
【整備概要】 

  位  置：奈良市七条西町二丁目地内 
   建  物：外来・中央診療棟、病棟、教育研修棟、エネルギーセンター棟 
  構  造：鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート（免震構造） 
  階  数：地下１階、地上７階 
  高  さ：２４．９ｍ 
  延床面積：約６４，０００㎡ 
 

○ 北和地域の高度医療拠点として奈良県総合医療センターを奈良市七条西町地区に移転整備 

① 奈良県総合医療センター建替整備事業 
 ○Ｈ29予算：20,060百万円〔債務負担行為 22百万円〕 
 ○事業内容：建築工事、第二期造成工事、医療機器整備、 
       西の京県有地活用の推進（職員宿舎、院内保育所） 等  

アクセス道路等の整備 新奈良県総合医療センター整備［総事業費：約４２０億円（予定）］ 

〔完成イメージ図〕 

【石木城線】 
 H29予算：191百万円 

【枚方大和郡山線（大和郡山市柳町）※】 

【城廻り線※】 

【乾川】 
 H29予算：23百万円 

【市道整備補助（奈良市実施）】 
 H29予算：1百万円 

北郡山交差点 天理町交差点 

奈
良
大
和
郡
山
斑
鳩
線 

■第二阪奈有料道路中町ＩＣ付近 
【枚方大和郡山線（奈良市中町）※】 

②③④ 新奈良県総合医療センター関連道路等整備 
 ○Ｈ29予算：811百万円〔債務負担行為 200百万円〕 
 ○事業内容：②道路整備（石木城線、城廻り線、市道整備補助） 
       ③道路整備（枚方大和郡山線） 
       ④河川改良（乾川） 

＜問い合わせ先＞ 
  ①医療政策部  病院マネジメント課   小池課長補佐（内線3122） 
  ②まちづくり推進局 地域デザイン推進課 市川主幹（内線4324）  
  ③県土マネジメント部 道路建設課    永田主幹（内線4146） 
  ④県土マネジメント部 河川課      小走主幹（内線4171） 
   

※H29予算：596百万円 
  債務負担：200百万円 

平成30年春開院予定 

新病院建設地 

新奈良県総合医療センターの整備、アクセス道路等の整備 
H29：20,871百万円（H28：13,317百万円） 

〔債務負担行為222百万円〕  

11 



 社会保障関係経費の状況 
       Ｈ29：98,504百万円 （Ｈ28：96,190百万円） ＋2,314百万円 
［一般財源 H29：82,241百万円 （H28：78,601百万円） ＋3,640百万円］ 

                〔１社会福祉〕 

 
 
 

 
 
 

       
     
 
      
                       

障害者福祉 

① 障害者・児の自立支援給付にかかる市町村に対する負担金の交付              
                    Ｈ29予算：5,698百万円 

② 障害者のニーズに応じた相談支援事業、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（ 恒常的に通院を必要とする 
  者への通院支援を含む）等を実施する市町村に対する補助金の交付 
                            248百万円                         

 
 
 

 
 
 

       
     
 
      
                       

高齢者福祉 

 
 
 

 
 
 

       
     
 
      
                       

母子福祉 

 
 
 

 
 
 

       
     
 
      
                       

児童福祉 

〈問い合わせ先〉 
  ①障害福祉課 田中（内線２８３２）      ②③④障害福祉課 上村（内線２８３９）  ⑤長寿社会課 河井（内線２８５２） 
  ⑥⑦地域包括ケア推進室 秋本（内線２８５３） ⑧⑨⑪子育て支援課 森田（内線２８８５）  ⑩⑫こども家庭課 北（内線２８７１）      
  ⑬⑭⑮地域福祉課 堀（内線２８１４）         

       Ｈ29：32,776百万円 （Ｈ28：31,241百万円）＋1,535百万円 
［一般財源 H29：22,176百万円 （H28：21,100百万円）＋1,076百万円］ 

