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力強い市町村づくり

（１）「奈良モデル」の実行

アクション・プラン作成の趣旨
このアクション・プランは、「奈良県南部・東部振興基本計画」に掲げる３つの戦略（「住み続けたくなる、還りたく
なる地域づくり（定住の促進）」「訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）」「力強い市町村づくり」）を柱とし
て、県が取り組む事業を具体的に記載したものです。
アクション・プランは毎年度策定し、ＰＤＣＡによる進捗管理を行い、「基本計画」の目指す姿の実現を図ります。





 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする

（１）働きやすくする

南部･東部地域おいて住みよい環境づくりを進めるとともに
「働く場」と「働く人」を増やす取組を進めます

戦略１ 住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり（定住の促進）

① 地域経済の活性化
・企業誘致、起業・創業支援
・地域産業の振興
・商業の振興
・漢方のメッカ推進

② 食・農・畜産・水産業の振興
・食と農の振興
・畜産業の振興
・水産業の振興

③ 森林環境管理制度の推進・林業の振興
・新たな森林環境管理体制の構築・推進
・災害に強い森林づくり
・持続的に森林資源を供給する森林づくり
・生物多様性が保全される森林づくり
・森林のレクリエーション機能の強化
・奈良の木ブランド戦略の推進
・県産材の需要拡大
・県産材の加工・流通の促進

1



 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする

【Ｒ４年度の主な事業概要】

当初予算

企業立地促進補助事業（南部・東部地域
振興補助金）

【企業立地推進課】

戦略的企業誘致事業

【企業立地推進課】

中南和振興のための産業集積地形成事
業

【企業立地推進課】

「奈良ブランド」開発支援事業

【産業振興総合センター】

SPA店舗運営事業

【産業振興総合センター】

販路拡大支援事業

【産業振興総合センター】

事業名 事業内容
R４年度予算　（単位：千円）

再掲

首都圏販路拡大プロジェクト事業
　商談会の開催、展示会の出展支援等を通じて、県内企業と首
都圏バイヤー等との商談機会を提供、商談終了後のフォロー
アップを支援
海外展開促進支援事業
　ジェトロ奈良貿易情報センターと連携し、県内企業の海外販
路拡大の支援や奈良県への投資を促進する環境を整備、ジェ
トロ奈良貿易情報センターの運営負担等、海外展開のリーディ
ングカンパニーを表彰・ＰＲ
海外販路拡大プロジェクト事業
　海外への販路拡大を検討している企業ニーズに対応するた
め、海外進出の取組を支援
デジタルマーケティング支援事業
　新たな販売ツールとして、ＥＣ（電子商取引）の活用を促進
　・ＥＣの活用を目指す企業の商品開発、キャッシュレス決済、
　　物流効率化等の環境構築を支援
　・ＥＣサイトへの出店支援や既存出店企業のブラッシュアップ
　　を実施

南部・東部地域に立地する企業活力集積促進補助金の対象企
業に対し南部・東部地域振興補助金を加算
　加算額　固定資産投資額　5億円以上　1千万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　 10億円以上　2千万円

自社のブランド化を目指す企業に対し、自社ブランドの構築及
び商品開発の取組を支援
　・ブランドアドバイザ－による指導
　・東京等での展示会の開催

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
　トップセミナーの実施（東京、大阪）
　ビジネスマッチングでの立地環境等のPR活動

首都圏での店舗運営の実践により、県内中小企業のＳＰＡ（企
画から製造・小売までを一貫して行うビジネスモデル）業態への
転換を促進
　専門家を交えたブラッシュアップ
　県内事業者の発掘及びフォローアップ
　勉強会の開催

京奈和自動車道御所インターチェンジ周辺において中南和地
域の通勤圏内での雇用機会の創出を実現する産業集積地を
形成
　埋蔵文化財発掘調査
　旧御所東高校除却工事ほか

２月補正

100,000

8,402

1,150,200

3,198

2,133

36,039
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする

当初予算
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

２月補正

中小企業等経営改善普及事業補助

【地域産業課】

中小企業連携組織対策事業補助

【地域産業課】

中小企業組合等デジタル化推進支援事
業

【地域産業課】

木材の利用・森林林業の試験研究及び技
術開発事業（森林技術センター）

【森と人の共生推進課】

新たな工芸デザイン開発・販路開拓事業

【産業振興総合センター】

魅力ある県産品開発支援事業

【産業振興総合センター】

高等技術専門校就業支援事業

【雇用政策課】

制度融資（組織強化育成資金）

【地域産業課】

1,022,490

69,657

高等技術専門校に就業支援員を配置し、就職・起業・職場定着
支援を実施
　外部講師による就業支援セミナーの開催
　製造業等の民間企業における職場実習の実施
　県内起業家による合同展示会の実施

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
に対し補助
　補助対象職員（指導員）　9人
　組合指導情報整備事業、組合等への情報提供事業、創業連
携組織等活動促進事業等

奈良の魅力を高めるギフトや土産物の充実を図るため、顧客
志向の商品開発力向上を支援
　県内の中小企業者が行う魅力ある土産物等の商品開発・改
良に対し補助
　補助上限　800千円/件

中小企業団体中央会が行う中小企業のデジタル化に向けたオ
ンライン展示会への出展支援や、デジタル化・IT活用勉強会の
開催に対し補助

中小企業等協同組合、商工組合、その他組合で商工中金の貸
付対象となる団体並びに組合員を対象とする資金
　　　貸付限度枠　　 設備 組合　100,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　　 個人　80,000千円
　　　　　　　　　　　　　運転 組合　100,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　　 個人　70,000千円
　　　貸付利率　　　　1.775％
　　　貸付期間　　　　設備　10年（うち１年据置）
　　　　　　　　　　　　　運転　7年  （うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 10億円

木材の利用･森林林業の試験研究および技術開発を行う
奈良県産スギ材・ヒノキ材を用いた衝撃吸収フローリングの開
発　など11題

商工会、商工会議所及び県商工会連合会が行う中小企業者等
の経営改善普及に対し補助
　商工会　33カ所　　商工会議所　4カ所
　　補助対象職員（指導員等）　159人
　商工会連合会
　　補助対象職員（指導員等）　 41人
　地域産業が抱える課題解決に向けた取組や、経営発達支援
計画・事業継続力強化支援計画に基づく取組に対し補助

なら歴史芸術文化村において、奈良の伝統工芸産業の活性化
に向けた取組を実施。
伝統工芸ワークショップや展示会、郷土教育事業の開催

4,061

63

2,890

27,820

3,000

2,507
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする

当初予算
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

２月補正

制度融資（経営強化資金）

【地域産業課】

制度融資（小規模企業者支援資金）

【地域産業課】

制度融資（地域産業振興資金）

【地域産業課】

制度融資（経営環境変化・災害対策資金）

【地域産業課】

制度融資（セーフティネット対策資金）

【地域産業課】

制度融資(新型コロナウイルス感染症対
応資金（伴走支援型）) 359,782

【地域産業課】

制度融資（再生支援資金）

【地域産業課】

制度融資（創業支援資金）

【地域産業課】

業況の悪化や災害等で売上等が減少している中小企業等で知
事の認定を受けた者等を対象とする資金
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　50,000千円
　　　貸付利率　　　　金融機関所定金利
　　　　　　　　　　　　  又は5年以内1.7％、5年超1.75％
　　　貸付期間　　　　７年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 20億円

小規模企業者を対象とする資金
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　20,000千円
　　　貸付利率　　　　金融機関所定金利又は1.575％
       貸付期間　　　　10年（うち１年据置）
       貸付枠　　　　　 12億円

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
　　　貸付限度額　　 設備・運転　50,000千円
　　　貸付利率　　　　金融機関所定金利又は1.775％
　　　貸付期間　　　  10年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　 　115億円

新型コロナウイルス感染症により資金繰りに影響を受けた者
で、金融機関の継続的な伴走支援を受ける者を対象とする資
金
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　60，000千円
　　　貸付利率　　　　1.2％
　　　貸付期間　　　　10年（うち５年据置）
　　　貸付枠　　　　　 1,000億円

業況の悪化や災害等で売上等が減少している中小企業等で市
町村長の認定を受けた者を対象とする資金
　　　貸付限度枠　　 運転　50,000千円
　　　貸付利率　　　　金融機関所定金利
　　　　　　　　　　　　　又は5年以内1.7％、5年超1.75％
（大規模経済危機等対策資金は金融機関所定金利又は
1.675％）
　　　貸付期間　　　　７年（うち１年据置）
　　　（大規模経済危機等対策資金は10年（うち２年据置））
　　　貸付枠　　　　　 20億円

地域産業事業者を対象とする資金
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　50,000千円
　　　貸付利率　　　　金融機関所定金利又は1.575％
       貸付期間　　　　10年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 50億円

創業しようとする者を対象とする資金
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　35,000千円
　　　貸付利率　　　　1.575％
       貸付期間　　　　７年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 10億円

認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の
計画等に従って事業再生を行う者を対象とする資金
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　50,000千円
　　　貸付利率　　　　1.75％
       貸付期間　　　　15年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 ８億円

7,975

8,027

1,025,825

4,923,466

1,565

13,581

10,070
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする

当初予算
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

２月補正

制度融資（創業支援資金（認定枠））

【地域産業課】

制度融資（女性・若者・シニア・ＵＩＪターン
創業支援資金）

【地域産業課】

制度融資（創業支援資金（南部・東部
枠））

【地域産業課】

制度融資（チャレンジ応援資金）

【地域産業課】

制度融資（チャレンジ応援資金（認定枠））

【地域産業課】

制度融資（チャレンジ応援資金（小規模企
業枠））

【地域産業課】

制度融資（研究開発支援資金）

【地域産業課】

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
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　15,000千円
　　　貸付利率　　　　0.0％
　　　貸付期間　　　　７年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 2億円
　　　保証料を県が全額負担

