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はじめにはじめにはじめにはじめに

「奈良は目に見えて良くなってきた」「奈良は目に見えて良くなってきた」「奈良は目に見えて良くなってきた」「奈良は目に見えて良くなってきた」と言われることがと言われることがと言われることがと言われることが多く多く多く多く

なってなってなってなってきました。これまでの県民や県議会の皆様のきました。これまでの県民や県議会の皆様のきました。これまでの県民や県議会の皆様のきました。これまでの県民や県議会の皆様のご理解ご理解ご理解ご理解

ご協力と県ご協力と県ご協力と県ご協力と県職員の奮励努力のおかげだと職員の奮励努力のおかげだと職員の奮励努力のおかげだと職員の奮励努力のおかげだと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。

昨年６月に奈良新昨年６月に奈良新昨年６月に奈良新昨年６月に奈良新『『『『都都都都』』』』づくり戦略案を発表し、戦略案をづくり戦略案を発表し、戦略案をづくり戦略案を発表し、戦略案をづくり戦略案を発表し、戦略案を

土台に奈良をさらに良くする戦略を実行してまいりました。土台に奈良をさらに良くする戦略を実行してまいりました。土台に奈良をさらに良くする戦略を実行してまいりました。土台に奈良をさらに良くする戦略を実行してまいりました。

一方、戦略案の全項目について職員と議論を重ね、「もっ一方、戦略案の全項目について職員と議論を重ね、「もっ一方、戦略案の全項目について職員と議論を重ね、「もっ一方、戦略案の全項目について職員と議論を重ね、「もっ

と良くなる奈良」を目指した「奈良県政の発展の目標と道と良くなる奈良」を目指した「奈良県政の発展の目標と道と良くなる奈良」を目指した「奈良県政の発展の目標と道と良くなる奈良」を目指した「奈良県政の発展の目標と道

筋」について、「奈良新筋」について、「奈良新筋」について、「奈良新筋」について、「奈良新『『『『都都都都』』』』づくり戦略２０２０」をとりまとめづくり戦略２０２０」をとりまとめづくり戦略２０２０」をとりまとめづくり戦略２０２０」をとりまとめ

ました。ました。ました。ました。

この資料は、皆様方からさらなる智恵のお布施を賜るたこの資料は、皆様方からさらなる智恵のお布施を賜るたこの資料は、皆様方からさらなる智恵のお布施を賜るたこの資料は、皆様方からさらなる智恵のお布施を賜るた

めのめのめのめの托鉢の鉢托鉢の鉢托鉢の鉢托鉢の鉢です。です。です。です。

県民の将来に御利益のある県民の将来に御利益のある県民の将来に御利益のある県民の将来に御利益のある「智恵のお布施」「智恵のお布施」「智恵のお布施」「智恵のお布施」を期待してを期待してを期待してを期待して

います。います。います。います。



▲2.11％

▲1.31％▲4.12％

2.17％

▲ 20.00▲ 10.000.0010.0020.00
秋田県青森県高知県山形県岩手県和歌山県長崎県福島県島根県徳島県山口県新潟県愛媛県鹿児島県鳥取県宮崎県北海道大分県佐賀県山梨県奈良県富山県福井県熊本県香川県長野県岐阜県石川県岡山県茨城県宮城県三重県群馬県広島県栃木県静岡県京都府全国兵庫県大阪府福岡県千葉県滋賀県埼玉県愛知県神奈川県沖縄県東京都

（％）
※※※※全国の人口のピークは、平成２０年全国の人口のピークは、平成２０年全国の人口のピークは、平成２０年全国の人口のピークは、平成２０年※※※※全国及び各都道府県と比較するため、「住民基本台帳に基づく人口」を利用して作成しています。全国及び各都道府県と比較するため、「住民基本台帳に基づく人口」を利用して作成しています。全国及び各都道府県と比較するため、「住民基本台帳に基づく人口」を利用して作成しています。全国及び各都道府県と比較するため、「住民基本台帳に基づく人口」を利用して作成しています。自然増減率自然増減率自然増減率自然増減率 社会増減率社会増減率社会増減率社会増減率 人口増減率（合計）人口増減率（合計）人口増減率（合計）人口増減率（合計）
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１．５０年前から２０年前までの３０年間、県北部・西部地域を中心とする急激な１．５０年前から２０年前までの３０年間、県北部・西部地域を中心とする急激な１．５０年前から２０年前までの３０年間、県北部・西部地域を中心とする急激な１．５０年前から２０年前までの３０年間、県北部・西部地域を中心とする急激な

人口増加（社会増中心）がありましたが、今人口減少に襲われています。人口増加（社会増中心）がありましたが、今人口減少に襲われています。人口増加（社会増中心）がありましたが、今人口減少に襲われています。人口増加（社会増中心）がありましたが、今人口減少に襲われています。

これまでの奈良県の立ち位置の確認これまでの奈良県の立ち位置の確認これまでの奈良県の立ち位置の確認これまでの奈良県の立ち位置の確認
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奈良県人口の推移奈良県人口の推移奈良県人口の推移奈良県人口の推移

国勢調査（総務省）及び奈良県推計人口年報
２２２２．過去２０年間の奈良県の人口の減少率は減少の大きい方から２１位．過去２０年間の奈良県の人口の減少率は減少の大きい方から２１位．過去２０年間の奈良県の人口の減少率は減少の大きい方から２１位．過去２０年間の奈良県の人口の減少率は減少の大きい方から２１位

奈良県人口奈良県人口奈良県人口奈良県人口

のピークのピークのピークのピーク

30303030年間で年間で年間で年間で60606060

万人が増加万人が増加万人が増加万人が増加

他県と比較して、社会減の割合が高い。他県と比較して、社会減の割合が高い。他県と比較して、社会減の割合が高い。他県と比較して、社会減の割合が高い。 21212121位位位位



