
令和２年度第２次奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画実施計画事業一覧表

○令和２年度（協働事業）一覧表
No. 事業名 令和２年度担当課名

1 自治連合会等活動推進 地域づくり推進課　他

2 奈良市ボランティアセンターの運営 地域づくり推進課

3 にぎわいのあるまちづくり事業 保健所・教育総合センター管理課

4 男女共同参画活動団体協働事業 男女共同参画課

5 地域人権教育支援事業 人権政策課

6 地域で決める学校予算事業（地域学校協働本部事業） 地域教育課

7 教育センター学習事業 教育支援課

8 学校規模適正化検討協議会との協議 教育政策課

9 放課後子ども教室推進事業 地域教育課

10 青少年野外体験施設の運営管理 地域教育課

11 公民館の運営管理 地域教育課

12 おはなし会 中央図書館

13 市民考古サポーター活動事業 埋蔵文化財調査センター

14 文化財講座 文化財課

15 史料保存館展示関連見学会 文化財課

16 上深川歴史民俗資料館（指定管理） 文化財課

17 ならまちわらべうたフェスタ 奈良町にぎわい課

18 奈良市西部会館市民ホール（学園前ホール）の運営 文化振興課

19 北部会館市民文化ホールの運営 文化振興課

20 入江泰吉旧居の運営 文化振興課

21 奈良市アートプロジェクト「古都祝奈良」 文化振興課

22 奈良市都祁交流センターの運営 都祁行政センター地域振興課

23 奈良市都祁生涯スポーツセンターコート等４施設の運営 都祁行政センター地域振興課

24 奈良市都祁体育館の運営 都祁行政センター地域振興課

25 地域福祉活動の支援事業 福祉政策課

26 奈良市月ヶ瀬福祉センターの運営 長寿福祉課

27 奈良市都祁福祉センターの運営 長寿福祉課

28 奈良市子ども会議開催事業 子ども政策課

29 子育て親子の集える場の提供 子ども育成課

30 子育て支援アドバイザー事業 子ども育成課

31 ファミリー・サポート・センター事業 子ども育成課

32 視覚障がい者向け広報等発行事業 障がい福祉課

33 奈良市総合福祉センターの運営 障がい福祉課

34 奈良市子ども発達センターの運営 子育て相談課

35 認知症サポーター養成講座 福祉政策課

36 奈良市老人福祉センターの運営 長寿福祉課

37 奈良市立都祁診療所・月ヶ瀬診療所の運営 医療政策課

38 奈良市立柳生診療所・田原診療所の運営 医療政策課

39 奈良市立興東診療所の運営 医療政策課

40 ２０日ならウォーク 保健所健康増進課

41 奈良市総合医療検査センターの運営 医療政策課

42 奈良市食育ネット 農政課

43 森林保全・緑化推進事業 農政課

44 自主防災防犯組織活動 危機管理課

45 独り暮らし高齢者世帯防火訪問 予防課

46 応急手当普及啓発活動事業 救急課

47 市民メディカルラリーの実施(R2年度中止) 消防局総務課

48 放置自転車対策の推進 環境政策課

49 奈良市自転車駐車場の運営 環境政策課

50 地域防犯活動推進事業 危機管理課

51 奈良市地球温暖化対策地域協議会 環境政策課

52 ＥＣＯキッズ！ならの子ども 環境政策課・学校教育課

53 アダプトプログラム推進事業　「さわやかクリーン奈良」 地域づくり推進課

54 佐保川清掃(R2年度中止) まち美化推進課

55 人と動物がともに暮らせるまちづくり事業 保健衛生課

56 ならクリーンフェスタ 廃棄物対策課

57 ごみ減量キャラバン 廃棄物対策課

58 陶磁器製食器類リユースリサイクル事業 廃棄物対策課

59 なら・まちかど景観発掘隊 都市計画課

60 違反広告物を出さない街づくり推進団体 都市計画課



61 グリーンサポート制度 地域づくり推進課

62 なら燈花会開催事業 観光戦略課

63 ガイド付きツアー 観光戦略課

