
今年の主な仕事は？

平成25年度 奈良市のわかりやすい予算書

平成25年度　主要事業

少 子 化 対 策

病児・病後児保育の拡充      担当　保育所・幼稚園課担当

　病気やその回復期にある子どもを一時的に保育・看護
する施設に補助を行い、働きながら子育てしやすい環境
をめざします。

平成25年度予算額 2,863万円
（平成24年度予算額 1,380万円）

財源内訳
国庫支出金 817万円 一般財源 2,046万円

認定こども園の設置 子ども政策課

　青和幼稚園・都跡幼稚園を認定こども園とするための
建設・改築を行います。また、帯解地域の市立幼稚園・
保育園を再編し、認定こども園とする建設設計を行います。

平成25年度予算額 4億8,010万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
国庫支出金 3億5,767万円

その他 3万円 一般財源 1,910万円

市債 1億330万円

10か月児健康診査 健康増進課

　10か月の赤ちゃんに身長・体重測定や医師の診察を行
います。赤ちゃんの成長や育て方について心配がある場
合は、保健師や栄養士が相談に応じます。

平成25年度予算額 1,260万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 1,260万円

イクメン手帳の作成 男女共同参画課

　父親となる男性に、育児情報等を掲載したイクメン手
帳を作成し、配布します。男性の育児への積極的な参加
とワークライフバランスの推進を図ります。

平成25年度予算額 80万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 80万円

バンビーホームの新規開設・保育時間の延長 地域教育課

　東部４地区（田原、興東、柳生、月ヶ瀬）にバンビーホー
ムを新設します。また、全てのバンビーホームで、春季・
夏季・冬季休業日等の開所時間を午前８時に繰り上げし
ます。

平成25年度予算額 4,710万円
（平成24年度予算額 800万円）

担当

担当

担当

担当

平成25年度の
主な仕事を見てみよう。

いろんな仕事が
あるんだね。

財源内訳
国庫支出金 261万円

その他 297万円 一般財源 4,052万円

市債 100万円

※一般財源とは、市税など使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源のことです。
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平成25年度 奈良市のわかりやすい予算書

平成25年度　主要事業

環 境

ＬＥＤ照明の導入拡大 文化振興課・エネルギー政策課・道路維持課

　写真美術館や街路灯のLED照明の導入および転換の促
進を行い、省エネルギー化・長寿命化を図ります。また、
商店街がLED照明を導入する費用の一部を補助します。

平成25年度予算額 5,620万円
（平成24年度予算額 2,900万円）

財源内訳
市債 4,720万円 一般財源 900万円

ECＯキッズ！ならの子ども 環境政策課

　小学校３年生を対象とした省エネルギーや地球温暖化
等の環境に関する講座を実施します。

平成25年度予算額 150万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 150万円

観 光

多言語コールセンター 観光戦略課

　宿泊施設を対象に英語、中国語、韓国語等で24時間通
訳サービスを実施することで、外国語対応のスムーズ化
や緊急時サポート体制の整備を行い、外国人観光客の安
心・安全および満足度の向上を図ります。

平成25年度予算額 50万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 50万円

観光案内所の設置 観光振興課

　きたまち地域の活性化や観光振興を図る「奈良市きた
まち転害門観光案内所」を地域との協働で運営します。
　また、薬師寺・唐招提寺がある西ノ京駅前において、
観光シーズン等に臨時観光案内所を設置します。

平成25年度予算額 627万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 627万円

担当

担当

担当

担当

19



平成25年度 奈良市のわかりやすい予算書

平成25年度　主要事業

環 境

ＬＥＤ照明の導入拡大 文化振興課・エネルギー政策課・道路維持課

　写真美術館や街路灯のLED照明の導入および転換の促
進を行い、省エネルギー化・長寿命化を図ります。また、
商店街がLED照明を導入する費用の一部を補助します。

平成25年度予算額 5,620万円
（平成24年度予算額 2,900万円）

財源内訳
市債 4,720万円 一般財源 900万円

ECＯキッズ！ならの子ども 環境政策課

　小学校３年生を対象とした省エネルギーや地球温暖化
等の環境に関する講座を実施します。

平成25年度予算額 150万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 150万円

観 光

多言語コールセンター 観光戦略課

　宿泊施設を対象に英語、中国語、韓国語等で24時間通
訳サービスを実施することで、外国語対応のスムーズ化
や緊急時サポート体制の整備を行い、外国人観光客の安
心・安全および満足度の向上を図ります。

平成25年度予算額 50万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 50万円

観光案内所の設置 観光振興課

　きたまち地域の活性化や観光振興を図る「奈良市きた
まち転害門観光案内所」を地域との協働で運営します。
　また、薬師寺・唐招提寺がある西ノ京駅前において、
観光シーズン等に臨時観光案内所を設置します。