▲4.12％
2.17％

▲ 10.00▲ 5.000.005.0010.0015.0020.00

青森県①長崎県①秋田県①福島県①岩手県①山形県①和歌山県①宮崎県①高知県①奈良県①鹿児島県①佐賀県①新潟県①鳥取県①徳島県①愛媛県①山口県①島根県①北海道①福井県①熊本県①山梨県①大分県①岐阜県①石川県①香川県①富山県①長野県①広島県①宮城県①岡山県①茨城県③静岡県③栃木県③三重県③群馬県③京都府③沖縄県④兵庫県③大阪府④全国③福岡県④滋賀県④埼玉県④愛知県④千葉県④神奈川県④東京都④

（％）
社会減少率社会減少率社会減少率社会減少率は、は、は、は、全国１０位全国１０位全国１０位全国１０位

外国人等の増外国人等の増外国人等の増外国人等の増

群馬県③三重県③茨城県③ 栃木県③ 京都府③静岡県③ 兵庫県③ 福岡県④大阪府④ 千葉県④ 東京都④埼玉県④ 神奈川県④滋賀県④ 愛知県④沖縄県④

▲2.11％ ▲1.31％

▲ 15.00▲ 10.00▲ 5.000.005.0010.0015.00

秋田県①高知県①島根県①山形県①岩手県①山口県①徳島県①青森県①和歌山県①新潟県①愛媛県①鳥取県①鹿児島県①富山県①福島県①大分県①長崎県①北海道①長野県①香川県①山梨県①宮崎県①佐賀県①熊本県①群馬県③福井県①三重県③岡山県①茨城県③岐阜県①奈良県①栃木県③石川県①京都府③宮城県①静岡県③広島県①全国③兵庫県③福岡県④大阪府④千葉県④東京都④埼玉県④神奈川県④滋賀県④愛知県④沖縄県④

（％）

自然減少率は、全国３１位自然減少率は、全国３１位自然減少率は、全国３１位自然減少率は、全国３１位群馬県③ 三重県③ 茨城県③ 栃木県③ 京都府③ 静岡県③ 兵庫県③福岡県④大阪府④千葉県④東京都④埼玉県④神奈川県④滋賀県④愛知県④沖縄県④
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３．過去２０年間の奈良県の人口減少は、社会減が自然減より大きい。３．過去２０年間の奈良県の人口減少は、社会減が自然減より大きい。３．過去２０年間の奈良県の人口減少は、社会減が自然減より大きい。３．過去２０年間の奈良県の人口減少は、社会減が自然減より大きい。

（社会減は若者が中心で、次の自然減を招く可能性がある。）（社会減は若者が中心で、次の自然減を招く可能性がある。）（社会減は若者が中心で、次の自然減を招く可能性がある。）（社会減は若者が中心で、次の自然減を招く可能性がある。）

※平成24年から、外国人住民の増減を含めています。

①
自

然
減

増
率

②
社

会
減

増
率

① 社会減 自然減 ３１道県② 社会減 自然増 －③ 社会増 自然減 ７府県④ 社会増 自然増 ９都府県

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（総務省）



４．過去２０年間の県内市町村の人口減少率と全国市町村（１４．過去２０年間の県内市町村の人口減少率と全国市町村（１４．過去２０年間の県内市町村の人口減少率と全国市町村（１４．過去２０年間の県内市町村の人口減少率と全国市町村（１,７４１）中の順位７４１）中の順位７４１）中の順位７４１）中の順位

5住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（総務省）

②
自

然
減

増
率 ▲ 30.00▲ 25.00▲ 20.00▲ 15.00▲ 10.00▲ 5.000.005.0010.0015.00

野迫川村● 東吉野村 川上村 山添村 御杖村● 下北山村 吉野町 黒滝村 曽爾村● 十津川村 天川村 下市町 明日香村● 上北山村 高取町 御所市 宇陀市● 五條市 大淀町 平群町 上牧町● 三宅町 安堵町 河合町 川西町● 桜井市 大和高田市 大和郡山市 三郷町● 田原本町 奈良市 斑鳩町 葛城市● 天理市 生駒市 橿原市● 王寺町 広陵町 香芝市●

（％）

（1,691）（53） （134） （908） （1,040） （1,287） （1,410） （1,500）
五條市御所市 宇陀市●山添村 曽爾村●御杖村● 高取町吉野町 大淀町下市町黒滝村 天川村野迫川村● 十津川村下北山村 上北山村川上村東吉野村

①
人

口
減

増
率 ▲ 60.00▲ 50.00▲ 40.00▲ 30.00▲ 20.00▲ 10.000.0010.0020.0030.0040.00

川上村● 上北山村 野迫川村 東吉野村 黒滝村● 曽爾村 天川村 吉野町 下市町● 御杖村 下北山村 十津川村 山添村● 御所市 宇陀市 五條市 明日香村● 高取町 三宅町 安堵町 大淀町● 大和高田市 河合町 川西町 桜井市● 平群町 大和郡山市 上牧町 天理市● 奈良市 田原本町 三郷町 斑鳩町● 橿原市 王寺町 生駒市● 葛城市 広陵町 香芝市●

（％） 自然減増率 社会減増率

全国順位 （1） （1,701）（13） （29） （139） （507） （835） （981） （1,101） （1,223） （1,449）
五條市御所市 宇陀市山添村●曽爾村 御杖村 高取町明日香村●吉野町 大淀町●下市町●黒滝村● 天川村野迫川村 十津川村下北山村上北山村川上村● 東吉野村

緑字：北部・西部地域赤字：南部・東部地域

明日香村● （454）（217）
緑字：北部・西部地域赤字：南部・東部地域

全国順位 （35）



▲ 30.00▲ 25.00▲ 20.00▲ 15.00▲ 10.00▲ 5.000.005.0010.0015.00

上北山村● 川上村 黒滝村 東吉野村 天川村● 曽爾村 野迫川村 下市町 吉野町● 十津川村 御杖村 五條市 下北山村● 宇陀市 御所市 三宅町 安堵町● 大和高田市 山添村 天理市 河合町● 大和郡山市 桜井市 川西町 大淀町● 明日香村 高取町 橿原市 奈良市● 田原本町 平群町 斑鳩町 王寺町● 三郷町 上牧町 生駒市● 葛城市 広陵町 香芝市●

