大師の道」ホームページによる情報発信
・平成27年の高野山開創1200年に向け、「弘法大師の道」を活
用したトレイルランニングレースプレイベントの実施対する支
援
・「道」を活用したウォーキングツアーの実施
(H24年度当初予算 7,822千円)

H26年度当初予算 3,700千円

01-C-04

【南部東部振興課】
「うだ」の魅力発信

(H25年度当初予算 3,073千円)

【事業主体：県、実行委員会】

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
・地域振興に資するイベントの開催
・来園者数の増加に向けたメディア等への情報発信
(H24年度当初予算 2,550千円)

H26年度当初予算 2,483千円

【うだ・アニマルパーク振興室】

(H25年度当初予算 2,650千円)

【事業主体：県】

(H24年度当初予算 7,400千円)

○24年度で完了した取組
01-A-01 南部地域コンサートツアー支援

【南部振興課】

01-B-01 「記紀・万葉」で奈良を味わう県内推進事業

【ならの魅力創造課】

01-C-02 旅行商品創出ワークショップ開催

【南部振興課】
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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 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
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
取組項目の構成事業

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

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-04

（新）キッチンカープロジェク
ト推進事業（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

（新）外国人観光客誘客戦略 新

02-B-02 市場開拓キャンペーン

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

南部地域観光復興プロモー
ション

02-C-05

映像を活用した南部地域魅
力発信

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】
02-A-04

事業名

事業内容

２（３）② 02-A-04

(新)キッチンカープロジェクト推進
（再掲）

【南部東部振興課】
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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 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
【B 外国人観光客の誘客】
02-B-01

事業名

事業内容

外国人観光客誘致戦略ビジット
ならキャンペーン

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
H26年度当初予算 14,500千円

02-B-02

【観光プロモーション課】

(新)外国人観光客誘致戦略

新

市場開拓キャンペーン

【観光プロモーション課】

(H25年度当初予算 14,500千円)

【事業主体：県】

訪日外客数の増加が著しいベトナム市場を対象とした現地観光
プロモーションを実施し、奈良滞在型の旅行商品の造成を促す
(H24年度当初予算 17,000千円)

H26年度予算 1,500千円

【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】
02-C-01

首都圏等の出版社、旅行社を招聘し、県南部地域をはじめとし
た観光関係機関等とのビジネスマッチングや、現地へのエクス
カーションを通じ、メディア等への露出拡大を促進

観光見本市開催

H26年度当初予算 2,300千円

02-Ｃ-02

【観光産業課】
南部地域観光復興プロモーション

(H25年度当初予算 2,350千円)

【事業主体：県】

雑誌やインターネット、スマートフォン対応アプリ、動画配
信、東京駅でのデジタルサイネージなどを活用したPRの実施
(H24年度当初予算 2,300千円)

H26年度当初予算 21,700千円

02-C-05

【南部東部振興課】
映像を活用した南部地域魅力発信

(H25年度当初予算 22,102千円)

【事業主体：県】

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
支援
(H24年度当初予算 21,490千円)

H26年度当初予算 2,000千円

【南部東部振興課】
【D 多彩な着地型の情報発信】
02-D-01

観光情報発信

(H25年度当初予算 2,052千円)
(H24年度当初予算 5,541千円)

【事業主体：県】

ＪＡならけんまほろばキッチン内観光案内所を中心にリアルタ
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等を作成し、市町村や
観光案内所、道の駅等に設置
H26年度当初予算 19,865千円
(H25年度当初予算 21,847千円)

【観光プロモーション課】

(H24年度9月補正

5,900千円)

(H24年度当初予算

6,200千円)
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【事業主体：県】

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 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
02-D-02

奈良の旬の観光情報発信

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
H26年度当初予算 6,403千円

02-D-03

【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

(H25年度当初予算 6,556千円)

【事業主体：県】

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
(H24年度当初予算 7,049千円)

H26年度当初予算 12,123千円

【観光プロモーション課】
【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

(H25年度当初予算 11,982千円)
(H24年度当初予算 12,000千円)

【事業主体：県】

「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
H26年度当初予算 16,700千円

02-E-02

【観光産業課】

奈良県観光情報サイト管理運営

(H25年度当初予算 14,915千円)

【事業主体：県】

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
(H24年度当初予算 16,540千円)

