
別 紙 

奈良市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：三条線（三条工区）

（道路） 

 

事業内容：シンボルロード

の現道拡幅と歩行環境の

整備 

 

実施時期：平成 20 年度～

平成 23 年度 

奈良市 ＪＲ奈良駅前から春日大社の

鳥居前までの商業地域を東西に

横断する三条通りはシンボルロ

ードであり、荷さばき場、駐輪

場、植栽等の整備及び歩道の拡

幅・整備による交通環境の向上

により、楽しく安心して歩ける

ような整備を行うことは、「歩

きたくなるまち」の目標達成に

必要である。 

〈整備概要〉 

事業認可区間 三条町地内 

計画延長 Ｌ＝150ｍ 

計画幅員 Ｗ＝ 16ｍ 

車線数 １車線 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画） 

 

実施時期 

平成 20 年度～

平成 23 年度 

 

事業名：近鉄奈良駅周辺交

通結節点改善計画策定（事

業活用調査） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：三条線と駅前広場

の整備とあわせた景観計

画（事業活用調査） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ならまちまちしる

べの設置（まちづくり活動

推進事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

削除     

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：三条線（三条工区）

（道路） 

 

事業内容：シンボルロード

の現道拡幅と歩行環境の

整備 

 

実施時期：平成 20 年度～

平成 23 年度 

奈良市 ＪＲ奈良駅前から春日大社の

鳥居前までの商業地域を東西に

横断する三条通りはシンボルロ

ードであり、荷さばき場、駐輪

場、ベンチ、植栽等の整備及び

歩道の拡幅・整備による交通環

境の向上により、楽しく安心し

て歩けるような整備を行うこと

は、「歩きたくなるまち」の目

標達成に必要である。 

〈整備概要〉 

事業認可区間 三条町地内 

計画延長 Ｌ＝150ｍ 

計画幅員 Ｗ＝ 16ｍ 

車線数 １車線 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画） 

 

実施時期 

平成 20 年度～

平成 23 年度 

 

事業名：近鉄奈良駅周辺交

通結節点改善計画策定（事

業活用調査） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：三条線と駅前広場

の整備とあわせた景観計

画（事業活用調査） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ならまちまちしる

べの設置（まちづくり活動

推進事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：（仮称）ＪＲ奈良

駅西側歩行者道（道路） 

 

奈良市 ＪＲ奈良駅付近連続立体交差

事業による高架化、関連街路整

備によりしっかりとした都市基

支援措置 

社会資本整備

総合交付金（都

 



     

事業名：JR 奈良駅東口駅

前広場（地域生活基盤施

設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ＪＲ高架下公衆ト

イレ（高質空間形成施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ＪＲ奈良駅東口駅

前広場デッキ・階段等（高

次都市施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

削除     

事業名：ＪＲ奈良駅西口駅

前広場拡幅（地域生活基盤

施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ＪＲ奈良駅西口駅

前広場デッキ（高次都市施

設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：3.4.124 大宮三条

本町線（道路） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：（仮称）ＪＲ奈良

駅東口自転車駐車場（地域

生活基盤施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ＪＲ奈良駅東口駅

前広場デッキシェルター

（略） （略） （略） （略） 

事業内容：遊歩道を整備 

 

実施時期：平成23年度 

盤を面的に整備することと併せ

て、地区の歩行者ネットワーク

の質を高め、憩いとうるおいを

持った都市空間形成の基盤とな

る歩行者道を整備することは、

「歩きたくなるまち」の目標達

成に必要である。 

市再生整備計

画） 

 

実施時期 

平成 23 年度 

事業名：ＪＲ奈良駅東口駅

前広場（地域生活基盤施

設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ＪＲ高架下公衆ト

イレ（高質空間形成施設）

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ＪＲ奈良駅東口駅

前広場デッキ・階段等（高

次都市施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ＪＲ奈良駅東口通

路（地域創造支援事業） 

 

事業内容：ＪＲ奈良駅東口

と大宮三条本町線を結ぶ

通路の整備 

 