（％）

6

全国順位 （4） （1,688）

③
社

会
減

増
率

▲ 40.00%▲ 30.00%▲ 20.00%▲ 10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%
川上村● 上北山村 黒滝村 天川村 東吉野村● 野迫川村 曽爾村 吉野町 下市町● 十津川村 御杖村 山添村 下北山村● 五條市 御所市 宇陀市 明日香村● 安堵町 川西町 三宅町 王寺町● 大和高田市 大和郡山市 河合町 高取町● 桜井市 大淀町 天理市 三郷町● 奈良県 斑鳩町 平群町 奈良市 田原本町● 上牧町 橿原市 葛城市● 生駒市 広陵町 香芝市●

（％） 自然減増率 社会減増率平成平成平成平成11111111年～平成年～平成年～平成年～平成20202020年年年年 １０年間の１０年間の１０年間の１０年間の社会減増・社会減増・社会減増・社会減増・自然減増自然減増自然減増自然減増

（22） （57） （179） （390） （665） （784） （1,021） （1,101） （1,404）

全国順位 （3） （53） （789） （940） （1,090） （1,177） （1,412） （1,722）住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（総務省）

五條市 御所市宇陀市 山添村曽爾村 御杖村 高取町明日香村吉野町● 大淀町●下市町黒滝村 天川村● 野迫川村 十津川村 下北山村●上北山村● 川上村 東吉野村

五條市 御所市 宇陀市山添村曽爾村 御杖村 高取町●明日香村●吉野町 大淀町下市町●黒滝村 天川村 野迫川村 十津川村 下北山村●上北山村川上村● 東吉野村● （246）（19） （347）

緑字：北部・西部地域赤字：南部・東部地域

緑字：北部・西部地域赤字：南部・東部地域



0.560.560.560.56％％％％ ----5.385.385.385.38----2.862.862.862.86％％％％
----7.897.897.897.89-15.00-10.00-5.000.00

5.00 平成平成平成平成11111111年～平成年～平成年～平成年～平成20202020年年年年

自然減増率

社会減増率

7

▲ 35.00%▲ 30.00%▲ 25.00%▲ 20.00%▲ 15.00%▲ 10.00%▲ 5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%
野迫川村● 東吉野村 上北山村 川上村 御杖村● 黒滝村 下北山村 下市町 曽爾村● 吉野町 天川村 十津川村 山添村● 宇陀市 御所市 五條市 高取町● 大淀町 明日香村 三宅町 河合町● 上牧町 大和高田市 平群町 安堵町● 桜井市 天理市 大和郡山市 奈良県 川西町● 田原本町 奈良市 橿原市 斑鳩町● 三郷町 生駒市 広陵町● 葛城市 香芝市 王寺町●

（％） 自然減増率 社会減増率平成平成平成平成21212121年年年年～～～～平成平成平成平成30303030年年年年 １０年間の１０年間の１０年間の１０年間の社会減増・社会減増・社会減増・社会減増・自然減増自然減増自然減増自然減増

全国順位 （4） （16） （25） （104） （472） （848） （933） （1,180） （1,331） （1,497） （1,632）住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（総務省）
五條市御所市宇陀市山添村●曽爾村●御杖村● 高取町● 明日香村吉野町 大淀町下市町黒滝村 天川村野迫川村● 十津川村下北山村上北山村 川上村東吉野村

緑字：北部・西部地域赤字：南部・東部地域

----2.112.112.112.11％％％％ ----13.9113.9113.9113.91％％％％----4.124.124.124.12％％％％ ----14.7114.7114.7114.71％％％％
-35.00-30.00-25.00-20.00-15.00-10.00-5.000.00

自然減増率

社会減増率

奈良県奈良県奈良県奈良県 南部・東部地域南部・東部地域南部・東部地域南部・東部地域

過去２０年間の人口過去２０年間の人口過去２０年間の人口過去２０年間の人口の減増率の減増率の減増率の減増率

南部・東部地域と奈良県南部・東部地域と奈良県南部・東部地域と奈良県南部・東部地域と奈良県

----2.712.712.712.71％％％％ ----9.839.839.839.83----1.251.251.251.25％％％％
----7.867.867.867.86-20.00-15.00-10.00-5.000.00

平成平成平成平成21212121年～平成年～平成年～平成年～平成30303030年年年年

自然減増率

社会減増率

過去１０年ごとの過去１０年ごとの過去１０年ごとの過去１０年ごとの人口減増の人口減増の人口減増の人口減増の比較比較比較比較

奈良県奈良県奈良県奈良県
南部・東部地域南部・東部地域南部・東部地域南部・東部地域

奈良県奈良県奈良県奈良県
南部・東部地域南部・東部地域南部・東部地域南部・東部地域



30.2 30.2 30.2 30.2 

31.7 31.7 31.7 31.7 

33.3 33.3 33.3 33.3 

34.9 34.9 34.9 34.9 

36.9 36.9 36.9 36.9 

39.7 39.7 39.7 39.7 

41.1 41.1 41.1 41.1 

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

H29 R2 R7 R12 R17 R22 R27

奈良県高齢化率奈良県高齢化率奈良県高齢化率奈良県高齢化率

（６５歳以上人口割合）の推移（６５歳以上人口割合）の推移（６５歳以上人口割合）の推移（６５歳以上人口割合）の推移

H２９：住民基本台帳に基づく人口（総務省）及び県年齢別推計人口、 R２～R２７：「日本の将来推計人口」国立社会保障・人口問題研究所
8

５．これから、急激な人口減少・急速な高齢化が奈良県を襲います５．これから、急激な人口減少・急速な高齢化が奈良県を襲います５．これから、急激な人口減少・急速な高齢化が奈良県を襲います５．これから、急激な人口減少・急速な高齢化が奈良県を襲います。。。。

（人口の社会減少は自然減少に先行する。）（人口の社会減少は自然減少に先行する。）（人口の社会減少は自然減少に先行する。）（人口の社会減少は自然減少に先行する。）

136 136 136 136 

132 132 132 132 

126 126 126 126 

120 120 120 120 

114 114 114 114 

107 107 107 107 

100 100 100 100 

90

100

110

120

130

140

H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27

（万人） 奈良県人口の推移奈良県人口の推移奈良県人口の推移奈良県人口の推移

（年）Ｈ２７：国勢調査、Ｈ２８～Ｒ２７：国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」及び奈良県推計人口年報
（％）