H26年度当初予算 7,477千円

【観光産業課】

(H25年度当初予算 7,477千円)

【事業主体：県】

(H24年度当初予算 7,700千円)

○23年度で完了した取組
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）

【ならのにぎわいづくり課】

○24年度で完了した取組
02-A-01 奈良県南部地域等の隠れた魅力発信

【ならの魅力創造課】

02-A-02 古事記ゆかり地全国マップ制作

【ならの魅力創造課】

02-Ｃ-03 動画「美しき日本」制作・配信
02-Ｃ-04

（02-C-02に統合）

旅行サイトを活用した宿泊促進キャンペーン （02-C-02に統合）
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【南部振興課】
【南部振興課】

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 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
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
取組項目の構成事業

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

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)

03-A-02 南部宿泊観光PR事業

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-03

「山岳グランフォンドｉｎ吉野」・「ヒルク
ライム大台ヶ原since2001」開催支援

03-C-04

紀伊半島三県クラブスポーツ
大会の開催

03-C-05

カヌーフェスティバル開催支援

03-C-06

インターハイ開催を契機としたスポー
ツによる南部・東部地域の振興検討

（新）世界遺産「紀伊山地の霊場
と参詣道」を巡るサイクル事業
（新）シー・トゥー・サミット＆環境
03-C-08 フェスティバル開催検討事業
03-C-07

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

奈良の飲食店・宿泊施設育成支援資
金（宿泊施設分）利子補助（再掲）

制度融資（飲食店創業支援支

03-D-03 援資金）(再掲)
03-D-07

（新）制度融資（飲食店創業支援資金
（認定枠））(再掲)

03-D-04

制度融資（宿泊施設創業支
援資金）（再掲）
（新）制度融資（宿泊施設創業

03-D-08 支援資金（認定枠））（再掲）

制度融資（既存事業者による宿

03-D-05 泊施設開業支援資金）(再掲)
03-D-06

制度融資（宿泊施設増改築・
設備整備支援資金）(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 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
○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】
03-A-01

事業名

南部地域復興支援プレミアム宿
泊旅行券発行（再掲）

03-A-02

南部宿泊観光PR事業

【観光産業課】

【観光産業課】
【Ｂ 「巡る奈良」の推進】
03-B-01
03-B-02

巡る奈良の推進（再掲）

【ならの魅力創造課】
「歩く奈良」の推進

事業内容

１（３）② 01-A-01
南部地域への宿泊客の誘致を図るため、市町村が発行するプレ
ミアム宿泊旅行券のＰＲ実施
25年度に発行した、市町村のプレミアム宿泊旅行券発行費用に
係る過疎債元利償還金相当額に対し事業実施翌年度に一括補助
対象市町村 五條市、吉野町、天川村、十津川村、
下北山村、川上村
補助対象 プレミアム宿泊旅行券の発行費用に係る過疎
債元利償還金のうち、地方交付税算入額を
差し引いた額
H26年度当初予算 15,300千円
(H25年度当初予算

6,400千円)

【事業主体：県、市町村】

１（３）② 01-A-03
「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
・新たな推奨ルートの造成
・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
H26年度当初予算 3,000千円

03-B-03

【ならの魅力創造課】

(H25年度当初予算 4,300千円)
(H24年度当初予算 4,500千円)

２（３） 01-A-03

持続的観光力パワーアップ補助
（再掲）

【ならの魅力創造課】

【事業主体：県】

【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

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
H26年度当初予算 1,900千円

03-C-03

【観光産業課】

「山岳グランフォンドｉｎ吉野」・「ヒ

ルクライム大台ヶ原since2001」開
催支援

(H25年度当初予算 1,900千円)

【事業主体：県】

吉野地域の地勢を活かした日本屈指のロングライドサイクリン
グイベントである「山岳グランフォンドｉｎ吉野」や、近畿の
屋根と言われる大台ヶ原を駆け上がる「ヒルクライム大台ヶ原
since2001」の開催を支援
各2,000千円（開催経費の一部）
(H24年度当初予算 2,000千円)

H26年度当初予算 4,245千円

【スポーツ振興課】

(H25年度当初予算 4,300千円)
(H24年度当初予算 2,000千円)
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【事業主体：大会実行委員会】