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
は事業転換を行おうとする者を対象とする資金
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　50,000千円
　　　貸付利率　　　　0.0％
　　　貸付期間　　　　設備　15年（うち１年据置）
　　　　　　　　　　　　　運転　10年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 10億円
　　　保証料を県が全額負担

新製品や新サービスの提供等に向け、実証研究や試作品製造
等の研究開発に取り組む者で、優れた事業計画を有する者を
対象する資金
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　50,000千円
　　　貸付利率　　　　0.0％
　　　貸付期間　　　　15年（うち５年据置）
　　　貸付枠　　　　　 ４億円
　　　保証料を県が全額負担

認定支援機関等の支援を受けて創業しようとする女性、３５歳
未満の者、５５歳以上の者又はＵＩＪターン該当者を対象とする
資金
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　15,000千円
　　　貸付利率　　　　0.0％
　　　貸付期間　　　　７年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 5億円
　　　保証料を県が全額負担

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
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　280,000千円
　　　貸付利率　　　　金融機関所定金利
　　　貸付期間　　　　設備　15年（うち１年据置）
　　　　　　　　　　　　　運転　10年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 10億円

奈良県南部地域・東部地域で創業しようとする者を対象とする
資金
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　15,000千円
　　　貸付利率　　　　0.0％
　　　貸付期間　　　　７年（うち１年据置）
　　  貸付枠　　　　　 ２億円
　　　保証料を県が全額負担

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
する小規模事業者を対象とする資金
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　50,000千円
　　　貸付利率　　　　金融機関所定金利又は1.7％
　　　貸付期間　　　　設備　15年（うち１年据置）
　　　　　　　　　　　　　運転　10年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 20億円
　　　保証料を県が全額負担

55,742

6,495

18,137

61,174

13,379

2,207

42,893
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする

当初予算２月補正
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

制度融資（インバウンド等対応資金）

【地域産業課】

制度融資（地域未来投資促進資金）

【地域産業課】

制度融資（働き方改革推進企業等
応援資金）

【地域産業課】

制度融資（新エネルギー等対策資金）

【地域産業課】

制度融資（事業承継支援資金）

【地域産業課】

　　奈良県美しい南部・東部地域を県と市
町村が協働して振興を図る条例推進事業

【南部東部振興課】

奥大和振興プロジェクト検討事業

【南部東部振興課】
【奥大和移住・交流推進室】

　　奥大和小規模多機能拠点構築事業

【奥大和移住・交流推進室】

3,329

12,596

2,977

2,243

27,708

14,500

地域経済牽引事業計画に基づき設備投資等の事業を実施す
る者を対象とする資金
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　280,000千円
　　　貸付利率　　　　金融機関所定金利
　　　貸付期間　　　　設備　15年（うち１年据置）
　　　　　　　　　　　　　運転　７年 （うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 20億円
　　　保証料を県が全額負担

外国人観光客の買物やサービス需要等を取り込むための環境
整備に取り組む者を対象とする資金
　　　貸付限度枠　　 運転　50,000千円
　　　貸付利率　　　　金融機関所定金利
　　　貸付期間　　　　設備　15年（うち１年据置）
　　　　　　　　　　　　　運転　10年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 ２億円
　　　保証料を県が全額負担

働き方改革の趣旨に沿った取組や賃上げ等を行う中小企業者
を対象とした資金
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　50,000千円
　　　貸付利率　　　　金融機関所定金利
　　　貸付期間　　　　７年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 ３億円
　　　保証料を県が全額負担

事業承継を行う者を対象とする資金
　　　貸付限度枠　　 設備・運転　100,000千円
　　　貸付利率　　　　金融機関所定金利又は1.575％
　　　貸付期間　　　　10年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 ８億円
　　　保証料を県が全額負担

再生可能エネルギーを活用する施設等の導入を行う者を対象
とする資金

　　　貸付限度枠　　 設備　280,000千円
　　　貸付利率　　　　金融機関所定金利
　　　貸付期間　　　　15年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　　 ４億円

奥大和地域の各市町村において、多機能拠点を形成するとと
もに、奥大和移住定住交流センターを核に各拠点を結節する
ためのネットワークを構築

南部・東部振興基本計画の推進及び具体的な取組の実現に向
けた調査・検討と、市町村の諸問題解決のための取組に対した
支援 10,000

奈良県美しい南部・東部地域を県と市町村が協働して振興を図
る条例に基づき、県と市町村が協働して地域の課題を解決す
るための調査・検討を実施 10,000

○新  

○新  
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする

当初予算
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

２月補正

奥大和人材育成事業

【奥大和移住・交流推進室】

奥大和雇用創造促進事業

【奥大和移住・交流推進室】

ふるさと創生協力隊設置事業

【奥大和移住・交流推進室】

奥大和移住定住促進事業

【奥大和移住・交流推進室】

地域産業振興センター事業

【産業振興総合センター】

起業家創出プロジェクト事業

【産業振興総合センター】

起業による女性活躍応援事業

【女性活躍推進課】

中小企業技術支援事業　皮革産業
支援事業

【産業振興総合センター】

宇陀市下水前処理施設維持管理費
補助事業

【地域産業課】

・起業家支援の実施
　起業の資金面の障壁を軽減し、実創業を支援
　　　創業支援金　　３枠

（公財）奈良県地域産業振興センターが行う県内事業者への総
合的な支援活動に対し補助
　県との連携を強化し、産業支援体制を充実
　　窓口相談業務、専門家派遣等
　　企業間連携支援コーディネーターの配置
    国内商談会への出展支援

・女性起業家交流会の開催
・奈良の先輩女性起業家をHP等で紹介

奥大和地域において、複数の市町村にまたがる広域的な地域
振興活動に従事する人材を、ふるさと創生協力隊として採用し
配置

25,623

菟田野毛皮革工場団地内に設置されている宇陀市下水前処
理施設の維持管理費に対して支援し、周辺環境の保全及び地
場産業の振興を図る
＜事業内容＞
宇陀市下水前処理施設を円滑に運営するための維持管理費
に対して補助
　・維持管理事業の内容
　　汚水・汚泥の処理及び処分、水質等の試験・検査、設備
　　機械の維持管理
　・管理業務等
　　　補　助　先：宇陀市
　　　補　助　率：1/2

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

・奥大和移住定住交流センターengawaの運営
・ホームページによる移住情報の発信
・移住・定住、多地域居住を推進するための拠点を整備する市
町村への補助、モデルプランの作成
・地域受け入れ協議会が行う移住・定住、他地域居住を推進す
る取組に対する補助
・奥大和地域19市町村で構成する「奥大和移住・定住連携協議
会」における、情報発信、相談窓口の充実、移住体験プログラ
ム等の実施

奥大和地域において、様々な分野で活躍する人材育成を推進
・奥大和地域での持続可能な地域づくりを学ぶ講座の開催
・奥大和地域で活躍する人材を育成する講座の開催
・奥大和地域の各拠点で活躍するリーダーを発掘、育成する伴
走型支援プログラムの実施
・奥大和地域の企業を対象とした販路拡大講座の開催　　等

奥大和地域への移住・定住を促進するため、魅力ある仕事づく
りを推進
・国内および海外デザイナーが奥大和地域に滞在し、デザイン
制作やブランディングを提案するプログラムの実施
・奥大和地域の生産者、加工、販売者等が異分野人材と協業
し、新規事業開拓及び販路拡大を促進するためのセミナー等
の実施
・企業のサテライトオフィス誘致に向けたモニターツアーの実施
・奥大和の仕事や暮らしを体験するプログラムの実施

127,994

11,250

321

10,455

49,949

60

14,350

21,500

7



 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする

当初予算
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

２月補正

小規模地場産業振興補助事業

【地域産業課】

漢方のメッカ推進プロジェクト事業

【産業政策課】

国産生薬品質確保事業

【薬務課】

大和の生薬の薬効研究事業

【薬務課】

漢方のメッカ推進プロジェクト事業
（薬用作物の生産流通振興）

【農業水産振興課】

キハダ研究推進事業

【産業政策課】

大和の新製剤開発事業

【薬務課】

奈良のくすりＰＲ・販売促進事業

【薬務課】

漢方製剤等の国内販売促進事業

【薬務課】

漢方関連食品の製品化に向けた研究事
業

【産業振興総合センター】

毛皮革業界が実施する商品・デザイン・技術開発及び改良事
業、市場開拓事業等に対して補助(東部振興に係る事業のみ
記載)
　　補　助　先：奈良県毛皮革協同組合連合会
　　　　　　　　　 宇陀市菟田野毛皮革産業振興協議会
　　補　助　率：9/10、2/3、1/3

中国からの供給リスクを踏まえた品質・安全性を保証する方法
の確立

プロジェクト検討会等の開催・運営
漢方薬等の販路拡大の促進

県産薬用作物の医薬品以外の部位を利用し新たな食品を開発
　薬用作物の成分分析、機能性評価方法の確立、加工方法の
研究

薬用作物（ヤマトトウキ等）について、研究開発された技術の普
及を図る
奈良県ゆかりの薬用作物の安定供給を目指した研究の実施
    ヤマトトウキの地域ブランド力を高める生産技術の開発
　　宇陀地域に適した薬草栽培技術の開発

