
担　当:総合政策課　岩治・大津
連絡先:(℡) 0742-34-4786 
          (Mail) sougouseisaku@city.nara.lg.jp

「第２期奈良市総合戦略」に記載している幅広い事業が、本制度の寄附対
象です。（例、子育て・教育分野、観光・産業分野、福祉・健康分野、文化・ス
ポーツ分野、環境・インフラ分野など）詳細については本市HPに記載して
おりますので、右上のQRコードをご参照ください。

奈良市

担　当:総合政策課　前田
連絡先:(℡) 0743-63-1001 (内線465)
          (Mail) sousei@city.tenri.nara.jp

スポーツツーリズムを活用したまちづくり事業への寄附を募集していま
す。本市は様々なスポーツ競技で全国トップクラスの成績を収め、世界的
なトップアスリートを輩出する「スポーツのまち」です。豊かなスポーツ資
源と自然や歴史、文化資源を融合させたツーリズムを促進し、地域経済の
活性化を図ります。

天理市

担　当:企画政策課
連絡先:(℡) 0743-53-1160 
          (Mail) kikaku@city.yamatokoriyama.lg.jp

＜郡山城跡公園整備事業＞
郡山城は天正１３年に豊臣秀長が入城し、畿内統治の拠点として大規模
に整備が行われた近世城郭です。令和元年度から天守台を中心とした城
郭の縄張りを体感できる公園整備を進めており、国の文化審議会から国
史跡指定の答申を得ることもできました。令和６年度末の完成を目指し
ています。

大和郡山市

②画像

①自治体名

③
QRコード

④プロジェクト概要

⑤問い合わせ先

担　当:未来まちづくり局　増田
連絡先:(℡) 0745-22-1101
          (Mail) mirai@city.yamatotakada.nara.jp

市中心部の半径800ｍ程のエリアを4地区に分け、地区別の特性（例え
ば、公共施設が集積する地区では、公共不動産のＰＰＰによる利活用）を
活かし、賑わいを創出するまちづくりを行うことで、エリア価値の向上を
図り、エリアへの居住を推進する力とした、コンパクトシティの実現を目
指します。

大和高田市

凡例

凡 例

市町村の寄附募集事業
各市町村が寄附を募集するプロジェクトを
紹介するページです。
プロジェクト等の詳細はQRコード先を
ご覧ください！

①プロジェクトを実施する自治体名です。
②動画のサムネイル画像などを掲載しています。
③プロジェクト等の詳細へのリンクQRコードです。
　お手元の端末で読み取りください。
④プロジェクトの概要です。
⑤プロジェクトについての問い合わせ先です。
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担　当:教育総務課　窪田
連絡先:(℡) 0747-22-4001
          (Mail) kyoikusomuka@city.gojo.lg.jp

五條市では、西吉野農業高校魅力化推進プロジェクトへの寄附を募集し
の念理の」視重学実「、し集募を徒生らか国全は校高業農野吉西。すまいて

もと、地元農家等の協力を得て、農業実習や就労体験活動を実施しており
ます。未来の農業の担い手育成や市内で就農を目指す生徒の定住支援に
取組んでいます。

五條市

担　当:企画政策課　北林
連絡先:(℡) 0745-44-5016
          (Mail) kikaku@city.katsuragi.lg.jp

中将姫伝説で有名な當麻寺。その入口を江戸時代から守り多くの市民や
観光客と接してきた高さ３ｍの仁王像が、現在、なら歴史芸術文化村にお
いて解体・修理されています。葛城市では貴重な歴史文化を学べるまちを
子どもたちに引き継ぐため文化財の保存修理などの事業に助成を行って
います。

葛城市

担　当:企画政策課　南浦
連絡先:(℡) 0745-44-3325
          (Mail) kikaku@city.kashiba.lg.jp

どんづる峯は、千数百万年前に噴火した二上山の火山活動によりできた
白い岩肌が美しく広がる景勝地で、その景色は"日本のカッパドキア"と
称されるほど訪れた方々に絶賛されます。この美しい景色を多くの方に
体験、感動いただける観光スポットにするため、現地調査を進め計画的な
整備に取り組みます。

香芝市

担　当:企画政策課　砂田
連絡先:(℡) 0745-44-3166
          (Mail) kikaku@city.gose.nara.jp

年中、四季折々の表情を感じることができ、特に、毎年５月には山頂斜面
一帯に「一目百万本」とも称されるツツジが咲き誇る大和葛城山ですが、
その登山道は集中豪雨や台風などにより崩壊し通行できなくなってい
る箇所があります。そのため、誰もが安全に登山できるよう、登山道を
整備します。

御所市

担　当:企画政策課　谷本・大前
連絡先:(℡) 0744-21-1108
          (Mail) kikaku@city.kashihara.nara.jp