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 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
03-C-04

紀伊半島三県クラブスポーツ大会
の開催

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
抗のスポーツ大会を開催
なぎなた（奈良県）、女子サッカー（三重県）
レスリング（和歌山県）
南部地域でプロ選手を招いた女子サッカーの強化合宿を実施
H26年度当初予算 2,800千円

03-C-05

03-C-06

【スポーツ振興課】

カヌーフェスティバル開催支援

【スポーツ振興課】

インターハイ開催を契機としたス

ポーツによる南部・東部地域の振
興検討

03-C-07

【南部東部振興課】

(新)世界遺産「紀伊山地の霊場と
参詣道」を巡るサイクル事業

03-C-08

【スポーツ振興課】

(新)シー・トゥー・サミット＆環境
フェスティバル開催検討事業

【スポーツ振興課】

(H25年度当初予算 3,010千円)

【事業主体：県】

南部地域の豊かな自然を活用し、自然と親しむカヌー教室や競
技会などからなるカヌーフェスティバルの開催を支援
場所 おおたき龍神湖
対象 小学生以上
回数 年１回（定員120名）
(H24年度当初予算 1,800千円)

H26年度当初予算 2,000千円

【事業主体：大会実行委員会】

南部・東部地域における平成27年度全国高等学校総合体育大会
開催に向けた検討
スポーツ振興を核とした地域おこしに関する調査・検討
フェンシング競技会場に使用する五條市体育館の新設（平成27
年竣工予定）等に必要な助言を行うとともに、整備に必要な費
用の一部を負担
(H25年度当初予算 1,000千円)

H26年度当初予算 14,953千円
800千円)

【事業主体：県】

南部地域のダム湖や山稜等を利用し、湖面からのカヌー・平地
の自転車・山頂への登山からなるスポーツイベント等の開催を
検討
H26年度予算 5,000千円

【事業主体：県】

H26年度予算 810千円

【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

２（３）② 04-K-01

宿泊施設総合支援（再掲）

【企業立地推進課】

03-D-02 奈良の飲食店・宿泊施設育成支援
資金（宿泊施設分）利子補助（再掲）

２（３）② 04-K-02

03-D-03

２（３）② 04-E-05

【企業立地推進課】

制度融資（飲食店創業支援資金）
（再掲）

03-D-07

【地域産業課】

（新）制度融資（飲食店創業支援

２（３）② 04-E-12

資金（認定枠））（再掲）

03-D-04

【地域産業課】

２（３）② 04-E-06

制度融資（宿泊施設創業支援資
金）（再掲）

【事業主体：県】

世界遺産である「紀伊山地の霊場と参詣道」における、霊場や
観光スポットを自転車で巡るサイクルフォトラリーを開催
(H25年度当初予算

【地域産業課】
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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 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
03-D-08

２（３）② 04-E-13

（新）制度融資（宿泊施設創業支
援資金（認定枠））（再掲）

03-D-05

【地域産業課】

２（３）② 04-E-07

制度融資（既存事業者による宿泊
施設開業支援資金）（再掲）

03-D-06

【地域産業課】

２（３）② 04-E-08

制度融資（宿泊施設増改築・設備
整備支援資金）（再掲）

【地域産業課】

○24年度で完了した取組
03-C-02 「第22回世界少年野球大会」開催支援

【スポーツ振興課】
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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 04地域資源を活用した通年型の周遊観光の推進
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
取組項目の構成事業

A 南部地域会議等開催支援
04-A-01

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

南部地域会議等開催支援
（再掲）

○事業概要
【A 南部地域会議等開催支援】
04-A-01

事業名

事業内容

１（３）② 01-Ａ-02

南部地域会議等開催支援（再掲）

【観光産業課】
○24年度で完了した取組

【Ｂ 九州主要都市での奈良県観光プロモ－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

【ならのにぎわいづくり課】

【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促進

【ならのにぎわいづくり課】

-91-

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 05三重県･和歌山県との連携による観光の振興
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
取組項目の構成事業

Ａ 「吉野・高野・熊野の国」三県共同事業
05-A-01

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

「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】
05-A-01

事業名

「吉野・高野・熊野の国」三県共同
事業

事業内容

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
H26年度当初予算 5,180千円

【南部東部振興課】

(H25年度当初予算 5,180千円)
(H24年度当初予算 5,180千円)
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【事業主体：県】

