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平成平成2121年度年度 66月補正予算案のポイント月補正予算案のポイント

・・・・国国国国のののの補正予算補正予算補正予算補正予算をををを最大限活用最大限活用最大限活用最大限活用

・・・・喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題にににに積極的積極的積極的積極的にににに対応対応対応対応

１．今般、景気の底割れを回避する等のため、国の補正予算が成立。

２．本県としては、国の補正予算を最大限活用し、「経済活性化」と「くら

しの向上」に向けた喫緊の課題に積極的に対応。

〔取組例〕

・社会資本整備（道路・街路・河川・公園など）

・雇用創出対策

・新型インフルエンザ対策等、安全・安心の確保

・地域活性化・観光振興への取組

・教育環境の充実

３．この結果、６月補正予算案の規模(一般会計)は約１８８億円、事業規

模では約２３２億円。

・平成10年度以来の大型補正予算。

・９月補正予算においても追加計上を予定。

４．財源については、一般財源負担は生じない形で編成。

（国の補正予算、補正予算債、平成20年度２月補正予算で造成した基金等を確保・活用）

５．県の予算措置を要しない事業

※
についても、本県にとって必要なもの

は積極的に確保できるよう、国・関係機関に対し強く働きかけている

ところ。

補正予算案補正予算案補正予算案補正予算案ののののポイントポイントポイントポイント

１１１１

※国直接実施事業、市町村・民間団体等への直接補助



補正予算案の施策補正予算案の施策

２２２２

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度６６６６月補正予算額月補正予算額月補正予算額月補正予算額 一般会計一般会計一般会計一般会計：：：：18,84518,84518,84518,845百万円百万円百万円百万円

〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模：：：：23,19223,19223,19223,192百万円百万円百万円百万円〕〕〕〕

(3) 安全・安心の確保 3,483〔事業規模 5,066〕

(4) 健康長寿・子育て 1,571〔事業規模 1,572〕

(5) 環境の保全 980〔事業規模 980〕

(6) 地域の活性化・観光振興 974〔事業規模 1,257〕

(7) 教育環境の充実 424〔事業規模 424〕

(8) 県民サービスの向上・県有施設の機能充実など

433〔事業規模 433〕

〔単位：百万円〕

(2) 雇用対策

※
4,421〔事業規模 4,421〕① 緊急雇用対策 4,169〔4,169〕② ふるさと雇用対策 239〔 239〕③ 住宅手当緊急特別措置 １3〔 13〕

① 道路・街路 3,410〔3，410〕② 河川・砂防・ダム 1,920〔1,920〕③ 公 園 225〔 225〕④ 住 宅 191〔 191〕⑤ 農林業生産基盤 87〔 89〕⑥ 直轄事業負担金 1,104〔3,582〕 下 水 道〔下水道特会〕 80〔80〕

※雇用対策のうち、県実施事業378百万円については、該当する施策分野にも再計上しています。

(1) 社会資本整備 6,937〔事業規模 9,417〕



一般会計補正予算案の主な事業内容一般会計補正予算案の主な事業内容

((((単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））

(1)(1)(1)(1) 社会資本整備社会資本整備社会資本整備社会資本整備 6,9376,9376,9376,937〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 9,4179,4179,4179,417〕〕〕〕

①①①① 道路道路道路道路・・・・街路街路街路街路 3,4103,4103,4103,410〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 3,4103,4103,4103,410〕〕〕〕

【主な事業箇所】

・国道３０８号 大宮道路 ・国道１６８号 辻堂バイパス

・奈良西の京斑鳩自転車道線 ・国道１６９号 高取バイパス

・大和八木停車場線 ・ＪＲ関西線・桜井線連続立体交差 等

②②②② 河川河川河川河川・・・・砂防砂防砂防砂防・・・・ダムダムダムダム 1,9201,9201,9201,920〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 1,9201,9201,9201,920〕〕〕〕

【主な事業箇所】

・高田川 ・地蔵院川

・富雄川 ・紀の川

・沖金地区（急傾斜地崩壊対策） ・初瀬ダム（設備更新） 等

③③③③ 公公公公 園園園園 225225225225〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 225225225225〕〕〕〕

【主な事業箇所】

・馬見丘陵公園(遊具再整備等）

・奈良公園（五十二段改築、バス停上屋整備、登大路園地照明設備整備) 等

④④④④ 住住住住 宅宅宅宅 191191191191〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 191191191191〕〕〕〕

【主な事業箇所】

・坊城団地(外壁、屋上防水） ・姫寺団地（外壁） 等

⑤⑤⑤⑤ 農林業生産基盤農林業生産基盤農林業生産基盤農林業生産基盤 88887777〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 89898989〕〕〕〕