県産キハダ（オウバク）の実用化に向けた研究

製薬企業、使用者双方から要望の高い生薬製剤の開発と利便
性を追求した製剤を開発

産学官協力の下で開発した漢方製剤等の販路拡大

伝統的・経験的に良品とされてきた県産生薬を科学的側面から
バックアップ

「奈良のくすり」の認知度向上のためのＰＲを行い、産学官協力
の下で開発した漢方製剤等の販売を促進

2,360

7,060

2,498

2,026

3,863

600

2,629

1,188

1,910

7,533
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする

当初予算
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

２月補正

川上・川下のマッチング事業

【産業政策課】

漢方フィールドワーク事業

【産業政策課】

漢方関連商品等販売促進事業

【産業政策課】

　　　漢方情報発信力強化事業

【産業政策課】

　　　漢方プロジェクト推進支援事業

【産業政策課】

チャレンジ品目支援事業

【農業水産振興課】

リーディング品目支援事業

【農業水産振興課】

首都圏等での大和野菜等販路開拓事業

【豊かな食と農の振興課】

農産物直売所支援事業

【豊かな食と農の振興課】

奈良県産地パワーアップ事業

【農業水産振興課】

奈良県農畜水産物ブランド認証推進事業

【農業水産振興課】

企業版ふるさと納税を活用し、以下の取組を推進
・研究用備品を導入し、民間企業の製品開発を支援
・漢方ＰＲ動画を作成し、漢方の有効性を訴求 20,000

795

動画配信サイトを活用した情報発信を行うとともに、奈良県漢
方のメッカ推進協議会会員を対象とした勉強会の開催

奈良県漢方のメッカ推進協議会の運営,講演会の開催
首都圏及び近畿圏での大規模展示会への出展

ワークショップ等の開催

漢方関連商品のBtoCの販売会等の開催

奈良県の農畜水産物について品質でブランド認証を行うため、
制度を運営、PR等を実施

県と協定を結んだ農産物直売所「地の味　土の香」の魅力向上
とブランド化支援
　・新規協定直売所の公募
　・専門家派遣、研修会、先進事例調査
　・農産物モニタリング調査（残留農薬の調査）
　

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
・次世代に継承できる柿産地振興事業
　　高品質果実生産に係る「縮伐・せん定」技術実証の見本園
　　設置に対し補助、需要のある補完品目に対応する生産対
    策を支援
・高級大和茶生産販売促進事業
　　米国向け輸出茶生産および放棄茶園の整備を支援
　

首都圏での大和野菜等県産農産物の販売を増やすため、新規
販路開拓を推進
　・東京都市場での県産農産物ＰＲ
  ・量販店等での販売会・体験型イベントの実施
　・実践販売力強化研修の開催

産地の収益力向上を図るため、施設整備及び農業機械、生産
資材に対して補助

2,110

5,559

5,216

678

42,839

1,614

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
・花木産地活性化支援事業
　　新規品目試験導入による周年出荷体制強化を支援
　　既存品目の現地栽培試験と市場ニーズの調査
・イチジク東京出荷推進事業
　　出荷の前進化推進、市場関係者等との意見交換会

2,670

738

508

○新  

○新  
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする

当初予算
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

２月補正

大和牛ブランド力強化体制支援事業

【畜産課】

農業新規参入者支援事業

【担い手・農地マネジメント課】

新規就農者確保事業

【担い手・農地マネジメント課】

中山間地域等直接支払事業

【農村振興課】

農地マネジメント推進事業

【担い手・農地マネジメント課】

なら農地有効活用推進事業

【担い手・農地マネジメント課】

一般農道整備事業

【農村振興課】

多面的機能支払事業

【農村振興課】

地籍調査事業

【担い手・農地マネジメント課】

農業の６次産業化支援事業

【豊かな食と農の振興課】

河川漁業増殖奨励事業

【農業水産振興課】

農山漁村発イノベーションサポートセンターを設置し、研修会・
個別相談等により、付加価値向上を目指す事業体の取組を支
援
農林水産物等の多様な地域資源を活用し、新商品の開発等に
対する補助

農地及び農業用施設の保全管理活動や多面的機能の維持管
理のための取組等を地域ぐるみで行う活動組織に対し、国の
制度と連動し、交付金を交付
　農業生産資源の基礎的保全活動や多面的機能の維持・発揮
を支える共同活動への交付

国土調査法及び国土調査促進特別措置法に基づき地籍調査
を進める市町村に対し負担金を交付し、地籍の明確化を推進

集落協定に基づき５年間以上継続して農業生産活動を行う農
業者に対し、国の制度と連動し、交付金を交付

担い手への農地の集積を推進するため（公財）なら担い手・農
地サポートセンターによる農地の出し手・受け手のマッチングを
実施
　センターが実施する農地の賃借による担い手への農地集積
　一定割合以上の農地を貸し付ける地域や貸付けにより離農・
経営転換する者等に対し、協力金を交付
   （農地中間管理事業等推進基金活用事業）
借受希望者が少ない特定農山村地域において農地の受け手
に対して支援

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　ほか

漁獲高の増を促進するため、健全かつ再生産に寄与するあゆ
及び県内産ふなの放流に対し補助
　実施主体　奈良県漁業協同組合連合会

農地マネジメントを推進する地域における担い手農家への農地
集積を阻害する耕作放棄地について、農地中間管理機構によ
る権利取得と再生を推進し、農地の有効活用と水田の畑地化
による生産性の高い野菜等の作付けを実施

新規就農希望者に対し、なら食と農の魅力創造国際大学校で
の基礎研修及び農家受入による実践研修を実施

大和牛ブランド認証制度に基づく大和牛の品質向上を推進す
るため、大和牛生産者の優良血統肥育素牛の導入を支援

6,200

4,877

236,345

264,068

農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、就農準備
資金、経営開始資金の交付や新規就農者の機械・施設等の導
入支援を行うとともに、研修農場の整備や新規就農者への相
談サポート、農業教育の高度化を支援

82,332

4,100

259,770

278,728

64,200 276,211

9,000

3,000
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする

当初予算
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

２月補正

渓流魚ゾーニング管理事業

【農業水産振興課】

鳥獣被害防除事業

【農業水産振興課】

鳥獣被害防止対策事業

【農業水産振興課】

若手狩猟者確保・ジビエ供給促進事業

【農業水産振興課】

ならジビエ推進事業

【豊かな食と農の振興課】

県営農地環境整備事業

【農村振興課】

県産材生産促進事業

【森林資源生産課】

奈良県木材生産推進事業

【森林資源生産課】

森林資源適正管理推進事業

【森林資源生産課】

集約化された計画的な森林整備に対し補助
｢集約化施業提案事業｣によりマッチングされた森林整備に対し
補助

40,000

24,625

銃猟規制区域でのイノシシ等による農林業被害対策に対し補
助捕獲柵等の設置
シカ、イノシシ、カラス等の農林業被害対策に対し補助
　銃による駆除に対する補助（県1/3　市町村2/3）
林業関係者、市町村等と連携し、広域的かつ計画的なニホンジ
カの捕獲を実施

2,541

340,861

1,137

776

県内の野生獣肉を地域資源として活用するため、適正に処理・
加工されたジビエを取り扱う飲食店等を登録する制度を運用す
るとともに、認知度アップに向けた取組を実施

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
組合等を支援する市町村に対し補助
A材のみではなく、B・C材の搬出についても支援

　事業体等の行う間伐材の搬出に3,500円/m3以上補助する市
町村に対し2,000円/m3の補助

 

鳥獣害や狩猟への関心を高めるためのイベント等を開催し、若
手狩猟者の確保やジビエ料理の普及につなげる

大規模集約化団地において、長期間使用できる壊れにくい作
業道の重点開設等による木材生産拡大への取組に対し補助
奈良型作業道重点開設
 
木材生産強化（利用間伐）
林業機械導入
林業機械レンタル
架線集材施設設置支援※

※特に地形が急峻で作業道開設も困難な区域において、奈良
型作業道等と組み合わせた架線集材施設の設置に対し補助

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
に対し補助
　被害防除の研修、捕獲活動、緩衝帯整備等
　地域が一体となった侵入防止柵等の整備

集落ぐるみの被害対策活動を推進

釣り人や県民とともに行うあまごの卵の放流や産卵場造成等
の取組に対し補助
　実施主体　奈良県漁業協同組合連合会

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】
　曽爾地区

93,967 254,994

700

129,535 159,833
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする

当初予算
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

２月補正

　　　森林の多面的機能強化促進事業

【森林資源生産課】

　　　スマート林業の全国展開に向けた導
入支援事業

【森林資源生産課】

施業提案体制整備事業
（森林技術センター）

【森と人の共生推進課】

林道整備事業

【森林資源生産課】

県単独林道事業

【森林資源生産課】

林業機械化推進事業

【森林資源生産課】

林道災害復旧事業

【森林資源生産課】

林業機械リース導入支援事業

【森林資源生産課】

新たな森林環境管理体制導入推進事業

【森と人の共生推進課】

被災した林道の早期の復旧を図るため、市町村等が管理する
林道の災害復旧事業費に対し補助を実施
過年災　負担区分　奥　地　国65％・実施主体35％
現年災　負担区分　奥　地　国65％・実施主体35％
                           　その他　国50％・実施主体50％

森林所有者の意欲低下のため木材生産が行われていない地
域において、「儲かる林業」の施業プランを森林所有者に提案
するとともに意欲ある素材生産業者とのマッチングを実施
　集約化施業提案事業

機械化による省力化や生産コストの低減を図る
　管理運営事業
　研修事業
  林業労働力確保推進事業

市町村等が行う既存の林道の不安定な法面の緑化等の改良
工事に助成
　補助率：過疎・振興山村1/2、その他の地域1/3
【事業実施箇所】
　五條市　外8市町村　15路線

適切な森林の整備や管理、安全かつ効率的な作業を可能にす
る林業経営の基盤としての林道を整備するとともに、山村の生
活道や都市・山村の共生・交流の基盤や災害発生時の迂回路
として機能する林道整備の推進
林道の開設・改築・環境保全・舗装・改良を実施

【事業実施箇所】
五條市　外6市町村　22路線

林業事業体等がリース方式により高性能林業機械等を導入す
るための経費に対し補助

実施主体　2事業体　2台

新たな森林環境管理体制の実現に向け、
目指すべき森林(恒続林、適正人工林、自然林、天然林）への
誘導、奈良県フォレスターの配置、森林の４機能の高度発揮へ
の仕組みについて、調査検討を進める。