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 01へき地教育の充実

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

取組項目の構成事業

平成23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

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

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
01-A-07

へき地・複式学級指導等研
究

01-A-08

南部地域復旧・復興関連就
労支援
（新）複数市町村における教員

01-A-09 の共同設置事業

（新）へき地教育におけるテレビ会議シス

01-A-10 テムの活用に関する調査・研究事業

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】
01-A-01

事業名

小学校の複式学級編制基準の
改善

【教職員課】

事業内容

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 12人
H26年度当初予算

91,320千円

(H25年度当初予算

78,930千円)

(H24年度当初予算

81,100千円)
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【事業主体：県】

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 01へき地教育の充実
01-A-02

01-A-03

小学校専科非常勤講師の配置

【教職員課】

中学校の複式学級の解消

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
H26年度当初予算

1,029千円

(H25年度当初予算

1,544千円)

【事業主体：県】

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
(H24年度当初予算

1,029千円)

H26年度当初予算 39,250千円

01-A-04

01-A-05

01-A-07

【教職員課】

(H25年度当初予算 47,970千円)

【教職員課】

(H25年度当初予算

【事業主体：県】

免許外教科担任解消非常勤講師 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
の配置
育効果を上げるため、非常勤講師を配置
・対象校数 14校

へき地教育指導

【学校教育課】

へき地・複式学級指導等研究

【教職員課・学校教育課】

(H24年度当初予算

41,135千円)

H26年度当初予算

10,184千円
8,798千円)
10,020千円)

H26年度当初予算

882千円

(H25年度当初予算

900千円)

【事業主体：県】

複式学級指導資料を作成するとともに、研究指定校を定め、複
式学級の教育モデルの普及を図るなど、へき地教育の充実を図
る
(H24年度当初予算

2,510千円)

H26年度当初予算

1,100千円

01-A-08 南部地域復旧・復興関連就労支援 十津川高校
工芸コース設置に係る設備機器一式
吉野高校
ダンプ運搬車等

【学校教育課】

【事業主体：県】

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
(H24年度当初予算

(H25年度当初予算

1,897千円)

H26年度当初予算

3,388千円

(H25年度当初予算

4,301千円)
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【事業主体：県】

【事業主体：県】

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 01へき地教育の充実
01-A-09

01-A-10

（新）複数市町村における教員の 複式学級の効果的な指導への対応、並びに専科教員や免許外担
共同設置事業
任解消教員の確保を目的とした教員を複数市町村が共同設置す
る場合に補助
対象地域 南部地域（五條市、宇陀市、宇陀郡及び吉野郡）
補 助 率 1/2以内
【教職員課】

【事業主体：市町村】

（新）へき地教育におけるテレビ会 へき地における教育活動等に活用するため、モデル校にテレビ
議システムの活用に関する調査・ 会議システムを設置し、その教育効果について検証
研究事業
【教育研究所】

H26年度予算

H26年度予算

3,848千円

【事業主体：県】

1,856千円

【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

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
H26年度当初予算 7,209千円

【学校教育課】

(H25年度当初予算 9,851千円)
(H24年度当初予算

【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）

7,434千円)

２（３）② 02-C-02

【学校教育課】

○25年度で完了する取組
01-A-06

教員の複数校兼務モデル事業

【教職員課】
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【事業主体：町村】

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 02特色ある学校づくり

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

取組項目の構成事業

平成23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

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

地域の特徴を活かした特色
あるコースなどの設定

検討

○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】
02-A-01

事業名

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】

事業内容

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
平成25年度から
・県立大宇陀高等学校普通科ライフクリエイトコースの新設
・県立大淀高等学校普通科看護・医療コースの新設
・県立十津川高等学校普通科工芸コースの新設
平成26年度から
・県立青翔高等学校に県立青翔中学校を設置し、併設型中高
一貫教育を実施
【事業主体：県】
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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 01南和地域の医療提供体制の充実

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

取組項目の構成事業

Ａ 南和地域公立病院新体制の整備
01-A-01

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

南和地域公立病院新体制整
備補助

○事業概要
【Ａ 南和地域公立病院新体制の整備】
01-A-01

事業名

事業内容

南和地域公立病院新体制整備補助 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
H26年度当初予算 411,996千円
(H25年度当初予算 326,956千円)