実施時期：平成23年度 

奈良市 ＪＲ奈良駅は、近鉄奈良駅と

ともに、中心市街地の玄関口で

あり、ＪＲ奈良駅付近は鉄道連

続立体交差化の事業が進められ

ている。 

しかし、現状では歩行者とバ

ス乗降客の動線が交錯し、スム

ーズな移動を阻害している。 

ＪＲ奈良駅東口と大宮三条本

町線を結ぶ通路の整備し、歩行

者動線を確保し、市民や観光客

の利便性を図ることは「歩きた

くなるまち」の目標達成に必要

である。 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画） 

 

実施時期 

平成 23 年度 

 

事業名：ＪＲ奈良駅西口駅

前広場拡幅（地域生活基盤

施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ＪＲ奈良駅西口駅

前広場デッキ（高次都市施

設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：3.4.124 大宮三条

本町線（道路） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：（仮称）ＪＲ奈良

駅東口自転車駐車場（地域

生活基盤施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ＪＲ奈良駅東口駅

前広場デッキシェルター

（略） （略） （略） （略） 



（高質空間形成施設） 

（略） 

事業名：良好な歩行者空間

整備（地域創造支援事業） 

 

事業内容：可動式ボラ―ド

設置、景観島施設、奈良の

観光をイメージした照明

施設の設置 

 

実施時期：平成23年度 

奈良市 ＪＲ奈良駅前から春日大社の

鳥居前までの商業地域を東西に

横断する三条通りはシンボルロ

ードであり、平時とイベント時

の道路の使い方に応じて位置が

変更できる可動式ボラ―ドの設

置など、楽しく安心して歩ける

ような整備を行うことは、「歩

きたくなるまち」の目標達成に

必要である。 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画） 

 

実施時期 

平成 23 年度 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：ＪＲ奈良駅付近連

続立体交差事業 

 

事業内容：鉄道の連続立体

交差化による市街地の一

体化 

関西本線（佐保川南踏切道

付近から大安寺踏切付近） 

Ｌ＝2,180ｍ 

桜 井 線（ＪＲ奈良駅から

西木辻町付近） 

Ｌ＝1,310ｍ 

 

実施時期：平成 9年度～ 

平成 24 年度 

奈良県 ＪＲ奈良駅付近の関西本線と

桜井線は、奈良市の旧市街地の

西側から南側を横切っており、

奈良市都市部の発展を著しく妨

げている。 

このため、鉄道の連続立体交差

化により、市街地の分断を解消

することで都市基盤を整備し、

「歩きたくなるまち」の目標達

成を目指す。 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路））

 

実施時期 

平成 9 年度～

平成 24 年度 

 

事業名：大和都市計画道路

事業7.4.100号 三条線

（上三条工区） 

 

事業内容：シンボルロード

の現道拡幅と歩行環境の

整備 

 

実施時期：平成 8 年度～ 

平成 24 年度 

奈良市 ＪＲ奈良駅前から春日大社の

鳥居前までの商業地域を東西に

横断する三条通りはシンボルロ

ードであり、荷さばき場、駐輪

場、植栽等の整備及び歩道の拡

幅・整備による交通環境の向上

により、楽しく安心して歩ける

ような整備を行うことは、「歩

きたくなるまち」の目標達成に

必要である。 

〈整備概要〉 

事業認可区間 

上三条町～下三条町地内 

計画延長 Ｌ＝165.7ｍ 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金（地

域活力基盤創

造計画） 

 

実施時期 

平成 8 年度～

平成 24 年度 

 

（高質空間形成施設） 

（略） 

新規追加     

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：ＪＲ奈良駅付近連

続立体交差事業 

 

事業内容：鉄道の連続立体

交差化による市街地の一

体化 

関西本線（佐保川南踏切道

付近から大安寺踏切付近）

Ｌ＝2,180ｍ

桜 井 線（ＪＲ奈良駅から

西木辻町付近） 

Ｌ＝1,310ｍ

 