（年）
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７．奈良県政のこれから７．奈良県政のこれから７．奈良県政のこれから７．奈良県政のこれからの主の主の主の主たるテーマたるテーマたるテーマたるテーマはははは

６．今、奈良県は成熟したベッドタウンと６．今、奈良県は成熟したベッドタウンと６．今、奈良県は成熟したベッドタウンと６．今、奈良県は成熟したベッドタウンと同様同様同様同様の諸課題に直面。の諸課題に直面。の諸課題に直面。の諸課題に直面。

次の世代への対応が必要。次の世代への対応が必要。次の世代への対応が必要。次の世代への対応が必要。

（１（１（１（１））））

（（（（２２２２））））

（（（（３３３３））））

• 子ども達がいなくなった夫婦のみ・独居子ども達がいなくなった夫婦のみ・独居子ども達がいなくなった夫婦のみ・独居子ども達がいなくなった夫婦のみ・独居

家庭の増加家庭の増加家庭の増加家庭の増加

• 近所に空き家が目立つ住宅地近所に空き家が目立つ住宅地近所に空き家が目立つ住宅地近所に空き家が目立つ住宅地

• 高齢者に生きがいのある地域づくりが必要高齢者に生きがいのある地域づくりが必要高齢者に生きがいのある地域づくりが必要高齢者に生きがいのある地域づくりが必要

• 新しい人口構成に相応しいまちのリニューア新しい人口構成に相応しいまちのリニューア新しい人口構成に相応しいまちのリニューア新しい人口構成に相応しいまちのリニューア

ルが必要ルが必要ルが必要ルが必要

奈良で育った子ども奈良で育った子ども奈良で育った子ども奈良で育った子ども達（ベッドタウン達（ベッドタウン達（ベッドタウン達（ベッドタウン

の次世代）のの次世代）のの次世代）のの次世代）の働く場の確保働く場の確保働く場の確保働く場の確保

新しい奈良の住人（ベッドタウンの新世代）新しい奈良の住人（ベッドタウンの新世代）新しい奈良の住人（ベッドタウンの新世代）新しい奈良の住人（ベッドタウンの新世代）

に対する子育て支援の充実に対する子育て支援の充実に対する子育て支援の充実に対する子育て支援の充実

高齢者の増加高齢者の増加高齢者の増加高齢者の増加 「奈良で元気に生きる」施策の充実「奈良で元気に生きる」施策の充実「奈良で元気に生きる」施策の充実「奈良で元気に生きる」施策の充実が必要が必要が必要が必要

１．県内で育った人に県内で働く場を確保１．県内で育った人に県内で働く場を確保１．県内で育った人に県内で働く場を確保１．県内で育った人に県内で働く場を確保～県内で育ち働く、人の循環を～
２２２２．生活に、観光に自然．生活に、観光に自然．生活に、観光に自然．生活に、観光に自然歴史歴史歴史歴史文化資源文化資源文化資源文化資源をををを活用活用活用活用～住んで好し、訪れて好しの奈良県に～
３３３３．新旧世代に住みよく、まち．新旧世代に住みよく、まち．新旧世代に住みよく、まち．新旧世代に住みよく、まちをリニューアルをリニューアルをリニューアルをリニューアル～一粒で２度おいしい奈良のまちに～
４４４４．遅れている交通基盤を充実．遅れている交通基盤を充実．遅れている交通基盤を充実．遅れている交通基盤を充実～道路を良くし、奈良に賑わいを～

５．健康５．健康５．健康５．健康で愉しく一生すごせる奈良県で愉しく一生すごせる奈良県で愉しく一生すごせる奈良県で愉しく一生すごせる奈良県にににに～健康寿命日本一に～
６．生涯よく学び続けられる地域に６．生涯よく学び続けられる地域に６．生涯よく学び続けられる地域に６．生涯よく学び続けられる地域に～よく学んで奈良を楽しむ～
７７７７．農村・森林を大切に．農村・森林を大切に．農村・森林を大切に．農村・森林を大切に～奈良の自然を敬う～ ８．南部・東部を元気に８．南部・東部を元気に８．南部・東部を元気に８．南部・東部を元気に～南部・東部振興は県政の本務～
９９９９．行政サービスを効率的に進める．行政サービスを効率的に進める．行政サービスを効率的に進める．行政サービスを効率的に進める～奈良モデルで行政資源を総動員～
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「奈良県の力底上げ」を実行「奈良県の力底上げ」を実行「奈良県の力底上げ」を実行「奈良県の力底上げ」を実行

人材人材人材人材

財源財源財源財源

ファシリティファシリティファシリティファシリティ

奈良県内の行政資源奈良県内の行政資源奈良県内の行政資源奈良県内の行政資源

県県県県 15,09815,09815,09815,098人人人人 市町村市町村市町村市町村 12,62612,62612,62612,626人人人人

県県県県 4,9364,9364,9364,936億円億円億円億円 市町村市町村市町村市町村 5,3585,3585,3585,358億円億円億円億円

県県県県 722722722722 ヵ所ヵ所ヵ所ヵ所 市町村市町村市町村市町村 5,0295,0295,0295,029 ヵ所ヵ所ヵ所ヵ所

合計合計合計合計 27,72427,72427,72427,724人人人人（令和元年度）（令和元年度）（令和元年度）（令和元年度）

合計合計合計合計 10,29410,29410,29410,294億円億円億円億円（平成（平成（平成（平成30303030年年年年度度度度））））

合計合計合計合計 5,7515,7515,7515,751ヵ所ヵ所ヵ所ヵ所（令和元年度）（令和元年度）（令和元年度）（令和元年度）

職員職員職員職員

決算決算決算決算

施設施設施設施設

奈良県の力底上げプロジェクト奈良県の力底上げプロジェクト奈良県の力底上げプロジェクト奈良県の力底上げプロジェクト

人口動態や経済社会情勢が大きく変化する中、県民満足度調査や

都道府県別ランキング、エビデンスから、県の強み・弱みを分析し、

目指すゴールを明らかにした上で、体系化した戦略を策定し、県内

の行政資源（人材、財源、ファシリティ）を総動員して「奈良県の力底

上げ」を図る。
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「奈良県の力底上げ」の実行には「奈良県の力底上げ」の実行には「奈良県の力底上げ」の実行には「奈良県の力底上げ」の実行には