171,388

97,500

9,312

60,900

8,394

100,000

12,000

スマート林業や低コスト造林モデルの導入、普及を推進するた
め、スマート林業機械等の導入に係る経費に対し補助

9,250

森林の多面的機能を高度に発揮する森林づくりを促進するた
め、集約化団地での利用間伐に対し補助

3,162

○新  

○新  
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする

当初予算
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

２月補正

新たな森林環境管理制度担い手確保事
業

【森林資源生産課】

奈良県フォレスターアカデミー運営事業

【森と人の共生推進課】

奈良の木サプライチェーン構築事業

【奈良の木ブランド課】

建築物木造木質化推進事業

【奈良の木ブランド課】

県産材海外販路拡大事業

【奈良の木ブランド課】

県産材首都圏販路拡大事業

【奈良の木ブランド課】

森林環境教育推進事業

【奈良の木ブランド課】

奈良の木住宅利用促進事業

【奈良の木ブランド課】

木質バイオマスエネルギー普及促進事業

【奈良の木ブランド課】

奈良の木利用推進協議会の開催

公共建築物等の木造化・内装木質化整備を推進するため、設
計・施工に携わる建築士等の技術者を育成

木質バイオマス利活用検討会議の開催
市町村レベルの木質バイオマスエネルギーの利用（地域内エコ
システム）の可能性を探るための連絡検討会や勉強会の開催

地域認証材や県産材を活用した住宅の新築・リフォーム等に対
し補助
「奈良の木」マーケティング協議会が実施する住宅への県産材
利用のＰＲ経費に対し負担

首都圏等の商業施設や住宅等への新たな販路の開拓
　・販路拡大アドバイザーを活用した首都圏の建築関係者等
   に対するセールスの実施
　・奈良の木PRイベントの開催
　・首都圏の建築関係者等を対象とした「奈良の木」見学
    ツアーの開催
　・県内の木材関係事業者を紹介するカタログ等の作成

海外の木材業界及び木材輸出の実情に精通した専門家や国
内商社等からの情報を収集

海外の建築関係者等へのプロモーションを実施

奈良の木サプライチェーンの構築に向けた、素材生産業者、供
給・加工・流通業者、建築設計者等の連携体制を検討

森林環境教育の普及啓発
　・ポータルサイトやSNSを活用した情報発信
　・PRイベント、ワークショップ等の開催
　・木育インストラクター養成講座の開催
　・広報誌やポスターによる啓発
実行委員会による「奈良の木づかい運動」PR

207,492

3,570

1,446

15,700

12,000

23,242

1,220

3,485

174,260

奈良県フォレスターアカデミーの運営管理
　　外部講師や教育アドバイザーの招へい
　　実習用林業機械の整備
    海外研修
　　スイス式集材システムに関する講師研修の実施
　　オープンキャンパスの実施
　　就業準備給付金の給付

林業への就業促進のため無料職業紹介所を設置し、新たな森
林環境管理制度の構築・推進を担う新規就業者の掘り起こし
や県内林業事業体とのマッチングを実施
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（１）働きやすくする

当初予算
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

２月補正

林産業活性化促進支援事業

【奈良の木ブランド課】

木材加工流通施設整備事業

【奈良の木ブランド課】

林業労働安全衛生総合対策事業

【森林資源生産課】

林業労働者退職金共済制度推進事業

【森林資源生産課】

林業労働力確保支援センター推進事業

【森林資源生産課】

林業経営体能力評価システム導入支援
事業

【森林資源生産課】

木質バイオマス利用施設整備事業

【奈良の木ブランド課】

中小企業退職金共済法に基づく林業労働者の退職金共済契
約の掛金月額に対し補助

県内木材市場や地域認証材に関する調査分析等、本県の林
産業の活性化促進の取組に対し補助

　　実施主体　奈良県木材協同組合連合会

林業・木材産業の労働災害防止のための研修会の開催、及び
各種取組に対し補助
林業・木材産業労働災害防止対策事業
振動障害特殊健康診断促進事業

林業経営体における能力評価制度の構築を図るための専門家
派遣費用の助成

林業労働力確保支援センターに指定されている（公財）奈良県
緑化推進協会の事業実施に対し、支援

県産材を取り扱う製材工場等が行う加工流通施設や設備の整
備に対し補助

938

7,053

5,640

500

95,120

1,127

木質バイオマス利用施設、供給施設等の整備に対し補助

70,000
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（２）暮らしやすくする

【Ｒ４年度の主な事業概要】

当初予算

地域包括ケアモデルプロジェクト
推進事業

【地域包括ケア推進室】

（２）暮らしやすくする

事業名 事業内容
R４年度予算　（単位：千円）

再掲

地域包括ケアシステムの構築を促進するため、モデルプロ
ジェクトを推進
　・地域包括ケア推進支援チームによる市町村支援、関係
    機関等への働きかけ
　・ＡＩを活用した高齢者支援システム構築のためのモデル
　　実施等

２月補正

14,456

① 福祉・医療の充実
・高齢者福祉の向上
・障害者福祉の向上
・医療の確保
・救急医療対策

② 教育・子育て環境の充実
・母子福祉・児童福祉の向上
・教育環境の整備や教育内容・教育方法の充実
・郷土教育の充実
・県立高校における実学教育の推進

③ 道路インフラの整備促進
・道路インフラの整備等
・国道、県道及び市町村道の整備
・交通確保対策

④ 通信インフラの整備促進
・通信インフラの整備等
・電気通信施設の有効活用
・情報通信ネットワークの有効活用

戦略１ 住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり（定住の促進）
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（２）暮らしやすくする

当初予算
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

２月補正

地域ケア会議充実支援事業

【地域包括ケア推進室】

介護予防・日常生活支援総合事業充実事
業

【地域包括ケア推進室】

生活支援コーディネーター活動充実事業

【地域包括ケア推進室】

ICTを活用した地域リハビリテーション推
進事業

【地域包括ケア推進室】

南和地域公立病院整備支援事業

【病院マネジメント課】

南和広域医療企業団運営費補助事業

【病院マネジメント課】

南和広域医療企業団運営費負担金事業

【病院マネジメント課】

医師配置システムの運営

【医師・看護師確保対策室】

医師確保推進事業

【医師・看護師確保対策室】

県費奨学生配置センター事業
　　奨学金制度による医師の継続的なキャリア形成支援と
　　公立・公的医療機関への適切な配置
地域医療学講座運営費補助金
　県立医科大学における地域医療学講座の運営補助
　　地域医療を担う医師のキャリアパスの構築や支援策の
　　研究等

ドクターバンク運営事業
　奈良県での就労を希望する医師のための相談窓口を設
置し、公立・公的医療機関に紹介・斡旋
 
地域医療マインド普及事業

南和広域医療企業団による南和地域公立病院整備への支
援
　企業団構成市町村に対する起債償還金補助

1,984

2,285

1,967

126,509

南和広域医療企業団の病院運営にかかる経費に対し補助
　　県からの身分移管職員の県在職中に起因して発生する
　人件費
　退職手当の県在職期間分

地域ケア会議に多様な専門職が参画する体制の構築等、
地域ケア会議の機能充実に向けた取組を支援
　・全市町村を対象に、自立支援型地域ケア会議推進研
     修会等の開催

県内市町村の生活支援体制の整備を推進
　・生活支援コーディネーターフォローアップ研修の開催
　・生活支援コーディネーターの活動充実のための研修会
　 等の開催
　

南和広域医療企業団が設置する看護専門学校の運営経費
に対する負担金

市町村の地域マネジメント力向上を支援
　・全市町村向け研修会の開催
　・少人数のワークショップの開催

総合事業の充実に必須の地域づくりによる介護予防を推進
し生活支援の充実にも資する住民運営の通いの場の普及
拡大を支援
　・個別相談、現地支援、研修会の開催

自立支援・重度化防止を地域に普及させるため、リハビリ等
の専門職等から助言を受けることが出来るICTを活用した
仕組みを構築
　・タブレット端末等を用いた遠隔からのオンライン指導等

36,935

2,170

80,000

32,226

7,681
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（２）暮らしやすくする

当初予算２月補正
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

医師確保修学資金貸付金

【医師・看護師確保対策室】

自治医科大学運営費負担金

【医師・看護師確保対策室】

へき地勤務医療従事者確保推進事業

【医師・看護師確保対策室】

ドクターヘリ共同利用事業

【地域医療連携課】

ドクターヘリ運航推進事業

【地域医療連携課】

へき地診療所医師確保支援事業（へき地
診療所への人件費補助）

【医師・看護師確保対策室】

へき地診療所運営費補助事業

【医師・看護師確保対策室】

へき地医療支援機構運営事業

【医師・看護師確保対策室】

南部地域における産業連携教育支援事
業

【高校の特色づくり推進課】

南部地域におけるへき地教育振興事業

【教職員課】

10,598

6,500

5,000

2,046

129,800

970

3,450

284,316

6,870

221,376

緊急医師確保修学資金貸付金
   対象　奈良県立医科大学及び近畿大学の緊急医師確保
特別入学試験合格者
   貸与予定者  86人（うち新規15人）

在学生　14人　　卒業生　101人（現在45期生まで）
自治医大卒業医師等の派遣
　へき地診療所等派遣人員　8人

医学生・看護学生を対象としたへき地診療所での体験実習
の実施

補助対象　へき地診療所に勤務する医師に係る人件費（自
治医大卒業医師等を除く）
実施主体　山添村、御杖村、十津川村、川上村
補助上限　2,400千円

県独自のドクターヘリ運航に要する費用に対し補助、消防
機関や国・他府県等、関係機関との調整
　実施主体　奈良県立医科大学附属病院、南奈良総合医
療センター

広域的なへき地医療支援事業の企画・調整を行い、へき地
医療対策の各種事業を円滑かつ効率的に実施するため、
都道府県単位でへき地医療支援機構の設置、運営
実施主体　県

南部地域の振興に貢献できる人材を育成するため、職業教
育に必要な実習備品を整備
対象：奈良南高校　トータルステーション、非破壊試験機
　　　　御所実業高校　折り曲げ機、実験ガラス器具洗浄機
等