実施時期：平成 9年度～ 

平成 24 年度 

奈良県 ＪＲ奈良駅付近の関西本線と

桜井線は、奈良市の旧市街地の

西側から南側を横切っており、

奈良市都市部の発展を著しく妨

げている。 

このため、鉄道の連続立体交差

化により、市街地の分断を解消

することで都市基盤を整備し、

「歩きたくなるまち」の目標達

成を目指す。 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路））

 

実施時期 

平成 9 年度～

平成 24 年度 

 

事業名：大和都市計画道路

事業7.4.100号 三条線

（上三条工区） 

 

事業内容：シンボルロード

の現道拡幅と歩行環境の

整備 

 

実施時期：平成8年度～

平成22年度 

奈良市 ＪＲ奈良駅前から春日大社の

鳥居前までの商業地域を東西に

横断する三条通りはシンボルロ

ードであり、荷さばき場、駐輪

場、ベンチ、植栽等の整備及び

歩道の拡幅・整備による交通環

境の向上により、楽しく安心し

て歩けるような整備を行うこと

は、「歩きたくなるまち」の目

標達成に必要である。 

〈整備概要〉 

事業認可区間 

上三条町～下三条町地内 

計画延長 Ｌ＝165.7ｍ 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金（地

域活力基盤創

造計画） 

 

実施時期 

平成 8 年度～

平成 22 年度 

 

連続立体交差事業の完成予想図 

（大宮跨線橋付近） 
撤去前の大宮

施工中のＪＲ奈良駅付近連続立体交差事業 



計画幅員 Ｗ＝ 16.0ｍ 

車線数 １車線 

事業名：大和都市計画（奈

良国際文化観光都市建設

計画）道路事業7・4・100

三条線 

 

事業内容：シンボルロード

の現道拡幅と歩行環境の

整備 

 

実施時期：平成 19 年度～ 

奈良市 ＪＲ奈良駅前から春日大社の

鳥居前までの商業地域を東西に

横断する三条通りはシンボルロ

ードであり、荷さばき場、駐輪

場、植栽等の整備及び歩道の拡

幅・整備による交通環境の向上

により、楽しく安心して歩ける

ような整備を行うことは、「歩

きたくなるまち」の目標達成に

必要である。 

〈整備概要〉 

事業認可区間 

下三条町地内 

計画延長 Ｌ＝167ｍ 

計画幅員 Ｗ＝ 16ｍ 

車線数 １車線 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金（地

域活力基盤創

造計画） 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

 

事業名：奈良市都市景観形

成地区建造物保存事業 

 

事業内容：歴史的な町並み

が残るならまちの整備 

奈良町都市景観形成地区 

 

実施時期：平成6年度～ 

奈良市 ならまちを中心とした地区に

は、歴史的な建造物が残ってお

り、近年、来街者が増加してい

る。 

この風情のある歴史的建造物を

保全し、良好な景観を維持する

とともに、修景整備を図り、中

心市街地の魅力を向上させるこ

とは、「訪れたくなるまち」の

目標達成に必要である。 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金（地

域住宅計画に

基づく事業） 

 

実施時期 

平成 23 年度～ 

 

事業名：良好な歩行者空間

整備（地域創造支援事業） 

 

事業内容：可動式ボラ―ド

設置、景観島施設、奈良の

観光をイメージした照明

施設の設置 

 

実施時期：平成23年度～ 

奈良市 ＪＲ奈良駅前から春日大社の

鳥居前までの商業地域を東西に

横断する三条通りはシンボルロ

ードであり、平時とイベント時

の道路の使い方に応じて位置が

変更できる可動式ボラ―ドの設

置など、楽しく安心して歩ける

ような整備を行うことは、「歩

きたくなるまち」の目標達成に

必要である。 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金（地

域活力基盤創

造計画） 

 

実施時期 

平成 23 年度～ 

 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

（２）②に移設  

 

 

 

計画幅員 Ｗ＝ 16.0ｍ 

車線数 １車線 

事業名：大和都市計画（奈

良国際文化観光都市建設

計画）道路事業7・4・100

三条線 

 

事業内容：シンボルロード

の現道拡幅と歩行環境の

整備 

 