本プロジェクトは、デジタルの力を活用し、①産官学民金によるスマート
シティ協議会で地域の生産性向上・人材強化、②河川水位計測で住民・地
域・職員の安心安全の確保や③学生がAI・データ利活用を学んで地域に
貢献する場づくりを進めます。橿原市の未来づくりにぜひ御社の力をお
貸しください。

橿原市

担　当:行政経営課　村上
連絡先:(℡) 0744-42-9111(内線1262)
          (Mail) gyoseikeiei@city.sakurai.lg.jp

桜井市では、大神神社参道周辺地区まちづくりプロジェクトへの寄附を
募集しています。大神神社は日本最古の神社の1つ。国造りの神様と言わ
れ、パワースポットとしても有名です。参道沿道やJR三輪駅から大神神
社までの導線を中心に整備を行い、三輪のまちの賑わいを創出し、地域の
活性化を図る取組です。

桜井市
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担　当:政策推進課　水野
連絡先:(℡) 0745-45-1002
          (Mail) furusato@town.heguri.nara.jp

＜信貴山エリア調査・保全整備事業＞
本町では、観光拠点づくりの一環として、信貴山朝護孫子寺をはじめとす
る寺院および信貴山エリアを、平群を魅力的なまちにすることを目指す
「平群ブランド」として認定し、調査・保全整備事業を行っています。
戦国ロマン溢れる観光拠点の整備にご賛同いただける企業様を募集して
います。

平群町

担　当:総合政策課　松田
連絡先:(℡) 0743-57-1511
          (Mail) sougouseisaku@town.ando.lg.jp

安堵町では、子どもたちの豊かな感性と幅広い知識を育むことを目的に、
「食育・木育・SDGｓプロジェクト」を実施します。日々の給食を通じた食
育学習や、木製のおもちゃや、実際の木や植物に触れ合う木育学習など、
これらの学習を通じてSDGｓの取組に繋がるエコ活動・環境教育などに
取り組んでいきます。

安堵町

担　当:政策財政課
連絡先:(℡) 0745-74-1001
          (Mail) zaisei@town.ikaruga.nara.jp

い」「古からの独自の文化・風土・資源を生かしてにぎわい・活力を創出し

斑鳩町

担　当:ものづくり振興課
連絡先:(℡) 0745-43-7343
          (Mail) monodukuri@town.sango.lg.jp

＜日本遺産の構成文化財等を活用した大和川沿い整備プロジェクト＞
令和2年に日本遺産認定された「もう、すべらせない‼～龍田古道の心臓
部「亀の瀬」を越えてゆけ～」の構成文化財を活用し、大和川沿いに観光拠
点「かわの駅」の整備、川を活用したアクティビティの開発を行います。
大和川の舟運や龍田古道の歴史の他、環境・防災学習等も出来る場所とし
て整備します。

三郷町

担　当:学校給食センター　宮崎
連絡先:(℡) 0745-82-3784
          (Mail) g-kyuushoku@city.uda.lg.jp

＜学校給食センター建設事業＞
老朽化が進む学校給食センターについて、令和6年度の供用開始に向け、
整備を進めています。①多様なアレルギーに対応した除去食、②宇陀産の
農産物を利用した「おいしい給食」づくり、③地域における食育の推進、④
環境への配慮、⑤災害時の役割等に対応した施設を目指しています。

宇陀市

担　当:総合政策課　廣
連絡先:(℡) 0743-85-0040
          (Mail) sousei@vill.yamazoe.nara.jp

山添村にある県立自然公園「フォレストパーク神野山」は、ヤマツツジの
名所として知られています。しかし、令和３年３月の火災が原因で、山頂
にあったツツジ約1,000株が燃えてしまいました。
村は今後、かつての神野山を取り戻し、更なる観光と交流の促進を図るた
め、神野山へのヤマツツジ植栽を進めていきます。

山添村
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担　当:長寿介護課　小西・國松
連絡先:(℡) 0744-34-2052
          (Mail) swc@town.tawaramoto.nara.jp

若年・壮年世代だけでなく全世代が生きがいを持ち自然と健幸になれる
まちを目指し、活動量計やスマホを活用した健康増進プログラムを実施
しています。健康づくりに無関心な方々や普段の運動量が少ない方々に
対しても、運動のきっかけや運動継続の励みとすることで、皆さまの健幸
長寿を目指しています。

田原本町

高取町

担　当:むらづくり振興課　菊山
連絡先:(℡) 0745-95-2001
          (Mail) kankou@vill.mitsue.lg.jp

担　当:総合政策課　鍵本
連絡先:(℡) 0744-52-3334
　　　 (Mail) sougouseisaku@town.takatori.nara.jp

御杖村では、奈良県立大学と連携し村の課題解決に取り組んでいます。学
生の視点を活かした学生主体の事業を毎年展開し、現在まで郷土愛の醸
成を図る寺子屋事業や地域資源活用におけるレストラン事業などを実現
しています。未来を担う人材育成や関係人口創出に企業のみなさまの応
援をお願いします。