緊急かつ重篤な患者の迅速な搬送体制を確保するため、ド
クターヘリを共同利用
　運航団体　関西広域連合（大阪府）
　

へき地診療所の運営に必要な経費に対し補助
実施主体　五條市

へき地の拠点校等に常勤の専科教員等を共同配置し、近
隣校を巡回して授業等を実施する市町村に対し補助
　補助額等　教員等の設置にかかる費用の1/2以内
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（２）暮らしやすくする

当初予算２月補正
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

遠距離児童・生徒通学費補助事業

【学ぶ力はぐくみ課】

　　南部・東部地域デジタル化推進事業

【奥大和移住・交流推進室】

コミュニティナース育成事業

【奥大和移住・交流推進室】

奥大和雇用創造促進事業

【奥大和移住・交流推進室】

地域少子化対策重点推進交付金市町村
補助

【女性活躍推進課】

安心子育て推進事業

【女性活躍推進課】

　　奈良県美しい南部・東部地域を県と市
町村が協働して振興を図る条例推進事業

【南部東部振興課】

奥大和振興プロジェクト検討事業

【南部東部振興課】
【奥大和移住・交流推進室】

奈良県基幹公共交通ネットワーク確保事
業

【リニア推進･地域交通対策課】

公共交通基本計画推進支援事業

【リニア推進･地域交通対策課】

公共交通基本計画推進事業

【リニア推進･地域交通対策課】

デジタル技術を活用して地域課題を解決するため、調査・分
析や住民・関係者等とのワークショップを開催し、実行計画
を策定 10,000

47,000

12,400

1-(1)に記載の通り

10,000

212,136

8,065

25,623

6,945

583

10,000

6,000

県民・来訪者の移動ニーズを支える県内公共交通及び拠
点の実現に向け、「奈良県公共交通基本計画」に基づく取
組を推進

・利用目的に応じた交通サービスを確保するため、広域の
路線バス等の運行に対し補助
・市町村連携による複数市町村をまたぐコミュニティバス等
の運行に対し補助
・補助対象系統を運行するノンステップバス等の導入に対し
補助

1-(1)に記載の通り

1-(1)に記載のとおり

結婚応援の取組や、結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とす
る子育てに温かい社会づくり・気運醸成に取り組む市町村
に対し補助

奥大和地域におけるコミュニティナースの育成
　・コミュニティナース基礎講座、ステップアップ講座及びフォ
ローアップ研修の実施

地域住民や観光客等の移動ニーズにきめ細かく対応する
交通サービスの提供に向けた取組に対し補助

・市町村子ども家庭総合支援拠点の設置に関する先進事
例等を紹介する市町村向け研修会の開催
・保育士養成課程を有する大学と県が連携し、  地域の子
育て支援のための取組を実施

○

学校統合等による通学費の保護者負担を軽減するため、
町村の遠距離児童生徒通学費支援事業に対し補助
　対象　 6町村（山添村、高取町、下市町、野迫川村、十津
川村、東吉野村）

○

○

○新  

○新  
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（２）暮らしやすくする

当初予算２月補正
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

連携協定に基づくバス交通支援事業

【リニア推進･地域交通対策課】

地域デジタル化推進事業

【デジタル戦略課】

奥大和地域誘客促進事業

【奥大和移住・交流推進室】

奥大和の特色を活かしたイベント事業

【奥大和移住・交流推進室】

ムジークフェストなら２０２２開催事業

【文化振興課】

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭開催事
業
（旧：奈良県大芸術祭・奈良県障害者大芸
術祭開催事業）

【文化振興課】

58,100

奈良の芸術文化の振興を図るため、「奈良県大芸術祭」と
「奈良県障害者大芸術祭」を一本化した「奈良県民艶楽しむ
大芸術祭」を開催

50,000

10,500

19,409

116,600

文化芸術活動の活性化を図るとともに誘客を促進するた
め、全国から高い注目を集める音楽祭を開催

67,690

奥大和地域で住民や県内外から様々な人が参画して開催
される地域の特色を活かしたイベントの開催
　・県内サッカークラブと連携したサッカーイベントの開催
　・天川村洞川温泉街での音楽イベントの開催
　・「弘法大師の道」を活用したトレイルランニングイベントの
開催
　・ロングトレイル推進のための奥大和を巡るコース策定、
アプリ配信

バスの利用促進等を目的とした奈良交通（株）との連携協
定に基づく補助

奥大和地域を舞台に、歩きながらアートを巡り、歴史・自然
環境等を再発見できる芸術祭を開催

有識者等を招いた勉強会の開催
市町村と連携したマイナンバーカードの普及・活用支援
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える

【Ｒ４年度の主な事業概要】

当初予算

奈良県大規模広域防災拠点整備事業

【防災統括室】【道路建設課】
【大規模広域防災拠点整備課】

　　南部・東部地域デジタル化推進事業

【奥大和移住・交流推進室】

五條新宮道路の整備推進（国道168号）

【道路建設課】

直轄道路事業費負担金（南部・東部）

【道路建設課】

災害に強い道路ネットワークの整備推進

【道路建設課】

1,722,294 6,931,376

京奈和自動車道建設

【事業実施箇所】
　京奈和自動車道、大和御所道路　ほか
　国道168号　長殿道路、風屋川津・宇宮原工区、
　　　　　　　　　十津川道路（Ⅱ期）
  国道169号  伯母峯峠道路

地域を支える主要な道路ネットワークの形成

【事業実施箇所】
　国道169号御所高取バイパス、
　国道169号高取バイパス、
　五條吉野線、
　高野天川線、
　平原五條線、
　赤滝五條線　ほか
　

R４年度予算　（単位：千円）

２月補正

367,500 1,271,550

紀伊半島アンカールートを形成する「五條新宮道路」の早期整
備

【事業実施箇所】
新天辻工区、阪本工区

4,903,000

1-(2)に記載のとおり

10,000

7,791,000

南海トラフ巨大地震等に備え、2,000ｍ級滑走路を有する大規
模広域防災拠点の整備を推進
　大規模広域防災拠点の整備
　　用地取得、造成設計、造成工事、防災拠点の運用検討　ほ
か
　国道168号五條市生子町～釜窪町の整備
　　測量、調査、設計　ほか

事業名 事業内容

（３）いざというときに備える

再掲

○

① 防災・減災対策の推進
・大規模広域防災拠点の整備
・道路の防災・減災対策
・河川の防災・減災対策
・土砂災害対策の推進

戦略１ 住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり（定住の促進）

○新  

20



 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える

当初予算
事業名 事業内容 再掲

R４年度予算　（単位：千円）

２月補正

道路災害防除事業（南部・東部）

【道路保全課】

道路施設維持修繕費（南部・東部）

【道路保全課】

道路施設点検・診断事業(南部・東部）

【道路保全課】

橋りょう耐震補強事業（南部・東部）

【道路保全課】

道路施設老朽化対策事業(南部・東部）

【道路保全課】

道路舗装補修事業（南部・東部）

【道路保全課】

道路施設老朽化対策市町村支援事業

【道路保全課】

直轄河川事業費負担金（南部・東部）

【河川整備課】

通常砂防事業（南部・東部）

【砂防・災害対策課】

地すべり対策事業（南部・東部）

【砂防・災害対策課】

急傾斜地崩壊対策事業（南部・東部）

【砂防・災害対策課】

地籍調査事業

【担い手・農地マネジメント課】
○

1-(1)に記載のとおり

662,905 1,796,350

道路斜面で崩落等の兆候がある箇所や、法面の危険度、路線
の重要度等を総合的に判断して対策を優先すべき箇所で法
面・落石の防災対策を実施

　国道168号外　14路線

市町村管理橋りょう等の予防保全を図るため、点検業務及び橋
りょう修繕設計・工事を受託

地すべり防止施設の設置により、地すべりによる被害から人家
等を保全
　補助事業　天川村坪内地区　外3箇所
　単独事業　宇陀市室生地区　外2箇所

紀伊山系における大規模土砂災害対策等
紀の川における河川整備

砂防設備の設置により、土石流等による被害から人家等を保
全
　補助事業　十津川村重里　外36箇所
　単独事業　野迫川村柞原　外5箇所

1,307,240 2,621,350

167,950

409,500

路面の損傷が進行し、安全な通行に支障をきたす箇所の対策
を実施
　国道168号　外19路線 491,239

10,500 42,000

効率的・効果的な補修・修繕を実施するため、橋りょう・トンネル
等の点検を実施

緊急輸送道路の橋りょうの耐震対策を実施
　国道168号大川橋、国道169号桜橋小橋
　国道169号上之町陸橋

紀伊半島大水害により被災した箇所のうち、地すべりの兆候が
ある地区において二次的な災害を防止
　　　高野辻堂線　五條市大塔町清水
　　　川津高野線　十津川村五百瀬、十津川村山天
　　　国道169号　川上村迫

長寿命化修繕計画に基づく補修・修繕を実施
　国道168号小代下トンネル外38トンネル
　国道169号戸賀トンネル他7トンネル、五條吉野線柴橋外60橋
　国道169号上市歩道橋、国道169号宮前歩道橋

848,906

871,985

445,782

64,200 276,211

 407,400

574,000 1,245,463

233,900 943,624

急傾斜地崩壊防止施設の設置により、急傾斜地の崩壊による
被害から人家等を保全
　補助事業　東吉野村大豆生地区　外13箇所
　単独事業　山添村遅瀬地区　外18箇所

126,000
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える

当初予算
事業名 事業内容 再掲

R４年度予算　（単位：千円）

２月補正

治山事業

【森林資源生産課】

民有林直轄治山事業費負担金

【森林資源生産課】

県単独治山事業

【森林資源生産課】

南部東部地域河川改良事業

【河川整備課】

新宮川水系堆積土砂処分推進事業

【河川整備課】

混交林誘導整備事業

【森と人の共生推進課】

住宅・建築物耐震対策事業

【建築安全推進課】

ＥＶ・ＬＰガス発電等を活用した避難所へ
の電力供給事業

【環境政策課】

緊急時のエネルギー対策として、避難時に以下の設備を設置
する取組に対し補助
①Ｖ２Ｈ（電気自動車充給電設備）
②Ｖ２Ｌ（電気自動車用可搬型給電器）
③ＬＰガス発電設備
④可搬式蓄電池
⑤太陽光発電及び蓄電池