【地域医療連携課】

(H24年度当初予算 651,229千円)
(H23年度11月補正

5,450千円)

【事業主体：一部事務組合】

○23年度で完了した取組
01-01

地域医療再生基金積立金

【地域医療連携課】

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

【地域医療連携課】
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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 02へき地医療体制の充実

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

取組項目の構成事業

Ａ へき地医療に携わる医師の養成・配置

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

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
「総合医」を養成するためのへき地

02-A-03 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-02 ドクターヘリの共同利用

○事業概要
【Ａ へき地医療に携わる医師の養成・配置】
02-A-01

02-A-02

02-A-03

事業名

自治医科大学運営費の負担

【医師・看護師確保対策室】

医師確保修学資金貸付

事業内容

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 15人
・卒業生 82人（現在37期まで）
・へき地診療所等派遣人員 ８人
H26年度当初予算

129,800千円

(H25年度当初予算

128,400千円)

【事業主体：県】

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 77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 22人（うち新規５人））
対象 へき地等での勤務等を希望する県内外の医学生・
研修医
(H24年度当初予算

128,700千円)

H26年度当初予算

250,106千円

【医師・看護師確保対策室】

(H25年度当初予算

228,506千円)

【医師・看護師確保対策室】

（H25年度当初予算 314千円）

【事業主体：県】

「総合医」を養成するためのへき地 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
医療研修プログラムの実施
る「総合医」を養成するための研修を実施
・定員 ２名
・H25～27年度1名研修実施（H26年度はへき地診療所における研
修）
(H24年度当初予算

(H24年度当初予算
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209,306千円)

324千円)

【事業主体：県】

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 02へき地医療体制の充実
02-A-04

02-A-05

県立医科大学との連携による医師 ・県費奨学生配置センターの設置
県費奨学生のキャリア形成と地域医療の両立を図る配置の
配置システムの運営
実施
・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
地域医療を担う医師のキャリアパスの構築及び支援の研究
など
補助率 （国（基金）10/10）
【医師・看護師確保対策室】

へき地診療所への人件費補助

【地域医療連携課】

H26年度当初予算

33,140千円

(H25年度当初予算

45,200千円)

【事業主体：県、県立医科大学】

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、天川村、川上村、十津川村
・補助率 1/2（県単）（限度額2,400千円）
(H24年度当初予算

75,200千円)

H26年度当初予算

7,537千円

(H25年度当初予算

6,173千円)

(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】

02-B-02

ドクターヘリの共同利用

【地域医療連携課】

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 ＠639千円/回 見込2回
和歌山県 ＠319千円/回 見込12回
H26年度当初予算

5,107千円

(H25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】

○23年度で完了した取組
02-01

へき地医療機関における通信手段の確保（再掲）

【地域医療連携課】

○24年度で完了した取組
02-B-01 へき地医療設備整備

【地域医療連携課】
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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 01介護･保健･医療の連携による高齢者､障害者支援

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

取組項目の構成事業

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

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-02

医療と介護の連携システム
構築

01-A-03

地域で暮らし続けるための仕
組みづくり（再掲）

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】
01-A-02

事業名

事業内容

医療と介護の連携システム構築 新たに設置した「健康長寿まちづくり検討会議」において、南
和地域における医療と介護の連携を推進する取組について検討
H26年度当初予算 1,000千円

01-A-03

【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（再掲）

(H25年度当初予算

500千円)

(H24年度当初予算

850千円)

２（２）

【地域包括ケア推進室】

03-A-05

【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】

01-B-01

地域包括支援センター機能強化 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運営支援事業
地域包括支援センター機能強化推進会議、地域包括支援セ
ンター長会議、地域包括支援センターの広域連携支援等を実施
・地域ケア会議等活動支援事業
アドバイザーや専門職を派遣し、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事業
センター及び市町村担当課職員を対象に研修を実施
【地域包括ケア推進室】

H26年度当初予算

2,850千円

(H25年度当初予算

7,478千円)

(H24年度当初予算

3,000千円)
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【事業主体：県】

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 01介護･保健･医療の連携による高齢者､障害者支援

【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

【障害福祉課】

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
H26年度当初予算

24,155千円

(H25年度当初予算

24,172千円)