１．目指すゴールの選択（ターゲッティング）１．目指すゴールの選択（ターゲッティング）１．目指すゴールの選択（ターゲッティング）１．目指すゴールの選択（ターゲッティング）

（１）県民満足度調査から「重要だが不満の項目」を優先して選択（１）県民満足度調査から「重要だが不満の項目」を優先して選択（１）県民満足度調査から「重要だが不満の項目」を優先して選択（１）県民満足度調査から「重要だが不満の項目」を優先して選択

• 県民アンケートにおける重要度が高く、満足度県民アンケートにおける重要度が高く、満足度県民アンケートにおける重要度が高く、満足度県民アンケートにおける重要度が高く、満足度

の低いＤ象限の項目把握の低いＤ象限の項目把握の低いＤ象限の項目把握の低いＤ象限の項目把握

満
足
度

満
足
度

満
足
度

満
足
度

重要度重要度重要度重要度

高高高高

高高高高

B A

C D

• 重要度が高く満足度の低い項目（満足度の低い順）重要度が高く満足度の低い項目（満足度の低い順）重要度が高く満足度の低い項目（満足度の低い順）重要度が高く満足度の低い項目（満足度の低い順）

①市町村行政に対する住民意向の反映①市町村行政に対する住民意向の反映①市町村行政に対する住民意向の反映①市町村行政に対する住民意向の反映

②多様な就業環境の整備②多様な就業環境の整備②多様な就業環境の整備②多様な就業環境の整備

③高齢者・障害者が安心できるまちづくり③高齢者・障害者が安心できるまちづくり③高齢者・障害者が安心できるまちづくり③高齢者・障害者が安心できるまちづくり

④公共④公共④公共④公共交通の交通の交通の交通の利便性利便性利便性利便性 ⑤失業者⑤失業者⑤失業者⑤失業者の不安がないの不安がないの不安がないの不安がない社社社社会会会会づづづづくくくくりりりり

⑥自主⑥自主⑥自主⑥自主防災対策の防災対策の防災対策の防災対策の充実充実充実充実 ⑦安心⑦安心⑦安心⑦安心できる周産期医療できる周産期医療できる周産期医療できる周産期医療体制体制体制体制

⑧防災⑧防災⑧防災⑧防災対策の対策の対策の対策の充実充実充実充実 ⑨障害者⑨障害者⑨障害者⑨障害者支援サービスの支援サービスの支援サービスの支援サービスの充実充実充実充実

（２）都道府県別ランキングから「ランキング下位」を優先選択（２）都道府県別ランキングから「ランキング下位」を優先選択（２）都道府県別ランキングから「ランキング下位」を優先選択（２）都道府県別ランキングから「ランキング下位」を優先選択

①宿泊施設数①宿泊施設数①宿泊施設数①宿泊施設数 ４３位４３位４３位４３位

②就業率②就業率②就業率②就業率 最下位最下位最下位最下位

③道路整備率③道路整備率③道路整備率③道路整備率 ４６位４６位４６位４６位

④事業所数④事業所数④事業所数④事業所数 ３８位３８位３８位３８位

⑤工業系用途比率⑤工業系用途比率⑤工業系用途比率⑤工業系用途比率

最下位最下位最下位最下位

⑥農業産出額⑥農業産出額⑥農業産出額⑥農業産出額 ４５位４５位４５位４５位

ホテル誘致、食の振興ホテル誘致、食の振興ホテル誘致、食の振興ホテル誘致、食の振興

観光振興観光振興観光振興観光振興

働き方改革、子育て支援働き方改革、子育て支援働き方改革、子育て支援働き方改革、子育て支援

交通基盤の充実交通基盤の充実交通基盤の充実交通基盤の充実

働く場の確保働く場の確保働く場の確保働く場の確保

工場誘致、工業ゾーンの創出工場誘致、工業ゾーンの創出工場誘致、工業ゾーンの創出工場誘致、工業ゾーンの創出

農業振興農業振興農業振興農業振興

40.140.140.140.1 24.724.724.724.7
30.930.930.930.944.144.144.144.128.728.728.728.7

42.142.142.142.1
旅館・ホテル施設数㉚43位 就業率㉚47位都道府県管理道路の道路整備率㉘46位事業所数㉘38位

工業系用途比率㉘47位
農業産出額㉚45位
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（３）エビデンスから選択（３）エビデンスから選択（３）エビデンスから選択（３）エビデンスから選択

奈良県の強み・弱みを分析、強みを伸ばし、弱みを補強する奈良県の強み・弱みを分析、強みを伸ばし、弱みを補強する奈良県の強み・弱みを分析、強みを伸ばし、弱みを補強する奈良県の強み・弱みを分析、強みを伸ばし、弱みを補強する

２．戦略を策定（プログラミング）２．戦略を策定（プログラミング）２．戦略を策定（プログラミング）２．戦略を策定（プログラミング）

①ターゲットのデータ収集・分析①ターゲットのデータ収集・分析①ターゲットのデータ収集・分析①ターゲットのデータ収集・分析 ②現場と接触、現場感覚強化②現場と接触、現場感覚強化②現場と接触、現場感覚強化②現場と接触、現場感覚強化

③市町村のイニシアティブを尊重③市町村のイニシアティブを尊重③市町村のイニシアティブを尊重③市町村のイニシアティブを尊重 ④困難を糧に失敗から学習④困難を糧に失敗から学習④困難を糧に失敗から学習④困難を糧に失敗から学習

⑤関係者と目標共有、行動共同のプロセス⑤関係者と目標共有、行動共同のプロセス⑤関係者と目標共有、行動共同のプロセス⑤関係者と目標共有、行動共同のプロセス ⑥仕事から学ぶ⑥仕事から学ぶ⑥仕事から学ぶ⑥仕事から学ぶ