補助率：１/２以内
補助上限：400千円(①～④)、1,000千円(⑤)

既存木造住宅の耐震診断及び耐震改修等に対し補助

自然現象に起因する山地災害の復旧と未然防止のための施設
整備、良質な水や安全な生活を確保するため、水源のかん養
や国土保全機能が低下した保安林において森林整備等を推進
山地治山　　19箇所
水源地域等保安林整備　3箇所

新宮川水系十津川地区ほかの大規模崩壊地、高度な技術を要
する箇所について、国直轄で治山事業を実施する箇所を拡大
し、林地崩壊箇所等の復旧を推進
新宮川水系十津川地区

防災力の高い森林に誘導するため、地域の特性に応じた広葉
樹等の植栽、周辺の間伐及び伐採木の搬出を一体的に行う。
　実施場所　十津川村　外１６市町村
　事業量　220ha

市町村治山事業
　市町村が実施する災害に伴う林地の小規模崩壊等の復旧に
対して補助
治山関係調査費
　新規着工予定箇所を対象として、国庫補助事業要求のため
の設計方針資料を作成するために必要な調査・概要測量を実
施

新宮川水系において堆積土砂除去等により治水安全度の向上
を推進

南部東部地域における治水安全度の向上を図るため、河川改
良を実施
　紀の川、宇陀川、町並川　外32河川

278,200 694,596

151,800 466,747

79,112

399,000 1,971,827

355,992

254,000

4,421

1,400
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える

当初予算
事業名 事業内容 再掲

R４年度予算　（単位：千円）

２月補正

スマートハウス普及促進事業

【環境政策課】

脱炭素社会構築アドバイザー派遣事業

【環境政策課】

事業所エネルギー効率的利用推進事業

【環境政策課】

地域エネルギー資源活用支援事業

【環境政策課】

職員災害対応能力向上

【防災統括室】

防災訓練事業

【防災統括室】

市町村職員災害対応能力向上研修事業

【防災統括室】

市町村住民避難対策支援事業

【防災統括室】

安全・安心まちづくり推進事業

【安全・安心まちづくり推進課】

緊急時のエネルギー対策及び省エネルギー対策のため、住宅
等へ創エネ・蓄エネ設備を設置する県民に対し補助

◎南部東部地域
　　蓄電池（上限　130千円）
　　エネファーム（上限　110千円）
◎その他の地域
　　蓄電池（上限　100千円）
　　エネファーム（上限　80千円）
◎全地域共通
　  太陽熱利用システム<自然循環型>　(上限    30千円)
　  太陽熱利用システム<強制循環型>　(上限    90千円)
　 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)  (上限　200千円)

脱炭素社会の構築に向け、CO2削減アドバイザーや奈良県環
境アドバイザーを、要請に応じて事業所や市町村等に派遣

地域のエネルギー資源である再エネを活用し、地域住民の参
加により地域コミュニティの活性化につながる取組（売電等収益
を目的とした事業は除く）に対し補助
・事業化可能性調査支援　（補助率1/2　上限500千円）
・設備導入支援　　（補助率1/2　上限500千円）

電気・熱の効率的利用及び自給率の向上を図るため、事業所
におけるエネルギーの電力・熱自給設備の導入設備整備に対
し補助
・省エネ設備改修　（上限2,000千円）
・太陽熱利用システム　　（上限500千円）
・コージェネレーションシステム(上限1,000千円)

近年の大規模災害により明らかとなった課題への対応力を向
上させるため、市町村職員を対象とした研修会を実施
住家被害認定調査に関する研修

南部･東部地域における住民が主体的に企画・参加する防災訓
練（地域防災力向上支援ワークショップ）を支援
自主防災･防犯に精通した安全･安心まちづくりアドバイザーを
地域や団体の要請に応じて派遣
地域で活躍する自主防災･防犯リーダーを養成
防災啓発テキストの作成､DVDの整備､情報提供など

市町村の住民避難対策を支援するため、全市町村を対象とし
た避難情報発令訓練を実施

防災総合訓練の実施
図上訓練の実施
林野火災消火訓練の実施

災害対応業務に携わる自治体職員の能力向上、人材の育成
は最重要課題の一つであることから、県・市町村職員の研修を
行うなど、災害対応能力の向上を推進 125

4,091

409

71

2,703

1,039

4,200

2,000

21,610
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 戦略１：住み続けたくなる、還りたくなる地域づくり(定住の促進）　（３）いざというときに備える

当初予算
事業名 事業内容 再掲

R４年度予算　（単位：千円）

２月補正

みんなで取り組む防災活動推進事業

【防災統括室】

災害時緊急応援体制整備事業

【防災統括室】

災害救援物資分散備蓄推進事業

【防災統括室】

簡易水道等整備推進事業

【水資源政策課】

奈良県防災の日・防災週間（7月～9月）において、県・市町村・
関係機関等が防災訓練や啓発イベント等を集中的に実施
　ナラ・シェイクアウト訓練の実施
　奈良の災害を学ぶための講演会・パネル展等の開催
　啓発パンフレットの作成、配布
出前トークや講演会、防災訓練等の各種行事を通じて、県民へ
の啓発を実施

簡易水道等整備推進事業
　市町村が整備する簡易水道事業等の公債費に対し補助
　　対象市町村　十津川村　外12市町村　25事業
　　補助対象　　 国庫補助対象事業費
　　補　助　率　  過疎・辺地　16％
　　　　　　　　　　 そ　の　他　 20％
　　補助方法　　 事業実施翌年度から10年分割補助

簡易水道事業等災害復旧事業
　紀伊半島大水害による簡易水道施設等の災害復旧事業の公
債費に対し補助
  　対象市町村　五條市　外4市村　10事業
　　補助対象　　 国庫補助対象事業費（補助災害復旧事業）
　　　　　　　　　　 起債対象事業費（単独災害復旧事業）
　　補　助　率　  12.5～25％（補助災害復旧事業）
　　　　　　　　　　 20～50％（単独災害復旧事業）
　　補助方法　　 事業実施翌年度から10年分割補助

災害時緊急連絡員体制の整備

市町村からの要請に備え、救援物資を迅速かつ確実に被災者
に届くよう分散備蓄を推進するため、吉野町有施設を借用し、
防災備蓄倉庫として活用

128,502

2,344

1,848

1,248
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  戦略２：訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（１）魅力を知ってもらう

【Ｒ４年度の主な事業概要】

当初予算

がんばる明日香支援事業

【南部東部振興課】

「吉野・高野・熊野の国」三県共同事業

【ならの観光力向上課】

農村資源を活用した地域づくり事業

【農村振興課】

40,000

（１）魅力を知ってもらう

R４年度予算　（単位：千円）

12,754

農村景観や農産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、都市農村交流など地域が参画
した活動や、棚田地域の景観を活用した地域振興等を推
進
　・地域協議会の設置・運営に対し支援
　・地域づくり実践活動への支援
　・棚田などを活用した地域振興等を支援

明日香村の歴史的風土の創造的活用を図る事業を支援す
るための、国の制度と連動した交付金の交付

1,332

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を活用し、三重県・和
歌山県とともに誘客のための共同事業を実施

２月補正
再掲事業名 事業内容

南部･東部地域の魅力の創出や発信、地域の魅力を活かした
文化・芸術・スポーツ・食イベント等の実施により

交流人口、関係人口、移住者を増やす取組を進めます

戦略２ 訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）

① 魅力の創出と情報発信の強化
・情報発信の強化
・地域資源を活用した魅力の創出

② 美しい景観づくりの推進
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  戦略２：訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（１）魅力を知ってもらう

当初予算

R４年度予算　（単位：千円）

２月補正
再掲事業名 事業内容

室生埋蔵文化財整理収蔵センターの活
用

【文化資源活用課】

史跡・名勝飛鳥京跡苑池整備活用事業

【文化財保存課】

奥大和の特色を活かしたイベント事業

【奥大和移住・交流推進室】

うだ・アニマルパーク施設維持修繕事業

【うだ・アニマルパーク振興室】

「いのちの教育」展開事業

【うだ・アニマルパーク振興室】

「うだ」の魅力発信事業

【うだ・アニマルパーク振興室】

うだ・アニマルパークを拠点とした東部地
域魅力発信強化事業

【うだ・アニマルパーク振興室】

みつえ高原牧場畜産団地整備事業

【畜産課】

　　奈良県美しい南部・東部地域を県と市
町村が協働して振興を図る条例推進事
業

【南部東部振興課】

奥大和振興プロジェクト検討事業

【南部東部振興課】
【奥大和移住・交流推進室】

自転車周遊環境整備事業

【道路建設課】

奥大和との関わりの場創出事業

【奥大和移住・交流推進室】

5,200 302,450

自転車による観光交流や地域振興を図るため自転車利用
ネットワークの構築や自転車利用環境の整備を推進

東部振興と畜産振興を図るため、みつえ高原牧場を活用し
た畜産団地の整備に向けて、地形測量及び基本設計を実
施する。

1-(1)に記載の通り

108

3,200

10,000

10,000

11,370

2,583

来園者の安全と適正な施設運営に資するため改修を実施
 

3,000

うだ・アニマルパークと県東部市村が連携し、うだ・アニマル
パークの来園者に東部地域の魅力を発信し、東部地域へ
の誘客を図る。

ゼミナール形式での学習会を開催

1-(2)に記載の通り

発掘調査の成果を踏まえて飛鳥京跡苑池の復元整備を行
い、史跡を視覚化し、来訪者に快適な遺跡の環境と情報を
提供する。

動物愛護の精神に基づく「いのちの教育」プログラムの発
展及びプログラム実施校事業等の展開
　プログラム実施校の拡大
  「いのちの教育研究協議会」の開催
  「いのちの教育研修会」の開催
  「いのち」をテーマとした作文コンクールの開催