実施時期：平成19年度～ 

奈良市 ＪＲ奈良駅前から春日大社の

鳥居前までの商業地域を東西に

横断する三条通りはシンボルロ

ードであり、荷さばき場、駐輪

場、ベンチ、植栽等の整備及び

歩道の拡幅・整備による交通環

境の向上により、楽しく安心し

て歩けるような整備を行うこと

は、「歩きたくなるまち」の目

標達成に必要である。 

〈整備概要〉 

事業認可区間 

下三条町地内 

計画延長 Ｌ＝167ｍ 

計画幅員 Ｗ＝ 16ｍ 

車線数 １車線 

支援措置 

社会資本整備

総合交付金（地

域活力基盤創

造計画） 

 

実施時期 

平成 21 年度～ 

 

（４）からの移設     

新規追加     

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：奈良市都市景観形

成地区建造物保存事業 

 

事業内容：歴史的な町並み

が残るならまちの整備 

奈良市 ならまちを中心とした地区に

は、歴史的な建造物が残ってお

り、近年、来街者が増加してい

る。 

この風情のある歴史的建造物を

支援措置 

市単独費 

 

実施時期 

平成 6年度～ 

 



     

事業名：（仮称）ＪＲ奈良

駅東口駅前広場整備等 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：道路リフレッシュ

舗装補修事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：観光案内板・道標

整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：放置自転車への駐

輪指導事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：駐輪場管理運営事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：駐車場整備事業 

 

事業内容：駐車場の整備 

 

実施時期：平成 22 年度～ 

奈良市 観光利用や中心市街地利用

等、増加する自動車利用に対応

するため、駐車場の整備が必要

となっている。このため、連続

立体交差化により新たに土地が

発生するＪＲ線の高架下空間に

整備される予定の保健所等複合

施設の駐車場の一部を有効利用

する。これは、中心市街地への

車の流入を減らす効果があるこ

とから、「歩きたくなるまち」

の目標達成に必要である 

  

事業名：近鉄奈良駅周辺交

通基盤整備構想策定 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）～（２）② 略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：保健所等複合施設

建設事業 

 

事業内容：保健所等複合施

奈良市 現在の保健所は元奈良県の施

設を借用しているものである。

しかし、平成 14 年４月に中核市

に移行したこともあり、保健所、

支援措置 

合併特例債適

用 

 

 

奈良町都市景観形成地区 

 

実施時期：平成6年度～ 

保全し、良好な景観を維持する

とともに、修景整備を図り、中

心市街地の魅力を向上させるこ

とは、「訪れたくなるまち」の

目標達成に必要である。 

事業名：（仮称）ＪＲ奈良

駅東口駅前広場整備等 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：道路リフレッシュ

舗装補修事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：観光案内板・道標

整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：放置自転車への駐

輪指導事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：駐輪場管理運営事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：駐車場整備事業 

 

事業内容：駐車場の整備 

 

実施時期：平成 22 年度～

平成24年度 

奈良市 観光利用や中心市街地利用

等、増加する自動車利用に対応

するため、駐車場の整備が必要

となっている。このため、連続

立体交差化により新たに土地が

発生するＪＲ線の高架下空間に

整備される予定の保健所等複合

施設の駐車場の一部を有効利用

する。これは、中心市街地への

車の流入を減らす効果があるこ

とから、「歩きたくなるまち」

の目標達成に必要である 

  

事業名：近鉄奈良駅周辺交

通基盤整備構想策定 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）～（２）② 略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：保健所等複合施設

建設事業 

 

事業内容：保健所等複合施

奈良市 現在の保健所は元奈良県の施

設を借用しているものである。

しかし、平成 14 年４月に中核市

に移行したこともあり、保健所、

支援措置 

合併特例債適

用 

 

 



設の整備 

 

実施時期：平成 19 年度～ 

平成22年度 

保健センター及び教育センター

の複合施設を整備することで都

市機能の集積を図り、中心市街

地の利便性を向上させる。これ

は、「訪れたくなるまち」の目

標達成に必要である。 

 

※図表（略） 

 