⑦まず勉強会から⑦まず勉強会から⑦まず勉強会から⑦まず勉強会から

奈良県の強み奈良県の強み奈良県の強み奈良県の強み 奈良県の弱み奈良県の弱み奈良県の弱み奈良県の弱み

豊かな自然環境豊かな自然環境豊かな自然環境豊かな自然環境 観光交流の促進観光交流の促進観光交流の促進観光交流の促進

3333つのつのつのつの世界遺産をは世界遺産をは世界遺産をは世界遺産をは

じめとして文化遺産じめとして文化遺産じめとして文化遺産じめとして文化遺産

が豊富が豊富が豊富が豊富

歴史文化資源活用分歴史文化資源活用分歴史文化資源活用分歴史文化資源活用分

野と芸術文化振興分野と芸術文化振興分野と芸術文化振興分野と芸術文化振興分

野に力点を置いた施野に力点を置いた施野に力点を置いた施野に力点を置いた施

策の推進策の推進策の推進策の推進

大学進学率が高く、大学進学率が高く、大学進学率が高く、大学進学率が高く、

専門的な知識を持っ専門的な知識を持っ専門的な知識を持っ専門的な知識を持っ

た人材が多いた人材が多いた人材が多いた人材が多い

県内県内県内県内ででででのののの新たなしごと新たなしごと新たなしごと新たなしごと

の創出（起業支援）の創出（起業支援）の創出（起業支援）の創出（起業支援）

女性の就業率が全国女性の就業率が全国女性の就業率が全国女性の就業率が全国

最下位最下位最下位最下位

女性の活躍推進の女性の活躍推進の女性の活躍推進の女性の活躍推進の

ための支援・啓発ための支援・啓発ための支援・啓発ための支援・啓発

宿泊施設の施設・客宿泊施設の施設・客宿泊施設の施設・客宿泊施設の施設・客

室数ともに少ない室数ともに少ない室数ともに少ない室数ともに少ない

宿泊産業の育成、宿泊産業の育成、宿泊産業の育成、宿泊産業の育成、

支援支援支援支援

県有施設のほぼ半数県有施設のほぼ半数県有施設のほぼ半数県有施設のほぼ半数

が築後が築後が築後が築後30303030年以上経過年以上経過年以上経過年以上経過

し、老朽化が進行し、老朽化が進行し、老朽化が進行し、老朽化が進行

ファシリティマネジメファシリティマネジメファシリティマネジメファシリティマネジメ

ント（ント（ント（ント（FMFMFMFM）の推進）の推進）の推進）の推進

３．戦略の実行（インプリメンテーション）３．戦略の実行（インプリメンテーション）３．戦略の実行（インプリメンテーション）３．戦略の実行（インプリメンテーション）

①選択と集中①選択と集中①選択と集中①選択と集中 ②国の力を借りる②国の力を借りる②国の力を借りる②国の力を借りる ③関係者の③関係者の③関係者の③関係者の力を結集する力を結集する力を結集する力を結集する

④プロセスをモニターする④プロセスをモニターする④プロセスをモニターする④プロセスをモニターする ⑤常に改善を加える⑤常に改善を加える⑤常に改善を加える⑤常に改善を加える
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①統計重視①統計重視①統計重視①統計重視（データを収集・分析してエビデンスをつくる）（データを収集・分析してエビデンスをつくる）（データを収集・分析してエビデンスをつくる）（データを収集・分析してエビデンスをつくる）

②現場重視②現場重視②現場重視②現場重視（現場が良くならないと仕事をしたことにはならない）（現場が良くならないと仕事をしたことにはならない）（現場が良くならないと仕事をしたことにはならない）（現場が良くならないと仕事をしたことにはならない）

③頑張る市町村を助ける③頑張る市町村を助ける③頑張る市町村を助ける③頑張る市町村を助ける（賢く考えて良く走るミッドフィルダーになる）（賢く考えて良く走るミッドフィルダーになる）（賢く考えて良く走るミッドフィルダーになる）（賢く考えて良く走るミッドフィルダーになる）

④失敗することを恐れない精神④失敗することを恐れない精神④失敗することを恐れない精神④失敗することを恐れない精神（リスクを先読みして立ち止まることはしない）（リスクを先読みして立ち止まることはしない）（リスクを先読みして立ち止まることはしない）（リスクを先読みして立ち止まることはしない）

⑤プロセス重視⑤プロセス重視⑤プロセス重視⑤プロセス重視（目標共通化、行動共同化、モニタリングで結果検証）（目標共通化、行動共同化、モニタリングで結果検証）（目標共通化、行動共同化、モニタリングで結果検証）（目標共通化、行動共同化、モニタリングで結果検証）

⑥人材を育てる⑥人材を育てる⑥人材を育てる⑥人材を育てる（生涯世の役に立つ人を育てる）（生涯世の役に立つ人を育てる）（生涯世の役に立つ人を育てる）（生涯世の役に立つ人を育てる）

⑦高度の知賢を集める⑦高度の知賢を集める⑦高度の知賢を集める⑦高度の知賢を集める（まず学ぶことから）（まず学ぶことから）（まず学ぶことから）（まず学ぶことから）

奈良県庁の流儀奈良県庁の流儀奈良県庁の流儀奈良県庁の流儀

奈良県庁の人材育成の考え方（パーソネルマネジメント）奈良県庁の人材育成の考え方（パーソネルマネジメント）奈良県庁の人材育成の考え方（パーソネルマネジメント）奈良県庁の人材育成の考え方（パーソネルマネジメント）

奈良県庁の流儀に磨きをかけ、県内行政資源総動員奈良県庁の流儀に磨きをかけ、県内行政資源総動員奈良県庁の流儀に磨きをかけ、県内行政資源総動員奈良県庁の流儀に磨きをかけ、県内行政資源総動員

（奈良県の力を底上げし、奈良モデルを実行）（奈良県の力を底上げし、奈良モデルを実行）（奈良県の力を底上げし、奈良モデルを実行）（奈良県の力を底上げし、奈良モデルを実行）