うだ・アニマルパークを拠点とした「うだ」の魅力発信
　地域振興に資するイベントの開催
　来園者の増加に向けたメディア等への情報発信

○

6,855

1-(1)に記載の通り

108,635

・地域課題の解決に向け、大学生を対象に奥大和地域を
フィールドとした課題解決型インターンシップを実施

1,597

19,409 ○

○
○新  
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  戦略２：訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（１）魅力を知ってもらう

当初予算

R４年度予算　（単位：千円）

２月補正
再掲事業名 事業内容

奥大和プロモーション事業

【奥大和移住・交流推進室】

鉄道事業者と連携した奥大和の魅力発
信事業

【奥大和移住・交流推進室】

文化資源データベース構築事業

【文化資源活用課】

観光情報発信事業

【観光プロモーション課】

まほろばキッチン内観光案内所運営事業

【ならの観光力向上課】

観光戦略推進事業

【ならの観光力向上課】

観光振興の土台づくり推進事業

【ならの観光力向上課】

奈良県観光キャンペーン事業

【観光プロモーション課】

「奈良まほろば館」新拠点情報発信強化
事業

【観光プロモーション課】

外国人観光客誘致戦略ビジットならキャ
ンペーン

【観光プロモーション課】

鉄道事業者と連携した奥大和の魅力を発信する旅行商品
の造成・PR

20,000

様々な媒体・手法を用いた奥大和の魅力発信
　・大手旅行雑誌等と連携した地域情報・観光情報の発信
　・奥大和の暮らしや仕事を伝える映像の制作・配信

18,250

県内の歴史文化資源のデータベース及びホームページの
更新・運用

4,040

ＪＡならけんまほろばキッチン内の観光案内所において、県
中南和・東部地域を中心とした観光案内を実施

10,420

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

7,515

奈良の歴史的催事（壬申の乱1350年等）やガストロノミー
ツーリズムを核としたイベントやプロモーションの展開、誘
客促進のための旅行商品造成や商談会を実施 182,500

「奈良まほろば館」新拠点において、奈良の観光情報発信
及び企画展示等のイベントを実施

24,519

近隣府県・民間団体と連携し、東アジア・東南アジア・欧米
等を対象に効果的・効率的な観光客誘致を展開

4,500

奈良県観光総合戦略の実現に向けた取組を推進
　・市町村、事業者等との地域別対話型勉強会の開催
　・地域の課題解決に向けた専門家の派遣
　・世界観光機関（UNWTO)と連携し、持続可能な観光地づ
くりの手法について調査・研究

11,940

観光振興の土台づくりに向けた取組を推進
　・地域の核となる人材を育成する学びの場づくり
　・地域の課題解決に向けた専門家の派遣 12,000
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  戦略２：訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（１）魅力を知ってもらう

当初予算

R４年度予算　（単位：千円）

２月補正
再掲事業名 事業内容

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】

奈良の彩りの推進

【環境政策課】

12,268

・なら四季彩の庭づくりの推進
　場所類型毎のモデルエリアにおいて実施体制を立ち上
  げ、専門家等の助言を得ながら、好事例として横展開可
  能なモデル事業実施計画を策定すると共に、(仮称)なら
  四季彩の庭づくり条例の制定に向け検討を進める。

・なら四季彩の庭づくりの普及啓発
　シンボルマークを使用したプレート設置
　賛同団体等への花苗・ステッカー等の提供
　きれいに暮らす奈良県スタイルジャーナルの発行

・市町村・地元自治体等への支援
　植栽計画エリア内において、植栽等による景観の向上に
　取り組む市町村や地元団体等に対し補助金の交付
　地元団体等との協働による取組を定着させるため、
　エリア内での県整備箇所の維持管理を行う地元団体等に
　対し、奨励金や軍手等物品を支給
　市町村・地元団体等への技術支援を目的とした、なら四
　季彩の庭づくりアドバイザーの派遣

ＳＮＳを通じて知られざる奈良の魅力を海外に継続的に発
信し、潜在的な訪奈良需要の喚起、誘客を促進
ＳＮＳを活用したインバウンド誘客プロモーションの展開

9,634
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  戦略２：訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（２）魅力を体験してもらう

【Ｒ４年度の主な事業概要】

当初予算

奈良のおいしい食の魅力創造・発信事業
のうち「ぐるっとオーベルジュのネットワー
ク推進事業」

【豊かな食と農の振興課】

宿泊施設総合支援事業

【企業立地推進課】

奈良の宿泊施設育成支援資金
（宿泊施設分）利子補助事業

【企業立地推進課】

制度融資（創業支援資金（飲食店認定
枠））

【地域産業課】

制度融資（創業支援資金(宿泊施設
認定枠)）

【地域産業課】

事業名 事業内容

奈良の宿泊施設育成支援資金（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

（２）魅力を体験してもらう

再掲
R４年度予算　（単位：千円）

２月補正

3,564

319

22,280

5,318

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に対する制度融資
等の支援紹介
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

県内オーベルジュのファムトリップの実施及びポータルサイ
トの運営、PRパンフレットの発行

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
する資金
　
　　　貸付限度額　　 設備・運転　15,000千円
　　　貸付利率　　　　0.0％
　　　貸付期間　　　　7年(うち１年据置)
　　　貸付枠　　　 　　1.5億円
　　　保証料を県が全額負担

1,351

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
象とする資金
　
　　　貸付限度額　　 設備・運転　15,000千円
　　　貸付利率　　　　0.0％
　　　貸付期間　　　　7年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　　 　1.5億円
　　　保証料を県が全額負担

① 滞在型･宿泊型観光の推進
・特色ある食と宿泊施設等の整備推進

② 地域の魅力を活かした文化・スポーツ・食イベント等の実施

戦略２ 訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）
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  戦略２：訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（２）魅力を体験してもらう

当初予算
事業名 事業内容 再掲

R４年度予算　（単位：千円）

２月補正

制度融資（既存事業者による宿泊施設開
業支援資金）

【地域産業課】

制度融資（宿泊施設増改築・設備整備支
援資金）

【地域産業課】

宿泊施設支援推進事業

【ならの観光力向上課】

県内宿泊等促進キャンペーン（「いまな
ら。キャンペーン」）事業

【ならの観光力向上課】

　　奥大和ガストロノミーツーリズム事業

【南部東部振興課】

奥大和の特色を活かしたイベント事業

【奥大和移住・交流推進室】

サイクルスポーツイベント開催支援事業

【スポーツ振興課】

ワールドマスターズゲームズ関西開催支
援事業

【スポーツ振興課】

県内観光や宿泊施設の利用の促進を図るため、県内宿泊
料金等の割引キャンペーンを実施

1-(2)に記載の通り

サイクルスポーツ及び地域の振興を図るため、地勢等を活
かしたスポーツイベントの開催経費の一部を負担

　ツアー・オブ・奈良・まほろば
　　時期　令和４年８月（予定）
　　場所　宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村、東吉野村、
　　　　　　奈良市
　モバイルグランフォンドin奈良・吉野
　　時期　令和４年５月～１２月（予定）
　　場所　県内各市町村
　ヒルクライム大台ケ原since2001
　　時期　令和４年９月（予定）
　　場所　上北山村（大台ケ原ドライブウェイ）

2,274

5,860,000 1,270,000

○

関西一円で開催されるワールドマスターズゲームズ関西の
開催準備経費の一部を負担
　時期　令和８年を軸に調整中
県内開催競技
　・綱引（葛城市）
  ・カヌースプリント（吉野町）

500

ガストロノミーツーリズム世界フォーラムに合わせ、奥大和
地域のポテンシャルと食文化を活かした関係人口創出イベ
ント等を開催

6,569

19,409

6,268

8,749

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
　
　　　貸付限度額　　 設備　280,000千円
　　　貸付利率　　    1.75％
　　　貸付期間　　　　20年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　 　　6億円

9,000

住宅宿泊事業及び旅館業についての指導、支援を行うとと
もに、セミナーを開催し開業を支援

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資金
　
　　　貸付限度額　　 設備・運転　280,000千円
　　　貸付利率        1.75％
　　　貸付期間　　　　設備20年（うち１年据置）
　　　　　　　　　　　　　運転10年（うち１年据置）
　　　貸付枠　　　 　　6億円

○新  
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  戦略２：訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（２）魅力を体験してもらう

当初予算
事業名 事業内容 再掲

R４年度予算　（単位：千円）

２月補正

ムジークフェストなら２０２２開催事業

【文化振興課】

奥大和地域誘客促進事業

【奥大和移住・交流推進室】

奈良県みんなでたのしむ大芸術祭開催事
業
（旧：奈良県大芸術祭・奈良県障害者大芸
術祭開催事業）

【文化振興課】

宿泊観光客の増加に向けた冬期イベント
展開事業

【ならの観光力向上課】

「吉野・高野・熊野の国」三県共同事業

【ならの観光力向上課】

外国人観光客受入環境整備促進事業

【リニア推進・地域交通対策課】

五條新宮道路の整備推進（国道168号）

【道路建設課】

直轄道路事業費負担金（南部・東部）

【道路建設課】

災害に強い道路ネットワークの整備推進

【道路建設課】

奈良県基幹公共交通ネットワーク確保事
業

【リニア推進・地域交通対策課】

公共交通基本計画推進支援事業

【リニア推進・地域交通対策課】

公共交通基本計画推進事業

【リニア推進・地域交通対策課】

連携協定に基づくバス交通支援事業

【リニア推進・地域交通対策課】

奥大和との関わりの場創出事業

【奥大和移住・交流推進室】

奈良県多言語コールセンター運営事業

【ならの観光力向上課】

市町村等を訪問する外国人観光客等の利便性の向上を図
るため、電話等による多言語通訳サービスを実施

2,035

○

○

○

○

○

○

○

1-(2)に記載のとおり

1-(2)に記載のとおり

2-(1)に記載のとおり

1,597 ○

1-(3)に記載のとおり

1-(3)に記載のとおり

○

・外国人観光客の安心・快適な県内移動・周遊と滞在を促
進するため、交通事業者による受入環境整備に対し補助
・インバウンドに対応した交通サービスの導入に向けた調
査・検討