実施時期 

平成 19 年度～

平成22年度 

事業名：奈良市子育て支援

センター事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：名勝大乗院庭園史

跡等・登録記念物保存修理

事業 

 

事業内容：代表的な庭園で

ある旧大乗院庭園の積極

的なＰＲの実施 

（高畑町） 

 

実施時期：平成 16 年度～ 

平成23年度 

財団法人日

本ナショナ

ルトラスト 

室町時代の代表的な庭園であ

る旧大乗院庭園の発掘調査を実

施し、その成果に基づいて復元

整備を行い、市民や観光客に公

開することは、「訪れたくなる

まち」の目標達成に必要である。 

支援措置 

国宝重要文化

財等保存整備

費補助金 

 

奈良県文化財

保存事業費補

助金 

 

奈良市文化財

保存事業費補

助金 

 

実施時期 

平成 19 年度～ 

平成 23 年度 

 

事業名：史跡興福寺旧境内

史跡等・登録記念物保存修

理事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（４）略 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）～（４）略 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：ならまち舞台縁起

座［明新］整備事業 

（略） （略） （略） （略） 

設の整備 

 

実施時期：平成 19 年度～

（平成22年度完成予定） 

保健センター及び教育センター

の複合施設を整備することで都

市機能の集積を図り、中心市街

地の利便性を向上させる。これ

は、「訪れたくなるまち」の目

標達成に必要である。 

 

※図表（略） 

 

実施時期 

平成 19 年度～

平成22年度 

事業名：奈良市子育て支援

センター事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：名勝大乗院庭園史

跡等・登録記念物保存修理

事業 

 

事業内容：代表的な庭園で

ある旧大乗院庭園の積極

的なＰＲの実施 

（高畑町） 

 

実施時期：平成 16 年度～

平成22年度 

財団法人日

本ナショナ

ルトラスト

室町時代の代表的な庭園であ

る旧大乗院庭園の発掘調査を実

施し、その成果に基づいて復元

整備を行い、市民や観光客に公

開することは、「訪れたくなる

まち」の目標達成に必要である 

支援措置 

国宝重要文化

財等保存整備

費補助金 

 

奈良県文化財

保存事業費補

助金 

 

奈良市文化財

保存事業費補

助金 

 

実施時期 

平成 19 年度～ 

平成 22 年度 

 

事業名：史跡興福寺旧境内

史跡等・登録記念物保存修

理事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（４）略 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）～（４）略 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：ならまち舞台縁起

座［明新］整備事業 

（略） （略） （略） （略） 



（略） 

事業名：テナントミックス

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ＪＲ旧奈良駅舎 

耐震改修・施設整備（地域

創造支援事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：正倉院展関連スタ

ンプラリーイベント「はじ

まりは正倉院展」事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「なら燈花会」推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「バサラ祭り」推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：平城京天平祭など

へのイベント参画事業 

 

事業内容：平城京天平祭へ

の参画 

 

実施時期：平成11年度～ 

奈良市 継続して実施している平城京

天平祭（旧名：平城（なら）遷

都祭）へ積極的に参画し、中心

市街地の魅力をＰＲすること

は、「訪れたくなるまち」の目

標達成に必要である。 

支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

実施時期 

平成 20 年度～ 

 

事業名：旧松矢家住宅活用

事業（地域創造支援事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②～（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：「ならブランド」

創出事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：一店逸品づくり研

究事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：空き店舗活用事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：テナントミックス

研究事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：農林産物直売所研 （略） （略） （略） （略） 

（略） 

事業名：テナントミックス

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ＪＲ旧奈良駅舎 

耐震改修・施設整備（地域

創造支援事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：正倉院展関連スタ

ンプラリーイベント「はじ

まりは正倉院展」事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「なら燈花会」推

進事業 

（略） 

（略） （略）  （略） 

事業名：「バサラ祭り」推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：平城(なら)遷都祭

などへのイベント参画事

業 

事業内容：平城(なら)遷都

祭への参画 

 