⑦  人材育成体制や就労環境の整った事業所を知事が認証する制度を 
   創設                          Ｈ28予算：１３百万円 
                                     

⑥ 地域包括ケアシステムの構築に取り組む市町村への支援等    
                            15百万円                            

➆  多職種連携による自立支援型地域ケア会議の県内普及の推進   
                           ２百万円 

⑧ 児童手当及び児童扶養手当の支給        4,307百万円 

⑨ 保育所の委託費及び認定こども園の施設型給付にかかる市町村 
  に対する負担金等の交付（ 保育士の処遇改善の追加分を含む）                        
                         2,516百万円 

⑫  母子生活支援施設の建替整備に対する支援    ２百万円 

⑬  子ども食堂の開設及び運営に対する支援 Ｈ29予算：３百万円 

④ 障害者の日中活動や住まいの場となる障害者福祉施設、グループ 
  ホームの整備                             244百万円      

⑤ 特別養護老人ホーム及び地域密着型サービス施設等の整備 
                            2,158百万円      

新 

新 

新 

新 

新 

 
 
 

 
 
 

       
     
 
      
                       

生活保護 

⑬ 県福祉事務所が支給決定した生活保護費の支給等                                                                                               
                          5,809百万円 

⑭ 生活困窮者等に対する就労支援（ 認定就労訓練事業所の開拓、   
  及び支援を含む）                 68百万円 
 
⑮ 生活保護世帯等の子どもに対する学習支援等の実施（ 不登校な  
  どの問題を抱えている子どもや世帯が困難な課題を抱えている子   
  どもへの訪問学習支援を含む）           18百万円 

新 
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⑩ 児童養護施設等に入所した要保護児童等の保護にかかる経費 
  （ 児童養護施設等職員の処遇改善の追加分を含む） 
                         2,001百万円 

③  （仮称）奈良県手話言語条例の施行に伴う、条例の普及啓発、 
  手話を使いやすい環境整備の推進               ８百万円      

⑪ 保育所・幼保連携型認定こども園の整備 
                          920百万円 

新 

新 
新 

新 

新 

新 

仮 
① 障害者自立支援給付にかかる市町村に対する負担金の交付                       
                                        5,698百万円 

（仮） 



               〔２社会保険〕 

 
 
 

 
 
 

       
     
 
      
                       

後期高齢者医療 

               〔３保健衛生〕 

Ｈ28：○○百万円 
 （Ｈ27：1○○百万円）  

 
 
 

 
 
 

       
     
 
      
                       

介護保険 

 
 
 

 
 
 

       
     
 
      
                       

国民健康保険 

        Ｈ29：20,599百万円（Ｈ28：21,450百万円）▲851百万円 
 ［一般財源 H29：14,938百万円（H28：14,002百万円）＋936百万円］ 

  

⑲ 後期高齢者の医療給付費にかかる後期高齢者医療広域連合に対する負担金の交付   14,409百万円 

⑯ 介護保険制度の介護・予防給付にかかる市町村に対する 
  負担金の交付等（ 事業所職員の処遇改善の追加分を含む） 
                      15,205百万円 

⑳ 後期高齢者の低所得者に対する保険料の軽減分に対する負担金の交付          2,443百万円 

⑰ 市町村国保財政の安定化を図るための交付金や、低所得者のための 
  保険料（税）軽減に対する負担金の交付等      12,877百万円 
⑱  国保運営の県単位化の推進              12百万円                             

 
 
 

 
 
 

       
     
 
      
                       

医  療 

 
 

 ㉕ がん検診受診率５０％の目標を達成するため、受診率向上に効果の 
  高い個別受診勧奨に取り組む市町村への支援等     27百万円    

疾病予防対策 

 
 
 

 
 
 

       
     
 
      
                       

新 

㉑ 子ども医療費の助成にかかる市町村への補助金の交付   
                          1,243百万円 

 〈問い合わせ先〉 
⑯長寿社会課 倉田（内線２８５１） 
⑰⑲⑳保険指導課 通山 （内線２９２１）  
⑱保険指導課 辰巳（内線２９２２）                           

新 

        Ｈ29：45,129百万円（Ｈ28：43,499百万円）＋1,630百万円 
 ［一般財源 H29：45,127百万円（H28：43,499百万円）＋1,628百万円］ 

 