(H24年度当初予算

24,182千円)

○24年度で完了した取組
01-A-01

高齢者地域生活サポート拠点検討（再掲）

【長寿社会課】
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【事業主体：県】

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 02高齢者､障害者の社会参加促進と居場所づくり 03高齢者､障害者等の日常生活支援

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

取組項目の構成事業

Ａ 障害者の社会参加の促進

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

02-A-01 障害者スポーツ・アート交流

Ｂ 高齢者・障害者等の就労の支援
02-B-02 障害者就業支援

○事業概要
【Ａ 障害者の社会参加の促進】

事業名

02-A-01 障害者スポーツ・アート交流

【障害福祉課】
【Ｂ 高齢者・障害者等の就労の支援】

02-B-02 障害者就業支援

【障害福祉課】

事業内容

障害者スポーツ及び芸術活動の充実
・障害者芸術祭開催事業
・障害者スポーツフェスティバル開催事業
・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
H26年度当初予算

12,000千円

(H25年度当初予算

12,000千円)

(H24年度当初予算

23,000千円)

【事業主体：県】

・障害者就業・生活支援センター運営事業
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（県内５圏域）
・職場実習ジョブサポーター派遣養成事業
障害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
H26年度当初予算

27,765千円

(H25年度当初予算

26,536千円)

(H24年度当初予算

16,689千円)

○24年度で完了した取組

02-B-01 高齢者・障害者等就労支援

【長寿社会課】

○25年度で完了する取組

【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

【長寿社会課】
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【事業主体：県】

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 02高齢者､障害者の社会参加促進と居場所づくり 03高齢者､障害者等の日常生活支援

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

取組項目の構成事業

Ａ 高齢者の日常生活の支援

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

高齢者の暮らしを支えるネッ

03-A-01 トワーク構築

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】

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 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
構築
仕組みづくりを推進

・民間企業等との連携による高齢者のくらし支援
・様々な社会資源を活用した見守りの実施

【地域包括ケア推進室】
【Ｂ 障害者の日常生活の支援】

03-B-01 市町村地域生活支援

【障害福祉課】

(H24年度当初予算

500千円)

【事業主体：県】

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
・理解促進研修・啓発事業
・成年後見制度利用支援事業
・意思疎通支援事業
・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
等
補助率 1/4（国1/2直接）
H26年度当初予算

238,000千円

(H25年度当初予算

238,000千円)

(H24年度当初予算

238,000千円)
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【事業主体：市町村】

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 04地域ニーズに応じた子育て支援

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

取組項目の構成事業

Ａ 子育ての支援
04-A-01

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

奈良県こども・子育て応援プ
ラン推進

04-A-02 地域の子育て支援の充実

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】
04-A-01

04-A-02

事業名

事業内容

奈良県こども・子育て応援プラン推 「奈良県こども･子育て応援県民会議」の運営により、市町村や
進
関係団体等との連携により、次世代育成支援に取り組む機運を醸
成するとともに、子育て情報を提供
・「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
・子育てネットなら運営事業
【子育て支援課】

地域の子育て支援の充実

【子育て支援課】
【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

H26年度当初予算

7,514千円

(H25年度当初予算

7,664千円)

【事業主体：県】

児童虐待の未然防止及び児童の健やかな成長のため、親の育児不
安・負担感を軽減するとともに、親が子育て力をつけ､孤立せず
に身近な地域の人からのサポートを得ながら子育てができる環境
づくりを推進
・出産おめでとう事業
・地域子育て支援拠点充実事業
・地域の子育て支援大学連携事業
・なら子育てリレーコラム作成事業
(H24年度当初予算

7,990千円)

H26年度当初予算

3,488千円

(H25年度当初予算

4,770千円)

(H24年度当初予算

4,930千円)

【事業主体：県】

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 等
補助率 2/3（国1/3、県1/3）
H26年度当初予算 383,659千円

【子育て支援課】

(H25年度当初予算

366,817千円)

(H24年度当初予算

322,862千円)
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【事業主体：市町村】

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 04地域ニーズに応じた子育て支援
04-B-02

04-B-03

要支援児保育促進事業費補助

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
H26年度当初予算

56,176千円

【子育て支援課】

(H25年度当初予算

54,374千円)