実施時期：平成11年度～ 

奈良市 継続して実施している「平城

（なら）遷都祭」へ積極的に参

画し、中心市街地の魅力をＰＲ

することは、「訪れたくなるま

ち」の目標達成に必要である。 

支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

実施時期 

平成 20 年度～ 

 

事業名：旧松矢家住宅活用

事業（地域創造支援事業）

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②～（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：「ならブランド」

創出事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：一店逸品づくり研

究事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：空き店舗活用事業

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：テナントミックス

研究事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：農林産物直売所研 （略） （略） （略） （略） 



究事業 

（略） 

事業名：歩行者天国事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：奈良マーチャント

シードセンター活用事業 

 

事業内容：奈良マーチャン

トシードセンターの有効

活用 

 

実施時期：平成3年度～ 

平成23年度 

奈良市 中心市街地の情報発信、商業

者のマナーアップセミナーやパ

ソコンを使った広告作成講座な

どの商業活性化に役立つ各種講

習会の開催などを行い、中心市

街地活性化の拠点施設とする。

これは、「活力のあるまち」の

目標達成に必要である。 

支援措置 

市単独費 

 

実施時期 

平成 3 年度～

平成 23 年度 

 

事業名：人材育成事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：商店街女性部会の

結成 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：セーフティステー

ション事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：奈良女子大学との

連携事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：奈良県立大学との

連携事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「なら定期イベン

ト」実施事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：平城遷都1300年記

念事業タイアップイベン

ト事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：平城遷都1300年記

念事業ネットワーク事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ならまちわらべう

たフェスタ 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：東大寺二月堂竹送

り お迎え式 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「奈良お買物観光

まっぷ」作成事業 

（略） （略） （略） （略） 

究事業 

（略） 

事業名：歩行者天国事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：奈良マーチャント

シードセンター活用事業 

 

事業内容：奈良マーチャン

トシードセンターの有効

活用 

 

実施時期：平成3年度～ 

奈良市 中心市街地の情報発信、商業

者のマナーアップセミナーやパ

ソコンを使った広告作成講座な

どの商業活性化に役立つ各種講

習会の開催などを行い、中心市

街地活性化の拠点施設とする。

これは、「活力のあるまち」の

目標達成に必要である。 

支援措置 

市単独費 

 

実施時期 

平成 3年度～ 

 

事業名：人材育成事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：商店街女性部会の

結成 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：セーフティステー

ション事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：奈良女子大学との

連携事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：奈良県立大学との

連携事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「なら定期イベン

ト」実施事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：平城遷都1300年記

念事業タイアップイベン

ト事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：平城遷都1300年記

念事業ネットワーク事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：ならまちわらべう

たフェスタ 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：東大寺二月堂竹送

り お迎え式 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「奈良お買物観光

まっぷ」作成事業 

（略） （略） （略） （略） 



（略） 

事業名：「奈良観光ボラン

ティアガイド」育成事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：観光案内所の充実

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：観光総合案内ネッ

トワーク構築事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：商業インキュベー

タ活用事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：奈良まちかど博物

館認定・ＰＲ事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：観光産業従事者の

接客マナー向上事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：奈良まほろばソム

リエ検定事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「お客様おもてな

し運動」推進事業 

 

事業内容：「もてなしの心」

の育成・向上のための会議

開催、講演会・研修会・置

き傘の実施 

 

実施時期：平成 20 年度～ 

中心市街地

内の商店街 

「文化観光集客都市」にふさ

わしいもてなしを推進し、実践

していくことで、消費活動を活

発にする。これは、「活力のあ

るまち」の目標達成に必要であ

る。 

  

事業名：奈良町セミナーハ

ウスの活用 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：近鉄奈良駅前商業

施設「な・ら・ら」整備事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：中心市街地商業活

性化事業（コンセンサス形

成事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：業務用空きビルを

活用した起業家育成事業 

（略） （略） （略） （略） 

（略） 

事業名：「奈良観光ボラン

ティアガイド」育成事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：観光案内所の充実

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：観光総合案内ネッ

トワーク構築事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：商業インキュベー

タ活用事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：奈良まちかど博物

館認定・ＰＲ事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：観光産業従事者の

接客マナー向上事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：奈良まほろばソム

リエ検定事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：「お客様おもてな

し運動」推進事業 

 