平成25年度予算額 627万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 627万円

担当

担当

担当

担当

20



平成25年度 奈良市のわかりやすい予算書

平成25年度　主要事業

観光トイレの新設・改修 観光振興課

　観光客が快適に過ごしていただけるように、山の辺の
道「奈良道」に観光トイレを新設、また、老朽化してい
る柳生観光駐車場内のトイレの建替えを行います。

平成25年度予算額 2,260万円
（平成24年度予算額 1,400万円）

財源内訳
市債 2,260万円

夏・冬誘客キャンペーン 観光振興課

　夏・冬の観光閑散期における誘客増を図るため、夏は
交通事業者と連携した観光プロモーションや奈良市への
ツアーの企画開発等のキャンペーンの実施、冬には「お
茶会」を中心とした滞在型の企画を行います。

平成25年度予算額 2,000万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
県支出金 500万円 一般財源 1,500万円

奈良町の町家改修

　「奈良町」所在の町家の整備を行い、集会所を始めと
した地域住民交流の拠点として、また観光客にとっても
魅力ある施設として改修します。

平成25年度予算額 4,800万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
国庫支出金 2,400万円 市債 2,400万円

小学校30人学級の拡大 教職員課

　少人数の学級運営で児童一人ひとりにきめ細かな指導
を行います。平成25年度は新たに小学校６年生で導入す
ることで全学年で30人（程度）学級編成が実現します。

平成25年度予算額 6,470万円
（平成24年度予算額 6,730万円）

財源内訳
一般財源 6,470万円

月ヶ瀬温泉リニューアル 月ヶ瀬地域振興課

　お茶や梅で名高い月ヶ瀬地区の地域振興や観光交流の
拠点として、老朽化した施設をリニューアルするための
工事を行います。

平成25年度予算額 ２億8,000万円
（平成24年度予算額 1,000万円）

財源内訳
市債 2億8,000万円

（仮）学校園ＩＣＴ戦略委員会 教育総務課

　授業にタブレットPCや電子黒板などのICT（情報通信
技術）を活用する未来の学校「フューチャースクール」
に向けた有用な方策を検討するため外部有識者による委
員会を設置します。

平成25年度予算額 140万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 140万円

教 育

担当

担当

観光振興課　奈良町にぎわい室担当

担当

担当

担当

※夏・奈良若草山夜景観賞
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平成25年度 奈良市のわかりやすい予算書

平成25年度　主要事業

看護専門学校開校 病院事業課

　市内の看護師不足の抜本的な解消策として、看護専門
職として社会に貢献できる有能な人材を育成するため、
看護専門学校を開校します。

平成25年度予算額 5,380万円
（平成24年度予算額 2,830万円）

財源内訳
その他 2,040万円 一般財源 3,340万円

休日夜間応急診療所建設 病院事業課

　老朽化した奈良市休日夜間応急診療所を移転新築し、北
和地域の休日夜間診療の拠点として整備します。また、そ
れに伴う医療機器、事務システム等の備品購入を行います。

平成25年度予算額 １億6,840万円
（平成24年度予算額 2,050万円）

財源内訳
県支出金 1億3,000万円

一般財源 700万円

市債 3,140万円

近鉄奈良駅周辺駐輪場の整備 防犯・交通安全課

　駅周辺での放置自転車をなくすために、近鉄奈良駅周
辺に234台分の駐輪場を整備します。

平成25年度予算額 600万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 600万円

中学校給食の実施 保健給食課

　市立中学校全校での完全給食実施に向け、新たに４校
（富雄中、伏見中、春日中、平城西中）で給食室を建設
します。また、昨年度建設された富雄南中・都跡中にお
いては４月から給食を実施します。

平成25年度予算額 ６億6,740万円
（平成24年度予算額 2億5,500万円）

保 健 福 祉

財源内訳
市債 2億4,300万円

デジタル同報系防災行政無線整備 危機管理課

　災害の防止・軽減を図るため、市民や観光客に防災情
報や避難情報などを迅速、的確に一斉伝達できるデジタ
ル同報系防災行政無線の整備を行います。

平成25年度予算額 ２億4,300万円
（平成24年度予算額 8,100万円）

市 民 生 活担当

担当

担当

担当

担当

財源内訳
国庫支出金 7,039万円

一般財源 5,841万円

市債 5億3,860万円

財源内訳
その他 200万円 一般財源 600万円

消防通信指令総合システム更新 消防指令課

　運用中の消防通信指令総合システムが、平成28年２月
末でリース契約期間が終了することから、消防力の強化
と運用の効率化を目的とした本システムの更新に向け実
施設計を行います。

平成25年度予算額 800万円
（平成24年度予算額 －）

担当

駐輪場
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（平成24年度予算額 2,050万円）

財源内訳
県支出金 1億3,000万円

一般財源 700万円

市債 3,140万円

近鉄奈良駅周辺駐輪場の整備 防犯・交通安全課

　駅周辺での放置自転車をなくすために、近鉄奈良駅周
辺に234台分の駐輪場を整備します。

平成25年度予算額 600万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 600万円

中学校給食の実施 保健給食課

　市立中学校全校での完全給食実施に向け、新たに４校
（富雄中、伏見中、春日中、平城西中）で給食室を建設
します。また、昨年度建設された富雄南中・都跡中にお
いては４月から給食を実施します。