15,900

67,690

○

2-(1)に記載のとおり

54,000

1-(2)に記載のとおり

○

○

116,600

50,000

1-(2)に記載のとおり

1-(3)に記載のとおり

58,100

367,500 1,271,550

7,791,000

1,722,294 6,931,376

212,136

47,000

1-(2)に記載のとおり

1-(2)に記載のとおり

12,400

冬期の観光オフシーズンの宿泊観光客の増加を図るため、
県内の伝統行催事が集結する大規模なイベントを開催

1,332

1-(2)に記載のとおり
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  戦略２：訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（２）魅力を体験してもらう

当初予算
事業名 事業内容 再掲

R４年度予算　（単位：千円）

２月補正

奈良県外国人観光客交流館運営事業

【ならの観光力向上課】

奥大和プロモーション事業

【奥大和移住・交流推進室】

鉄道事業者と連携した奥大和の魅力発信
事業

【奥大和移住・交流推進室】

「うまし奈良めぐり」推進事業

【観光プロモーション課】

渓流魚ゾーニング管理事業

【農業水産振興課】

奈良県観光総合戦略推進補助金

【ならの観光力向上課】

「奈良県観光総合戦略」を推進するため、市町村等に対し
補助を実施

30,000

オフシーズンに全国からの誘客を促進するため、県内社寺
や市町村等と連携して特別感ある旅行商品を造成するとと
もに、全国の旅行会社等での商品展開を図り、奈良の夏・
冬の魅力を全国に発信
　県内社寺等における特別企画イベントの実施
　鉄道事業者やＷＥＢ等の広報媒体を活用した広域広報
　専用パンフレットの制作

24,300

1-(1)に記載の通り

700 ○

2-(1)に記載のとおり

18,250 ○

2-(1)に記載のとおり

20,000 ○

「外国人観光客交流館」の宿泊・観光案内･交流機能の運
営
　　宿泊運営業務、観光案内業務、管理運営業務、
　　プロモーション業務、交流イベント開催業務、
「外国人観光客交流館」の維持管理
福祉避難所の運営

183,072

32



   戦略２：訪れてみたくなる地域づくり(交流の促進）　（３）移り住んでもらう

【Ｒ４年度の主な事業概要】

当初予算

    南部・東部地域デジタル化推進事業

【奥大和移住・交流推進室】

奥大和移住定住促進事業

【奥大和移住・交流推進室】

紀伊半島移住プロモーション事業

【奥大和移住・交流推進室】

奥大和雇用創造促進事業

【奥大和移住・交流推進室】

制度融資（創業支援資金（南部・東部枠））

【地域産業課】

農業新規参入者支援事業

【担い手・農地マネジメント課】

新たな森林環境管理制度担い手確保事
業

【森林資源生産課】

○

1-(1)に記載のとおり

4,877

1-(1)に記載のとおり

6,495

1,220

14,350

（３）移り住んでもらう

事業名 事業内容

1-(2)に記載のとおり

○

1-(1)に記載のとおり

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

２月補正

49,949

3,500

10,000 ○

○

○

○

奥大和への移住・定住を促進するため、三重県・和歌山県と
協働し、都市部でのイベントや現地体験ツアー等を実施

1-(1)に記載のとおり

1-(1)に記載のとおり

① 市町村等と連携した移住・定住支援

② 若者をターゲットとした移住施策の推進

戦略２ 訪れてみたくなる地域づくり（交流の促進）

○新  
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戦略３：力強い市町村づくり　（１）「奈良モデル」の実行

【Ｒ４年度の主な事業概要】

当初予算

市町村とのまちづくり連携推進事業（南部
東部地域）

【まちづくり連携推進課】

40,338

まちづくりを進めている市町村と段階的に連携協定を締結し、
協働してまちづくりを推進するため、市町村の取組に対し補助
　実施主体：五條市、宇陀市、山添村、高取町
　　　　　　　  黒滝村、川上村、東吉野村
　補助対象：包括協定または基本協定段階
　　　　　　　　協定を締結した地区にかかるまちづくり基本構
　　　　　　　　想や基本計画等の策定業務に要する市町村
　　　　　　　　負担額
　　　　　　　個別協定段階
　　　　　　　　協定を締結した地区にかかるまちづくりの中心
　　　　　　　　となる拠点施設の整備、拠点施設周辺の公共
　　　　　　　　インフラの整備等にかかる事業に要する市町
　　　　　　　　村負担額
　　　　　　　　まちづくりを目的としたイベント開催等に要する
　　　　　　　　市町村負担
　負担区分：包括協定または基本協定段階
　　　　　　　　国負担を除き県（基金）1/2・市町村1/2
　　　　　　　個別協定段階
　　　　　　　　拠点施設・公共インフラの整備等
　　　　　　　　　国負担を除き県（基金）1/4・市町村3/4
　　　　　　　イベント開催等
　　　　　　　　　国負担分を除き県（基金）1/2・市町村1/2

（１）「奈良モデル」の実行

２月補正
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

「奈良モデル」の実行をはじめ、様々な分野において
市町村との連携や協働の取組をより積極的に進め

力強い市町村づくりに寄与します

戦略３ 力強い市町村づくり

① 市町村と連携したまちづくりの推進

② 「奈良モデル」の推進
・県域水道ファシリティ・マネジメントの推進・汚水処理施設等の整備
・ごみ処理広域化奈良モデルの推進
・奈良モデルの推進
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戦略３：力強い市町村づくり　（１）「奈良モデル」の実行

当初予算２月補正
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

ごみ処理広域化奈良モデル推進事業

【環境政策課】

県域水道一体化推進事業

【水道局】

県域水道ファシリティマネジメント推進事
業

【水道局】

簡易水道等整備推進事業

【水資源政策課】

新県域水道ビジョンが示す「県域水道の一体化」に向けた取
組を推進
（仮称）奈良県広域水道企業団基本計画の策定

22,940

919,577

128,502

64,542

簡易水道等整備推進事業
　市町村が整備する簡易水道事業等の公債費に対し補助
　　対象市町村　十津川村　外12市町村　25事業
　　補助対象　　 国庫補助対象事業費
　　補　助　率　  過疎・辺地　16％
　　　　　　　　　　 そ　の　他　 20％
　　補助方法　　 事業実施翌年度から10年分割補助

簡易水道事業等災害復旧事業
　紀伊半島大水害による簡易水道施設等の災害復旧事業の
公債費に対し補助
  　対象市町村　五條市　外4市村　10事業
　　補助対象　　 国庫補助対象事業費（補助災害復旧事業）
　　　　　　　　　　 起債対象事業費（単独災害復旧事業）
　　補　助　率　  12.5～25％（補助災害復旧事業）
　　　　　　　　　　 20～50％（単独災害復旧事業）
　　補助方法　　 事業実施翌年度から10年分割補助

市町村水道の水源の県営水道への転換及び市町村水道との
連携に伴う送水施設等の整備
宇陀市第6ブランチ整備　ほか

複数市町村が連携して実施するゴミ処理施設の整備に対し補
助
　・山辺・県北西部広域環境衛生組合

○
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  戦略３：力強い市町村づくり　（２）市町村行政経営向上への取組支援等

（２）市町村行政経営向上への取組支援等

【Ｒ４年度の主な事業概要】

当初予算

市町村振興資金貸付事業

【市町村振興課】

市町村税税収確保連携事業

【市町村振興課】

  　 南部・東部地域デジタル化推進事業

【奥大和移住・交流推進室】

携帯電話エリア整備事業

【デジタル戦略課】

1-(2)に記載のとおり

10,000 ○

採算性の問題により民間事業者が単独では整備すること
が困難な地域において市町村が行う携帯電話等エリア整
備事業に要する経費の一部を補助。 23,700

事業名 事業内容
R４年度予算　（単位：千円）

再掲
２月補正

・市町村が住民福祉の増進等を図るために行う事業に対す
る貸付
　　貸付対象　　一般地域振興事業、広域振興事業、過疎・
　　　　　　　　　 辺地等振興事業、県重点施策支援事業、
　　　　　　　　　 公債費適正化事業
　　貸付利率　　一般地域振興事業：財政融資資金利率
　　　　　　　　　 その他の事業
　　　　　　　　　　　 　：財政融資資金利率×1/2、無利子
　　貸付期間　　15年以内（うち1年据置）

・「重症警報」発令団体が財政健全化を図るために要する
経費に対する貸付
　　貸付対象　　地方債の繰り上げ償還等に要する経費
　　貸付利率　　無利子
　　貸付期間　　15年以内（うち1年据置）

2,600,000

県と市町村が協働・連携し、税収確保に向けた取組を推進
徴収率の向上が進まない市町村に対し伴走型支援を実施

885

戦略３ 力強い市町村づくり

① 市町村行政経営向上への取組支援

② 地域デジタル化の推進

○新  
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  戦略３：力強い市町村づくり　（２）市町村行政経営向上への取組支援等

当初予算
事業名 事業内容

R４年度予算　（単位：千円）
再掲

２月補正

 　 地域デジタル化戦略推進事業

【デジタル戦略課】

地域包括ケアモデルプロジェクト推進事
業

【地域包括ケア推進室】

ICTを活用した地域リハビリテーション推
進事業

【地域包括ケア推進室】

・スマートフォン等デジタル機器についての相談対応や講習
を行うことができる人材を育成

・参加市町村にデジタル政策アドバイザーが訪問し、各市
町村におけるデジタルデバイドについての課題把握や解決
策の検討、事業企画等の立案等に関する助言を実施

44,145

1-(2)に記載のとおり

2,170 ○

1-(2)に記載のとおり

14,456 ○

○新  
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