【主な事業箇所】

・天川村(林道殿野坪内線開設事業） ・上北山村（山地治山事業）

・野迫川村（水源地域等保安林整備事業） 等

⑥⑥⑥⑥ 直轄事業負担金直轄事業負担金直轄事業負担金直轄事業負担金 1,1041,1041,1041,104〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 3,5823,5823,5823,582〕〕〕〕

【主な事業箇所】

・京奈和自動車道（大和御所道路、大和北道路）

・国道１６３号 清滝生駒道路 ・国道２５号 斑鳩バイパス

・国道１６８号 十津川道路 ・佐保川 ・大和川 等

３３３３



４４４４

((((単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））

((((2222)))) 雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策 4,424,424,424,421111〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 4,4214,4214,4214,421〕〕〕〕

①①①① 緊急雇用対策緊急雇用対策緊急雇用対策緊急雇用対策 4,1694,1694,1694,169〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 4,164,164,164,169999〕〕〕〕

・緊急雇用創出事業臨時特例基金の積み増し 3,859

・緊急雇用（新規雇用創出：２７０人程度） 308

県事業：15事業、市町村事業補助：45事業

・中南和地域の生活・就労相談の拠点を八木パートバンク内に設置 2

②②②② ふるさとふるさとふるさとふるさと雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策 239239239239〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 239239239239〕〕〕〕

・ふるさと雇用（新規雇用創出：８０人程度）

県事業：15事業、市町村事業補助：10事業

③③③③ 住宅手当緊急特別措置住宅手当緊急特別措置住宅手当緊急特別措置住宅手当緊急特別措置 １１１１3333〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 13131313〕〕〕〕

・離職者が就職活動を安心して行えるよう住宅費を給付

(3)(3)(3)(3) 安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの確保確保確保確保 3,4833,4833,4833,483〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 5,0665,0665,0665,066〕〕〕〕

・鉄道駅にエレベーター等を設置 8駅 255〔1,748〕

・障害者自立支援対策等臨時特例基金の積み増し 1,903

・自殺対策の充実 156（自殺対策緊急強化基金の造成、相談窓口の設置等）
・伝統的構法住宅の耐震診断手法の調査研究 1

・防犯リーダーによるパトロールの実施［緊急雇用］ 74

・新型インフルエンザ対策 430

・抗インフルエンザウイルス薬の前倒し購入

・医療機関等における個人防護具等の整備 等

・福祉施設にAED（自動体外式除細動器）を設置 418施設 62

・保健環境研究センターに食中毒原因究明機器等を整備 30

・保健所に水質検査機器を整備 1

・薬事研究センターに試験研究機器を整備 14

・食品衛生検査所にBSE等の検査機器を整備 24

・総合リハビリテーションセンターの施設設備、医療機器更新 145

・県立病院が行う医療機器等の整備に対する助成 115

・公害測定機器の整備 30



５５５５

((((単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））(つづき)
・科学捜査研究所にクリーンルームを整備 36

・老朽化した交通信号柱等を更新 32

・国宝建造物の防犯対策に対する支援 3〔 93〕（国直接補助に対する上乗せ補助) 等

(4)(4)(4)(4) 健康長寿健康長寿健康長寿健康長寿・・・・子育子育子育子育てててて 1,51,51,51,57777１１１１〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 1,5721,5721,5721,572〕〕〕〕

・県内大学と連携した、女性の健康問題についての啓発活動 8

・不妊治療に対する医療費助成の拡充 27

・安心こども基金の積み増し 1,522

・携帯版「なら子育て応援団」ホームページの構築［緊急雇用］ 6 

・認可外保育施設の衛生対策のための環境整備に対し助成 1〔 2〕

・ひとり親家庭等の福祉施策を推進するための生活実態調査 1

・高齢者の交通事故減少を図るための歩行教育シミュレーショ

ンシステムを整備 5   

(5)(5)(5)(5) 環境環境環境環境のののの保全保全保全保全 980980980980〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 980980980980〕〕〕〕

・森林整備加速化・林業再生 777（基金の造成、林内路網整備、間伐への支援等）
・奈良養護学校に太陽光パネルを設置 83

・ＣＯ２削減のため、環境負荷の高い老朽化した 111

公用車(53台)を環境対応車へ更新 等

【国直接実施事業】 都道府県警察の機器等の整備・ＤＮＡ型鑑定機器等の整備 ・地域警察デジタル無線システムの整備・警察用車輌の整備 等

【国から独立行政法人（奈良県立医科大学）への直接補助】国に採択申請中・メディカルクラーク等、医療補助者の補充に対する補助。

【国直接実施事業】・県警察学校に太陽光パネルを設置



６６６６

((((単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））

(6)(6)(6)(6) 地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化・・・・観光振興観光振興観光振興観光振興 974974974974〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 1,2571,2571,2571,257〕〕〕〕