平成25年度予算額 ６億6,740万円
（平成24年度予算額 2億5,500万円）

保 健 福 祉

財源内訳
市債 2億4,300万円

デジタル同報系防災行政無線整備 危機管理課

　災害の防止・軽減を図るため、市民や観光客に防災情
報や避難情報などを迅速、的確に一斉伝達できるデジタ
ル同報系防災行政無線の整備を行います。

平成25年度予算額 ２億4,300万円
（平成24年度予算額 8,100万円）

市 民 生 活担当

担当

担当

担当

担当

財源内訳
国庫支出金 7,039万円

一般財源 5,841万円

市債 5億3,860万円

財源内訳
その他 200万円 一般財源 600万円

消防通信指令総合システム更新 消防指令課

　運用中の消防通信指令総合システムが、平成28年２月
末でリース契約期間が終了することから、消防力の強化
と運用の効率化を目的とした本システムの更新に向け実
施設計を行います。

平成25年度予算額 800万円
（平成24年度予算額 －）

担当

駐輪場
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平成25年度 奈良市のわかりやすい予算書

平成25年度　主要事業

コミュニティビジネス支援 商工労政課

　若者と起業家との交流会やインターンシップ、ビジネ
スプランコンテスト等を通じて起業に興味のある者の掘
り起こしと育成を行うことで、地域特性を生かしたビジ
ネスの創業や若者による起業を支援し、地域経済の活性
化を図ります。

平成25年度予算額 1,900万円
（平成24年度予算額 1,650万円）

財源内訳
一般財源 1,900万円

市産「苺」ブランド化推進 農林課

　「古都華」を始めとする奈良市産の「苺」のブランド
化やイメージアップを図り、大都市圏等での購買層に販
売促進するため、商品のパッケージ開発および消費イベ
ントを開催します。

平成25年度予算額 100万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 100万円

鳥獣被害防止対策（サル被害対策モデル事業交付金）

　近年急増しているサルによる農作物被害について、地
域にあったモデル事業の実施を支援します。

平成25年度予算額 150万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 150万円

経 済

リニア中央新幹線中間駅誘致推進 観光戦略課　リニア推進室

　人・モノ・情報の活発な交流を生み出すとともに、現
在の東海道新幹線の代替的ルートの機能のあるリニア中
央新幹線中間駅の奈良市誘致に向けた活動を行います。

平成25年度予算額 1,200万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 1,200万円

都 市 基 盤

担当

交通安全施設整備 道路建設課・道路維持課

　通学路をはじめ、市内の道路交通網をより安全で安心
して利用できる空間にするため、啓発看板の設置、歩道
の整備やゾーン30（生活道路の最高速度30km／h規制
区域）の整備等の交通安全施設の整備を行います。

平成25年度予算額 7,650万円
（平成24年度予算額 7,470万円）

800万円

担当

担当

担当

農林課担当

こ　 と　 か

財源内訳
国庫支出金 880万円

一般財源

市債 5,970万円

ＪＲ奈良駅東口駅前広場整備 ＪＲ奈良駅周辺整備事務所

　国際文化観光都市である奈良市の玄関口にふさわしい
街並みの形成を目指し、交通拠点としての機能の向上を
行うことにより、観光客の誘致や市民交流などの賑わい
の拡大を図ります。

平成25年度予算額 4億円
（平成24年度予算額 8億2,160万円）

2万円

担当

財源内訳
国庫支出金 2億1,978万円

一般財源

市債 1億8,020万円
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平成25年度 奈良市のわかりやすい予算書

平成25年度　主要事業

コミュニティビジネス支援 商工労政課
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スプランコンテスト等を通じて起業に興味のある者の掘
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ントを開催します。
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（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 100万円

鳥獣被害防止対策（サル被害対策モデル事業交付金）

　近年急増しているサルによる農作物被害について、地
域にあったモデル事業の実施を支援します。

平成25年度予算額 150万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 150万円
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リニア中央新幹線中間駅誘致推進 観光戦略課　リニア推進室

　人・モノ・情報の活発な交流を生み出すとともに、現
在の東海道新幹線の代替的ルートの機能のあるリニア中
央新幹線中間駅の奈良市誘致に向けた活動を行います。

平成25年度予算額 1,200万円
（平成24年度予算額 －）

財源内訳
一般財源 1,200万円

都 市 基 盤

担当

交通安全施設整備 道路建設課・道路維持課

　通学路をはじめ、市内の道路交通網をより安全で安心
して利用できる空間にするため、啓発看板の設置、歩道
の整備やゾーン30（生活道路の最高速度30km／h規制
区域）の整備等の交通安全施設の整備を行います。

平成25年度予算額 7,650万円
（平成24年度予算額 7,470万円）

800万円

担当

担当

担当

農林課担当

こ　 と　 か

財源内訳
国庫支出金 880万円

一般財源

市債 5,970万円

ＪＲ奈良駅東口駅前広場整備 ＪＲ奈良駅周辺整備事務所

　国際文化観光都市である奈良市の玄関口にふさわしい
街並みの形成を目指し、交通拠点としての機能の向上を
行うことにより、観光客の誘致や市民交流などの賑わい
の拡大を図ります。

平成25年度予算額 4億円
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