64 しあわせ回廊～なら瑠璃絵～開催事業 観光戦略課

65 バサラ祭り 観光戦略課

66 月ヶ瀬梅林周遊道路整備 道路建設課

67 転害門前観光駐車場の運営 奈良町にぎわい課

68 奈良市ならまち格子の家の運営 奈良町にぎわい課

69 奈良町からくりおもちゃ館 奈良町にぎわい課

70 旧鍋屋交番きたまち案内所 奈良町にぎわい課

71 史跡・名勝をめぐるウェルカムサービス～知って奈良とびらガイド～ 観光戦略課

72 奈良市きたまち転害門観光案内所 奈良町にぎわい課

73 奈良町南観光案内所運営管理 奈良町にぎわい課

74 奈良町にぎわいの家運営管理 奈良町にぎわい課

75 奈良市京終駅観光案内所 奈良町にぎわい課

76 奈良工芸フェスティバル 産業政策課

77 「奈良しみんだより」の英訳 秘書広報課

78 まちづくり振興事業　「月ヶ瀬地域振興協議会」 月ヶ瀬行政センター地域振興課

79 都祁まちづくり協議会 都祁行政センター地域振興課

80 地域ミーティング 地域づくり推進課

81 ＨＵＧ
２
（はぐはぐ）祭り(R2年度中止) 地域づくり推進課

新規 82 児童館運営事業 子ども育成課

新規 83 交通安全指導員会 危機管理課

新規 84 平城・相楽ニュータウンパワーアップビジョン検討会議 都市計画課



○令和２年度（市民参画事業）一覧表
No. 事業名 令和２年度担当課名

1 地域自治協議会設立に向けたワークショップ 地域づくり推進課

2 もてなしのまちづくりの推進 地域づくり推進課

3 ＮＰＯ法人条例指定制度審査委員会 地域づくり推進課

4 市民参画及び協働によるまちづくり審議会 地域づくり推進課

5 ボランティアインフォメーションセンター運営推進懇話会 地域づくり推進課

6 公民館運営審議会 地域教育課

7 奈良市文化振興計画 文化振興課

8 奈良市子ども・子育て会議 子ども政策課

9 奈良市環境審議会 環境政策課

10 奈良市環境基本計画推進会議 環境政策課

11 奈良市環境教育推進会議 環境政策課

12 クリーンセンター建設計画策定事業 クリーンセンター建設推進課

13 開かれた市政 秘書広報課
14 まちかどトーク 秘書広報課
15 パブリックコメント 総務課
16 スポーツ推進審議会 スポーツ振興課
17 奈良市表彰審査委員会 秘書広報課
18 奈良市情報公開審査会 総務課
19 奈良市個人情報保護審議会 総務課
20 男女共同参画推進審議会 男女共同参画課
21 奈良市社会福祉審議会 福祉政策課
22 奈良市地域福祉推進会議 福祉政策課
23 奈良市民生委員推薦会 福祉政策課
24 奈良市移動等円滑化促進協議会 福祉政策課
25 奈良市介護給付費等の支給に関する審査会 障がい福祉課
26 奈良市障害者計画等策定委員会 障がい福祉課
27 奈良市感染症診査協議会 保健予防課
28 奈良市小児慢性特定疾病審査会 保健予防課
29 奈良市精神保健福祉連絡協議会 保健予防課
30 奈良市感染症対策委員会 保健予防課
31 奈良市難病対策地域協議会 保健予防課
32 奈良市市民共同発電所事業者選定委員会 環境政策課
33 奈良市家庭系ごみ収集運搬業務総合評価審査委員会 環境政策課
34 奈良市巨樹保存等審議会 農政課
35 奈良市食育推進会議 農政課
36 奈良国際文化観光都市建設審議会 都市計画課
37 奈良市景観審議会 都市計画課
38 なら歴史まちづくり推進協議会 都市計画課
39 奈良市空家等対策推進協議会 住宅課
40 奈良市青少年問題協議会（H7年度以降活動休止） 地域教育課
41 奈良市社会教育委員会議 地域教育課
42 奈良市上下水道事業運営審議会   企業局経営企画課
43 奈良市企業局建設工事総合評価審査委員会(R2年度対象外) 企業局水道計画課
44 奈良市社会教育推進懇話会 地域教育課
45 上下水道事業懇談会 企業局経営企画課
46 第５次総合計画策定に向けたワークショップ 総合政策課
47 市民意識調査 総合政策課