㉓ 指定難病等医療費の公費負担           1,550百万円 

㉒ 精神障害者の入院・通院にかかる自己負担に対し補助 
                          2,333百万円 

病   院 

㉕  北和地域の高度医療拠点病院として、奈  
  良県総合医療センターの移転整備を推進

（平成30年春開院予定）  
         Ｈ29予算：20,060百万円 

㉖ 南和地域公立病院整備支援及び南和広域 
  医療企業団での医療提供開始に対する立 
  ち上がり支援  
                Ｈ29予算：429百万円 

㉗ 県独自のドクターヘリの運航 
  （平成29年3月運航開始） 
                Ｈ29予算：749百万円 

仮 

新 

 
 

 ㉘  「奈良県健康ステーション」の運営や市町村営の健康ステーション 
   の設置に要する経費に対する補助金の交付  Ｈ29予算：２８百万円    

㉔   北和地域の高度医療拠点病院として、
奈良県総合医療センターの移転整備を推
進（特別会計）（平成30年春開院予定） 

          

 
 
 

 
 
 

       
     
 
      
                       

㉖  南和地域公立病院整備支援及び南和広
域医療企業団での医療提供開始に対する
立ち上がり支援 

                     429百万円 

㉗  県独自のドクターヘリの運航 
   （平成29年3月運航開始） 
                    749百万円 

医療提供体制確保 

 〈問い合わせ先〉 
  ㉑保険指導課 通山（内線２９２１）   ㉒㉓保健予防課  松木（内線３１３４）       
  ㉔新総合医療センター建設室  岸本・赤阪（０７４３－８６－４３８０） 
  ㉕健康づくり推進課 北村（内線２９３１） 
  ㉖病院マネジメント課  小池（内線３１２２）   ㉗地域医療連携課  小島（内線３１１２） 

（仮） 
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 （仮称）奈良県国際芸術家村の整備 Ｈ29＋H28.2月補正：679百万円  （Ｈ27.2月補正：95百万円） 
［債務負担行為 636百万円］ 

• 本県の強みである歴史文化資源を最大限活用し、複合的サービスを提供する地域振興の拠点として、（仮称）
奈良県国際芸術家村を整備。平成３２年度中の完成を目指す。 

①整備工事の推進 

602百万円［債務負担行為㉚ 636百万円］ 

埋蔵文化財発掘調査、建築基本・実施設計、 

造成工事等 

  

②  民間ホテル事業者の誘致  30百万円 

来場者の利便性向上及び滞在型観光の促進
のため、ホテルを誘致  

   

③  農村交流施設の検討    14百万円 

農村交流施設等の事業計画策定等 

   

○公開・展示する文化資源等の収集及び作成 

                33百万円 

 ④文化資源の収集整理・活用促進、⑤歴史 

 人物ストーリー・映像の作成、⑥  伝統   

 工芸等の魅力発信、⑦  郷土学習講座の 

 開催等     

新 
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〈問い合わせ先〉 
 地域振興部    ①企画管理室       森口室長補佐 （内線2510） 
          ⑤文化資源活用課    大峯主幹   （内線2530） 
 産業・雇用振興部  ②企業立地推進課    小嶌主任調整員（内線3587）           
                    ⑥産業振興総合センター 稲葉課長   （0742-31-9084） 

 農林部    ③農村振興課    吉田課長補佐 （内線3913） 
 教育委員会 ④文化財保存課      神田主任調整員（内線5334） 
       ⑦人権・地域教育課 塩崎課長補佐 （内線5291） 
 