Mission

Motivation

Leadership

Communication

（使命）（使命）（使命）（使命）

（意欲）（意欲）（意欲）（意欲）

（指導力）（指導力）（指導力）（指導力）

（意思疎通）（意思疎通）（意思疎通）（意思疎通）

職員にワクワクする使命を与える

のは上司の使命

ミッション実現能力の向上には長期

的視野に立った自己研鑽が必要

やる気で人を引っ張る、新しいア

イディアを生み出す

職場内外での協調性・調整力を

発揮するにはコミュニケーション

能力が必要不可欠

ｍｍ MotivationMotivationMotivationMotivationMissionMissionMissionMission eadershipeadershipeadershipeadership
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地域の行政資源（人材）を総動員する（奈良モデル）地域の行政資源（人材）を総動員する（奈良モデル）地域の行政資源（人材）を総動員する（奈良モデル）地域の行政資源（人材）を総動員する（奈良モデル）

県の役割＝賢く県の役割＝賢く県の役割＝賢く県の役割＝賢く考えてよく走るＭＦ考えてよく走るＭＦ考えてよく走るＭＦ考えてよく走るＭＦ

① 国にお願いする（陳情）

② 国の力を借りる（予算、助言）

③ 庁内の横パスを重視（庁内連

携、プロジェクトチームづくり）

④ 市町村へのキラーパスで市町

村が得点（奈良モデルの財政

支援、技術支援）

⑤ 市町村間の広域連携も支援

⑥ ピッチ外で考える人も必要

活発に動き回るＭＦ活発に動き回るＭＦ活発に動き回るＭＦ活発に動き回るＭＦ

市町村
県県県県

国

市町村

県の役割のイメージ

よく考える

スコアラー

⑥

データを

収集分析

⑥

③

②①

⑤

市町村④市町村
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ⅠⅠⅠⅠ 栄える「都」をつくる栄える「都」をつくる栄える「都」をつくる栄える「都」をつくる

ⅡⅡⅡⅡ 賑わう「都」をつくる賑わう「都」をつくる賑わう「都」をつくる賑わう「都」をつくる

ⅢⅢⅢⅢ 愉しむ「都」を愉しむ「都」を愉しむ「都」を愉しむ「都」をつくるつくるつくるつくる

4 4 4 4 魅力ある魅力ある魅力ある魅力ある観光地づくり観光地づくり観光地づくり観光地づくり (20)(20)(20)(20)～～～～(30)(30)(30)(30)

1111 地域経済活性化地域経済活性化地域経済活性化地域経済活性化 (1)(1)(1)(1)～～～～(8)(8)(8)(8) 2 2 2 2 働き方改革の推進と就業働き方改革の推進と就業働き方改革の推進と就業働き方改革の推進と就業支援支援支援支援 (9)(9)(9)(9)～～～～(12)(12)(12)(12)

ⅣⅣⅣⅣ 便利な「都」をつくる便利な「都」をつくる便利な「都」をつくる便利な「都」をつくる

5 5 5 5 観光奈良の魅力向上・発信観光奈良の魅力向上・発信観光奈良の魅力向上・発信観光奈良の魅力向上・発信 (31)(31)(31)(31)～～～～(35)(35)(35)(35)

3 3 3 3 滞在型観光の定着滞在型観光の定着滞在型観光の定着滞在型観光の定着 (13)(13)(13)(13)～～～～(19)(19)(19)(19)

7 7 7 7 「きれいな奈良県」づくり「きれいな奈良県」づくり「きれいな奈良県」づくり「きれいな奈良県」づくり (42)(42)(42)(42)～～～～(47)(47)(47)(47)

8888 くらしやすいまちづくりくらしやすいまちづくりくらしやすいまちづくりくらしやすいまちづくり (48)(48)(48)(48)～～～～(52)(52)(52)(52)

6666 「安全安心な地域」づくり「安全安心な地域」づくり「安全安心な地域」づくり「安全安心な地域」づくり (36)(36)(36)(36)～～～～(41)(41)(41)(41)

10101010 女性活躍の推進女性活躍の推進女性活躍の推進女性活躍の推進 (58)(58)(58)(58)～～～～(60)(60)(60)(60) 11 11 11 11 エネルギー政策エネルギー政策エネルギー政策エネルギー政策(61)(61)(61)(61)～～～～(62)(62)(62)(62)

9 9 9 9 地域で子どもを健やかに育てる地域で子どもを健やかに育てる地域で子どもを健やかに育てる地域で子どもを健やかに育てる (53)(53)(53)(53)～～～～(57)(57)(57)(57)

13131313 鉄道整備鉄道整備鉄道整備鉄道整備 (79)(79)(79)(79)～～～～(83)(83)(83)(83) 14 14 14 14 バス輸送環境整備バス輸送環境整備バス輸送環境整備バス輸送環境整備 (84)(84)(84)(84)～～～～(85)(85)(85)(85)12 12 12 12 道路整備道路整備道路整備道路整備 (63)(63)(63)(63)～～～～(78)(78)(78)(78)

９つの都９つの都９つの都９つの都『『『『九条大路戦略九条大路戦略九条大路戦略九条大路戦略』』』』

２８の坊２８の坊２８の坊２８の坊『『『『２８坊戦略２８坊戦略２８坊戦略２８坊戦略』』』』

１５１の街１５１の街１５１の街１５１の街『『『『１５１街戦略１５１街戦略１５１街戦略１５１街戦略』』』』

～～～～奈奈奈奈良良良良県県県県経経経経済済済済のののの好好好好循循循循環環環環をををを促促促促しししし、、、、働働働働ききききややややすすすすくくくく、、、、就就就就業業業業ししししややややすすすすいいいい

奈良県にする奈良県にする奈良県にする奈良県にする～～～～

～～～～奈奈奈奈良良良良がががが有有有有すすすするるるる自自自自然然然然・・・・歴歴歴歴史史史史・・・・文文文文化化化化資資資資源源源源をををを活活活活用用用用しししし、、、、観観観観光光光光産産産産業業業業

を振興する～を振興する～を振興する～を振興する～

～～～～県県県県民民民民がががが安安安安心心心心ししししてててて快快快快適適適適にににに暮暮暮暮ららららしししし続続続続けけけけらららられれれれるるるる奈奈奈奈良良良良ををををつつつつくくくくるるるる～～～～

～～～～県県県県土土土土ママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトトをををを推推推推進進進進しししし、、、、効効効効率率率率的的的的でででで便便便便利利利利なななな交交交交通通通通基基基基盤盤盤盤をををを