【子育て支援課】

(H24年度当初予算

437,058千円)

放課後児童健全育成事業費補助 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）
(H24年度当初予算

58,901千円)

H26年度当初予算

518,189千円

(H25年度当初予算

454,217千円)
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【事業主体：市町村】

【事業主体：市町村】

２地域の再生･再興 (４)くらしづくり(教育､医療､福祉等)
④協働の推進 01地域課題の解決を話し会う場(地域プラットフォーム)づくりの支援 02復興活動を行うNPO等の活性化

２ 地域の再生・再興
（４）くらしづくり（教育、医療、福祉等）
④協働の推進
取組項目 01 地域課題の解決を話し合う場（地域プラットフォーム）づくりの支援
○取組の時期

取組項目の構成事業

Ａ 地域プラットフォームづくりの支援

平成23年度

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

01-A-02 地域プラットフォーム普及

○事業概要
【Ａ 地域プラットフォームづくりの支援】
01-A-02

事業名

地域プラットフォーム普及

事業内容

市町村を核として地域プラットフォームの設置を進めるととも
に、運営を行うためのマニュアルを提供するなど、立ち上げ及
び運営を支援
H26年度当初予算

【協働推進課】

1,000千円

(H25年度当初予算

270千円)

(H24年度当初予算

335千円)

【事業主体：県】

○24年度で完了した取組
01-A-01 地域プラットフォーム人材養成

【協働推進課】

取組項目 02 復興活動を行うＮＰＯ等の活性化
○取組の時期

取組項目の構成事業

平成23年度

Ａ 復興のための活動を行うＮＰＯ等の支援

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

02-A-01 奈良県地域貢献活動助成

○事業概要
【Ａ 復興のための活動を行うＮＰＯ等の支援】
02-A-01

事業名

奈良県地域貢献活動助成

【協働推進課】

事業内容

被災地復興に資する自主的な地域貢献活動を行うＮＰＯ等の団
体に対する補助を実施
・対象団体 県内に事務所を有し、県内で活動するＮＰＯ法人、
一般社団法人、市民活動・ボランティア団体、自治
会等の地縁組織等
・補助金額 対象経費の2/3（上限50万円）
H26年度当初予算

3,000千円

(H25年度当初予算

3,000千円)

(H24年度当初予算

3,000千円)

-106-

【事業主体：NPO等】

２地域の再生･再興 (４)くらしづくり(教育､医療､福祉等)
⑤移住･定住の促進 01移住･定住者の支援

２ 地域の再生・再興
（４）くらしづくり（教育、医療、福祉等）
⑤移住・定住の促進
取組項目 01 移住・定住者の支援
○取組の時期

取組項目の構成事業

平成23年度

Ａ 都市部から被災地域への定住・交流の促進

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

01-A-01 定住・交流促進（再掲）
01-A-02

持続的なライフスタイルの確
立

01-A-03

移住・交流促進による地域
復興推進（再掲）

01-A-05

（新）移住者の「職」と「住」の
拠点整備支援事業

検討
検討
検討

Ｂ 住宅の確保

検討

01-B-02 空き家バンク等の支援

Ｃ 集落の活性化
01-C-01 ふるさと復興協力隊設置

○事業概要
【Ａ 都市部から被災地域への定住・交流の促進】
01-A-01

事業名

定住・交流促進（再掲）

【南部東部振興課】

01-A-02

持続的なライフスタイルの確立

01-A-03

移住・交流促進による地域復興推進
（再掲）

事業内容

２（２） 03-A-03
・移住者や地元住民の生業や収支等を調査し、様々な種類の仕
事やそこから得られる収入等に関するより具体的な情報を提
供することにより、多様な生業を織り交ぜた複合生計による
持続的なライフスタイルを確立
・新たな産業の育成や起業の支援を行うことにより、年間を通
じた安定的な収入の確保と自分にあった生業の選択肢を提供

【南部東部振興課】

【事業主体：県、市町村】

２（３）② 02-C-04

【南部東部振興課】
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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)
⑤移住･定住の促進 01移住･定住者の支援
01-A-05