・携帯電話用鉄塔の整備に対する助成 445〔668〕

8市町村（31地区）

・商店街振興組合等が実施する消費拡大イベント等に対す 30〔 90〕

る支援

・県内宿泊施設でのおもてなし向上及びスキルアップアド 75

バイザーによる研修［ふるさと雇用］

・大和野菜等の地産地消を促進するための新たな流通シス 23

テム創出［ふるさと雇用］

・若手クリエーターによる県産農産物や直売所のコンテン 13

ツ作成［ふるさと雇用］

・椿山荘（東京目白）において観光物産フェアを開催 4

・阪神三宮駅等の主要駅において旬の奈良の観光情報を電 15

子看板により発信

・宿泊予約サイトに奈良のオフシーズンの観光情報を掲載 4

・観光列車イベントキャンペーンの実施（JR奈良駅等４駅） 17

・秋の大型連休に名古屋方面からのドライブ観光客を中南 12

和エリアに誘導するためのキャンペーンを開催

・「歩く奈良」の推奨４５ルートのマップ、ルート紹介の 4

パネル作成、パネル展開催

・大台ヶ原駐車場の舗装補修 15

・ＥＴＣを活用したパークアンドバスライド等の推進 40

・奈良公園若草山一合目付近及び浮雲園地において、冬の 31

観光イベント実施にあわせて、光のオブジェを設置等

・奈良公園春日野園地の整備計画検討、鷺池の整備、浅茅 89

ヶ原歩道橋の改修

・馬見丘陵公園、大渕池公園の整備 59

・「地域の教育力」再生にむけたモデル事業の実施 2

・ならボランティア・ＮＰＯ活動ガイドブックの作成 4 等【国から市町村への直接補助】(事業実施予定）・携帯電話基地局開設に必要な光ファイバー等の整備（五條市、御杖村、天川村、十津川村で整備予定）【国（外郭団体を経由）から民間団体への直接補助】（事業実施予定）・生産性向上に資する機械等を、畜産農家にリースする事業に必要な機械購入経費の1/3を助成 補助先：リース事業を行う団体【国から民間団体への直接補助】（事業実施予定）・優良繁殖雌牛を繁殖農家に貸し付ける事業に必要な子牛購入経費の1/3を補助補助先（予定）：（社）奈良県畜産会



７７７７

((((単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））

(7)(7)(7)(7) 教育環境教育環境教育環境教育環境のののの充実充実充実充実 424424424424〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 424424424424〕〕〕〕

・県立学校ICT環境の整備 373（教育用デジタルテレビ、教育用コンピューター等）
・新学習指導要領の実施に向けた県立学校理科教育設備 27

の充実

・特別支援学校（10校）に電子黒板を設置 7 等

(8)(8)(8)(8) 県民県民県民県民サービスサービスサービスサービスのののの向上向上向上向上・・・・県有施設県有施設県有施設県有施設のののの機能充実機能充実機能充実機能充実などなどなどなど

433433433433〔〔〔〔事業規模事業規模事業規模事業規模 433433433433〕〕〕〕

・県立美術館収蔵作品のデータベース化［緊急雇用］ 5

約6,000点

・橿原考古学研究所が保有する出土遺物の整理、保存処理 19

［緊急雇用］

・橿原公苑野球場のグラウンド排水の改善及び人工芝化 220

・県立大学、社会福祉総合センター、中央卸売市場の老朽 88

化した施設設備等の改修

・県庁舎の空調設備の修繕 27

・危機発生時の情報収集及び地上デジタル放送化に対応す 29   

るため、県有施設、警察署、県立学校等のテレビを更新

・法蓮庁舎の耐震設計、改修設計の実施 33 等

【国から市町村への直接補助】（要望額は調整中）・市町村立学校等 ＩＣＴ環境の整備。市町村計画額：36億円・市町村立学校理科教育設備整備。市町村計画額： ２億円

【すでに実施中の経済対策】

○県制度融資「緊急特別対策資金」

・融資期間の延長（５月22日～）７年以内（内据置期間１年以内） → １０年以内（内据置期間２年以内）
・新型インフルエンザ対策として認定要件追加（６月５日～）「新型インフルエンザの発生に起因して、最近１か月間の売上高等が前年同月比３％以上減少、かつ、その後２か月間を含む３か月の売上高等が前年同期比３％減少するとが見込まれること」を追加（通常は「最近３か月間の平均売上高、平均売上総利益率等が対前年同期比３％以上減少していること」等）



総務部 財政課

TEL 0742-22-5704

FAX 0742-23-6895

http://www.pref.nara.jp/zaisei/