つくる～つくる～つくる～つくる～

＝新平城京戦略＝新平城京戦略＝新平城京戦略＝新平城京戦略○戦略の体系○戦略の体系○戦略の体系○戦略の体系
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ⅥⅥⅥⅥ 智恵の智恵の智恵の智恵の「都」をつくる「都」をつくる「都」をつくる「都」をつくる

ⅦⅦⅦⅦ 豊かな「豊かな「豊かな「豊かな「都」をつくる都」をつくる都」をつくる都」をつくる

ⅧⅧⅧⅧ 誇らしい「誇らしい「誇らしい「誇らしい「都」を都」を都」を都」をつくるつくるつくるつくる

24 24 24 24 森林環境管理・林業振興森林環境管理・林業振興森林環境管理・林業振興森林環境管理・林業振興 (131)(131)(131)(131)～～～～(135)(135)(135)(135)

19 19 19 19 教育の振興教育の振興教育の振興教育の振興 (103)(103)(103)(103)～～～～(111)(111)(111)(111) 20 20 20 20 文化財文化財文化財文化財の保存・活用、文化財の防災、文化の振興の保存・活用、文化財の防災、文化の振興の保存・活用、文化財の防災、文化の振興の保存・活用、文化財の防災、文化の振興 (112)(112)(112)(112)～～～～(118)(118)(118)(118)

ⅨⅨⅨⅨ 爽やかな爽やかな爽やかな爽やかな「「「「都」をつくる都」をつくる都」をつくる都」をつくる

23232323 畜産・水産業振興畜産・水産業振興畜産・水産業振興畜産・水産業振興 (128)(128)(128)(128)～～～～(130)(130)(130)(130)22222222 農業・農地・農村・食と農の振興農業・農地・農村・食と農の振興農業・農地・農村・食と農の振興農業・農地・農村・食と農の振興 (122)(122)(122)(122)～～～～(127)(127)(127)(127)

25 25 25 25 南部・東部の振興南部・東部の振興南部・東部の振興南部・東部の振興 (136)(136)(136)(136)

27272727 行政マネジメント行政マネジメント行政マネジメント行政マネジメント (146)(146)(146)(146)～～～～(148)(148)(148)(148)

28282828 財政マネジメント財政マネジメント財政マネジメント財政マネジメント (149)(149)(149)(149)～～～～(151)(151)(151)(151)

26262626 奈良モデルの実行奈良モデルの実行奈良モデルの実行奈良モデルの実行 (137)(137)(137)(137)～～～～(145)(145)(145)(145)

21 21 21 21 海外との交流展開海外との交流展開海外との交流展開海外との交流展開 (119)(119)(119)(119)～～～～(121)(121)(121)(121)

ⅤⅤⅤⅤ 健やかな健やかな健やかな健やかな「都」をつくる「都」をつくる「都」をつくる「都」をつくる

17 17 17 17 福祉福祉福祉福祉の充実の充実の充実の充実 (96)(96)(96)(96)～～～～(99)(99)(99)(99)16 16 16 16 地域医療の総合マネジメント・地域包括ケアの充実地域医療の総合マネジメント・地域包括ケアの充実地域医療の総合マネジメント・地域包括ケアの充実地域医療の総合マネジメント・地域包括ケアの充実(89)(89)(89)(89)～～～～(95)(95)(95)(95)

15 15 15 15 健康寿命日本一を目指した健康づくり健康寿命日本一を目指した健康づくり健康寿命日本一を目指した健康づくり健康寿命日本一を目指した健康づくり (86)(86)(86)(86)～～～～(88)(88)(88)(88)

18 18 18 18 だれでもいつでもどこでもスポーツできる環境づくりだれでもいつでもどこでもスポーツできる環境づくりだれでもいつでもどこでもスポーツできる環境づくりだれでもいつでもどこでもスポーツできる環境づくり (100)(100)(100)(100)～～～～(102)(102)(102)(102)

～健康寿命日本一を目標に、高齢者、障害者を含む～健康寿命日本一を目標に、高齢者、障害者を含む～健康寿命日本一を目標に、高齢者、障害者を含む～健康寿命日本一を目標に、高齢者、障害者を含む、誰、誰、誰、誰もが健もが健もが健もが健

やかに暮らせる地域をつくる～やかに暮らせる地域をつくる～やかに暮らせる地域をつくる～やかに暮らせる地域をつくる～

～すべての県民が、生涯良く学び続けられ～すべての県民が、生涯良く学び続けられ～すべての県民が、生涯良く学び続けられ～すべての県民が、生涯良く学び続けられ、奈良、奈良、奈良、奈良の歴史文化にの歴史文化にの歴史文化にの歴史文化に

親しめる地域をつくる～親しめる地域をつくる～親しめる地域をつくる～親しめる地域をつくる～

～県内の農・畜産・水産業・林業の振興、農村活性化～県内の農・畜産・水産業・林業の振興、農村活性化～県内の農・畜産・水産業・林業の振興、農村活性化～県内の農・畜産・水産業・林業の振興、農村活性化、森林、森林、森林、森林をををを

護る施策を進める～護る施策を進める～護る施策を進める～護る施策を進める～

～交流、定住の促進により、南部地域・東部地域を、頻繁に訪～交流、定住の促進により、南部地域・東部地域を、頻繁に訪～交流、定住の促進により、南部地域・東部地域を、頻繁に訪～交流、定住の促進により、南部地域・東部地域を、頻繁に訪

れてもらえるれてもらえるれてもらえるれてもらえる、住み続けられる、住み続けられる、住み続けられる、住み続けられる地域にする～地域にする～地域にする～地域にする～

～奈良が持つ行政資源を総動員し、効率的・効果的な行財政マ～奈良が持つ行政資源を総動員し、効率的・効果的な行財政マ～奈良が持つ行政資源を総動員し、効率的・効果的な行財政マ～奈良が持つ行政資源を総動員し、効率的・効果的な行財政マ

ネジメントを行い、行き届いた行政サービスを届ける～ネジメントを行い、行き届いた行政サービスを届ける～ネジメントを行い、行き届いた行政サービスを届ける～ネジメントを行い、行き届いた行政サービスを届ける～