（新）移住者の「職」と「住」の拠点整 ・移住や二地域居住を促進するために、地域に合わせた拠点づ
備支援事業
くりのモデルプランを作成し、シェアオフィスやアーティスト
インレジデンスなど特色ある移住者拠点施設の整備を支援す
る。
補助団体：市町村及びＮＰＯ、民間企業
補助対象事業：「奥大和クリエイティブヴィレッジ構想」に
基づく移住者拠点施設の整備
補助率：対象経費の1/2
・拠点施設を巡るモニターツアーや広報を実施し、地域への移
住を推進。
・各拠点間や都市部との交流を推進し、移住者・同業者同士の
ネットワークを構築。「人が人を呼ぶ」効果を高める。
【南部東部振興課】

【Ｂ 住宅の確保】

01-B-02

空き家バンク等の支援

【南部東部振興課】
【Ｃ 集落の活性化】

01-C-01

ふるさと復興協力隊設置

【南部東部振興課】

【事業主体：県、市町村】

H26年度予算 11,520千円

他地域からの移住を希望する人と空き家を貸したいと考えてい
る所有者とのマッチングを行う市町村やＮＰＯ主催の「空き家
バンク」等の取組に対して支援し、空き家の解消を図るととも
に、移住・定住を促進
・「空き家バンク」対象エリアの拡大
・都市部への空き家情報の発信
・空き家所有者への啓発活動の実施
H26年度当初予算 513千円の内数
(H25年度当初予算 512千円の内数)
(H24年度当初予算 528千円の内数)

復興活動等、地域協力活動に従事する人材をふるさと復興協力
隊として採用し、南部・東部地域の市町村に配置
・ふるさと復興協力隊 25名（H25 25名）
ふるさと復興協力隊員が、任期終了後に定住していくために必
要な取組を検討
H26年度当初予算 88,592千円
(H25年度当初予算 88,242千円)
(H24年度当初予算 70,000千円)

○24年度で完了した取組
01-A-04 二地域居住の推進（再掲）

【事業主体：県】

（01-A-03に統合）

01-B-01 奈良の住まいリフォーム推進補助

【南部振興課】
【住宅課】
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【事業主体：県】

２地域の再生･再興 (４)くらしづくり(教育､医療､福祉等)
⑥文化芸術活動の活性化 01文化芸術活動の活性化

２ 地域の再生・再興
（４）くらしづくり（教育、医療、福祉等）
⑥文化芸術活動の活性化
取組項目 01 文化芸術活動の活性化
○取組の時期

取組項目の構成事業

平成23年度

Ａ 文化芸術活動に対する支援の強化
01-A-01

集中復旧・復興期間（4年）
中期 長期
平成24年度 平成25年度 平成26年度 （3年） （3年）

新たな文化活動チャレンジ
補助

Ｂ 文化活動を担う人材の育成
01-B-01

ふるさと復興協力隊設置（再
掲）

01-B-02

県立ジュニアオーケストラ活
動

○事業概要
【Ａ 文化芸術活動に対する支援の強化】
01-A-01

事業名

新たな文化活動チャレンジ補助

【文化振興課】
【Ｂ 文化活動を担う人材の育成】

01-B-01
01-B-02

ふるさと復興協力隊設置（再掲）

【南部東部振興課】

県立ジュニアオーケストラ活動

【文化振興課】

事業内容

文化芸術団体，市町村等が創意工夫に基づいて実施する魅力的
な事業に補助金を交付
・対象団体 県内で活動する文化芸術団体等及び市町村
・対象事業 次世代の育成事業、被災地復興事業 など
・補助金の額 （補助対象経費－入場料等収入）×1/2
（上限50万円）
※(仮称）奈良県大芸術祭の趣旨に合致し、そ
の時期に開催される取組については、補助
率2/3で上限100万円
H26年度当初予算

15,270千円

(H25年度当初予算

10,270千円)

(H24年度当初予算

10,300千円)

【事業主体：文化芸術団体等】

２（４）⑤ 01-C-01
文化活動の裾野を広げ、文化活動を行う人材を育成するため、
平成23年度に創設した県立ジュニアオーケストラが、県内各地
で演奏活動を行うことで、団員のスキルアップを図るととも
に、県内の音楽文化に刺激を与え、地域活性化に寄与
H26年度当初予算

5,919千円

(H25年度当初予算

5,600千円)

(H24年度当初予算

5,100千円)
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【事業主体：県】