御杖村

担　当:企画課　吉田
連絡先:(℡) 0745-94-2116
          (Mail) kikaku@vill.soni.lg.jp

＜曽爾高原再生プロジェクト＞＜たわらもとヘルスケアプロジェクト＞
年間約５０万人の観光客が訪れる曽爾村。観光客の大多数が、ススキの名
所である曽爾高原を訪れます。
本村最大の観光資源「曽爾高原のススキ」の再生を目指し、山焼き・ススキ
の植え替え・肥料散布・交流活動を行っています。

曽爾村

担　当:総合政策課
連絡先:(℡) 0745-44-2213
          (Mail) seisaku@town.nara-kawanishi.lg.jp

川西町では、住民が主体となり、時代に合った安心して暮らせるまちづく
りを進めるための寄附を募集しています。
企業誘致から安定雇用を創出し、人口減少によるサービス低下を抑制、タ

代世な々様にマーテを」町いかち 町いい「、し化強をンョシーモロプンウ
が安心して暮らせるまちづくりを目指します。

川西町 三宅町

担　当:政策推進課　足立(彩)
連絡先:(℡) 0745-44-3070
          (Mail) seisaku@town.miyake.lg.jp

町の子ども・子育て支援施策の「みやけ まちいく(育)パートナーシップ事
業」への寄附を募集しています！
                                     ～主な取り組み～
①アートを媒体として子どもたちの「生きる力」を育むことを目的とした

③子育てシェアアプリなどICTを活用した子育て支援
「まちアート事業」②男性の家事育児参加の促進を図る「カジダン事業」

「しごとを通じて多様な人の望む生き方を実現する」ワークシェアリン
グ事業を応援していただける企業様を募集しています。
２０２２年４月から本格的に稼働しているワークシェアリング事業の拠
点となる施設がありません。
子ども連れで仕事ができたり、地域住民が気軽に立ち寄れる施設を作る
ために、ぜひお力をお貸しください。
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王寺町

担　当:政策戦略課　阪本
連絡先:(℡) 0746-39-9071
            (Mail) seisaku@town.yoshino.lg.jp

令和4（2022）年は、壬申の乱から1350年。吉野町宮滝は大海人皇子が
挙兵した地です。この地には斉明天皇がお造りになり、聖武天皇まで行幸
のあった離宮「吉野宮」の跡地（宮滝遺跡）があります。この遺跡を「（仮称）
吉野宮滝万葉公園」として整備します。

吉野町河合町

広陵町

明日香村

担　当:企画財政課　土井・高見担　当:総合政策課　辰巳
連絡先:(℡) 0744-54-2001
            (Mail) seisaku@tobutori-asuka.jp

連絡先:(℡) 0745-76-2502
            (Mail) seisaku@town.kanmaki.lg.jp

奈良盆地の北西部に位置する上牧町では、2015年に国史跡に指定され
た「史跡　上牧久渡古墳群」があり、その整備プロジェクトへの寄附を募
集しています！本プロジェクトでは、古墳群の史跡公園化を進めていま
す。住宅街に残る史跡と自然を後世に伝えながら、町民の憩いの場として
の活用を目指しています！

上牧町

交通に恵まれた王寺町には、古代から近代に至る貴重な文化財が数多く
あります。特に達磨寺に伝えられてきた文化財である聖徳太子の愛犬・雪
丸が、町のシンボルとなっています。
また、日本遺産にも認定され、5つの世界遺産がみえるなど360度の絶景
が楽しめる明神山は、新たな観光スポットとなっています。

令和２年３月に閉校した小学校跡地は、交通の利便性が良く高台で災害
を受けにくい好立地のため、地域の再生に繫がる貴重なエリアです。その
立地を活かし、公民館や体育館などの生涯学習機能に加え、有事に備えた
防災拠点機能また、多世代交流機能などを併せ持った複合施設として再
整備を進めています！

　！たしまげ上ち立をトクェジロプたし指目を」ロゼ折骨「、はで町陵広
健康への関心層だけが参加するこれまでの政策から脱却し、町民誰もが
参加し、生活習慣病や寝たきりの予防を目指しており、全年代を通して運
動と食事の両面からアプローチしていきます。

担　当:政策推進課　友村　
連絡先:(℡) 0745-73-2001
            (Mail) seisaku-z@town.oji.nara.jp

担　当:政策調整課　岡井
連絡先:(℡) 0745-57-0200
            (Mail) seisaku@town.kawai.nara.jp

担　当:けんこう推進課　芝・坂口・信田
連絡先:(℡) 0745-55-6887
            (Mail) hokencenter@town.nara-koryo.lg.jp

「飛鳥・藤原」の世界遺産登録に向け、明日香村では全村が一丸となっ
て様々な事業を展開しており、2025年に登録が実現する予定です。本
プロジェクトは世界遺産登録に向けた構成資産候補の調査や整備をはじ
め、登録後の来訪者の受け入れを想定した周辺環境整備、さらには世界
遺産のある村としての誇りを次世代へ継承するための施策を展開してい
きます。
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