事業内容：「もてなしの心」

の育成・向上のための会議

開催、講演会・研修会・置

き傘の実施 

 

実施時期：平成 20 年度～

平成 22 年度 

中心市街地

内の商店街

「文化観光集客都市」にふさ

わしいもてなしを推進し、実践

していくことで、消費活動を活

発にする。これは、「活力のあ

るまち」の目標達成に必要であ

る。 

  

事業名：奈良町セミナーハ

ウスの活用 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：近鉄奈良駅前商業

施設「な・ら・ら」整備事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：中心市街地商業活

性化事業（コンセンサス形

成事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：業務用空きビルを

活用した起業家育成事業 

（略） （略） （略） （略） 



（略） 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）～（４）略 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）～（４）略 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域内で実施する実施場所が特定されない事業  

・観光案内板・道標整備事業 

・放置自転車への駐輪指導事業 

・駐輪場管理運営事業 

・コンベンション誘致事業 

・奈良市文化財保存事業 

・中心市街地での屋外広告物規制、ちらし・張り紙規制 

・中心市街地でのポイ捨て防止啓発事業 

・中心市街地での路上喫煙防止啓発事業 

・街なか住宅建て替え相談事業 

・高齢者円滑入居賃貸住宅の登録簿の閲覧 

・正倉院展関連スタンプラリーイベント「はじまりは正倉院展」事業  

・中心市街地商業活性化事業（コンセンサス形成事業） 

・「ならブランド」創出事業 

・人材育成事業 

・商店街女性部会の結成 

・セーフティステーション事業 

・「なら定期イベント」実施事業 

・「なら燈花会」推進事業 

・「バサラ祭り」推進事業 

・平城遷都1300年記念事業タイアップイベント事業 

・平城遷都1300年記念事業ネットワーク事業 

・平城(なら)遷都祭などへのイベント参画事業 

・「奈良お買物観光まっぷ」作成事業 

・「奈良観光ボランティアガイド」育成事業 

・観光案内所の充実事業 

・観光総合案内ネットワーク構築事業 

・観光産業従事者の接客マナー向上事業 

・奈良まほろばソムリエ検定事業 

・現代的教育ニーズ取組支援プログラム 

・中心市街地活性化協議会アドバイザー派遣事業 

・「お客様おもてなし運動」推進事業 

・パークアンドバスライド・サイクルライド事業 

区域内で実施する実施場所が特定されない事業  

・観光案内板・道標整備事業 

・放置自転車への駐輪指導事業 

・駐輪場管理運営事業 

・コンベンション誘致事業 

・奈良市文化財保存事業 

・中心市街地での屋外広告物規制、ちらし・張り紙規制 

・中心市街地でのポイ捨て防止啓発事業 

・中心市街地での路上喫煙防止啓発事業 

・街なか住宅建て替え相談事業 

・高齢者円滑入居賃貸住宅の登録簿の閲覧 

・正倉院展関連スタンプラリーイベント「はじまりは正倉院展」事業  

・中心市街地商業活性化事業（コンセンサス形成事業） 

・「ならブランド」創出事業 

・人材育成事業 

・商店街女性部会の結成 

・セーフティステーション事業 

・「なら定期イベント」実施事業 

・「なら燈花会」推進事業 

・「バサラ祭り」推進事業 

・平城遷都1300年記念事業タイアップイベント事業 

・平城遷都1300年記念事業ネットワーク事業 

・平城京天平祭などへのイベント参画事業 

・「奈良お買物観光まっぷ」作成事業 

・「奈良観光ボランティアガイド」育成事業 

・観光案内所の充実事業 

・観光総合案内ネットワーク構築事業 

・観光産業従事者の接客マナー向上事業 

・奈良まほろばソムリエ検定事業 

・現代的教育ニーズ取組支援プログラム 

・中心市街地活性化協議会アドバイザー派遣事業 

・「お客様おもてなし運動」推進事業 

・パークアンドバスライド・サイクルライド事業 