新 

新 

新 



〈問い合わせ先〉 
①県土マネジメント部道路環境課  鷹本補佐  （内線４１６１） 
②農林部農村振興課         小山補佐  （内線３９０９） 

 自転車ルート整備 
Ｈ29：458百万円 （Ｈ28：180百万円） 

〔債務負担行為40百万円〕 
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①京奈和自転車道整備事業 

自転車による観光交流や地域振興を図るため、京都・奈良・
和歌山を結ぶ自転車道を整備 

②農村周遊自転車ルート整備事業 

H29予算：３８百万円 

豊かな歴史文化資源や美しい農村景観・農地などが
広がる田園空間を活用し歴史文化や眺望のスポットを
巡るとともに、農村体験が楽しめる農村周遊自転車
ルートを整備。 

凡例 

H29整備箇所 

農村周遊 
自転車ルート 

（奈良市～五條市） 
①京奈和自転車道の整備 
H29予算：420百万円 
○実施設計、測量、整備工事 

H29予算：４２０百万円 

天理地区 西門川工区 

債務負担行為額：４０百万円 

京奈和自転車道 

自転車専用空間 
の連続化（約30km） 

自転車・歩行者専用道路空間の整備イメージ 

約７５ｋｍ 

（明日香地区） 
②農村周遊自転車ルートの整備 
H29予算：5百万円 
 ○実施設計 

（天理地区） 
②農村周遊自転車ルートの整備 
H29予算：16百万円 
 ○実施設計、測量、整備工事 

（桜井地区） 
②農村周遊自転車ルートの整備 
H29予算：16百万円 
 ○拠点施設整備工事 

平成２９年上期 
部分供用予定 

自転車歩行者専用道路 
（佐保川区間Ｌ＝5.7ｋｍ） 



平成２９年度当初予算の概要    
    ○ ①市町村とのまちづくり連携推進事業（市町村への支援） 
                                H２９予算： ３２０百万円 
 

             1） 包括協定・基本協定段階（構想・計画の検討に要する費用） 
           【支援対象市町村】 包括協定締結１6市町村 他  
       ２） 個別協定段階（ハード事業） 
          【支援対象事業】  天理駅前広場等整備（天理駅周辺地区） 他 
       ３） 個別協定段階（ソフト事業） 
           【支援対象事業】  賑わい創出事業（素麺サミット）（大神神社参道周辺地区） 他 
 

  ○ まちづくり連携協定関連道路整備事業（県実施）  H２９予算： １６４百万円 
       ② 高田矢田線（大和郡山市）、③ 天理環状線（九条バイパス）（天理市）、 

       ④ 国道25号（天理市）、⑤ 三輪山線（桜井市）、⑥ 多武峰見瀬線（明日香村）   

・H26.10.17 
・H26.11.19   
・H26.12.22  
・H27.1.23 
・H27.2.20 
・H27.3.20     
・H27.7.6     
・H27.7.31     
・H27.8.4       
・H27.9.17     
・H27.10.15  
・H27.12.25   
・H28.2.22    
・H28.8.2      
・H28.8.18    
・H28.9.2      

16市町村（39地区）と包括協定を締結 

＜天理駅前広場整備イメージ＞ 
 天理市天理駅周辺地区  

                    事業期間：Ｈ２７～Ｈ２８ 
                     Ｈ２９年４月オープン予定 

＜三輪山線整備イメージ＞ 
桜井市大神神社参道周辺地区 

  ＜Go-Say(ごせ)ラグビーマルシェ＞ 
    御所市御所中心市街地地区               

＜問い合わせ先＞ 
○ 市町村とのまちづくり連携推進事業 
     ①まちづくり推進局 地域デザイン推進課     出井課長補佐（内線４３１１） 
○ まちづくり連携協定関連道路整備事業 
     ② まちづくり推進局 地域デザイン推進課   市川主幹（内線４３２４） 
     ③、④、⑥ 県土マネジメント部 道路建設課  永田主幹（内線４１４６） 
     ⑤ 県土マネジメント部 道路環境課       竹林主幹（内線４２００） 

＜まちづくり基本計画の検討＞ 
 大和郡山市近鉄郡山駅周辺地区  

            

天理市 
大和郡山市 
桜井市 
奈良市 
五條市 
橿原市 
大和高田市 
高取町 
御所市 
三宅町 
明日香村 
宇陀市 
大淀町 
川西町 
王寺町 
御杖村 

＜連携協定の流れ＞ 

 連携協定を締結した市町村の取組への支援 Ｈ29：484百万円 （Ｈ28：360百万円） 

包括協定 
（市町村単位） 

締
結

 

基本 
構想 
策定 

個別協定 
（事業単位） 

 まちづくり 
 基本構想の検討 

事業実施 
締
結

 

 まちづくり 
 基本計画の検討 

基本 
計画 
策定 

締結 

基本協定 
（地区単位） 
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