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　　規　　　　　　　則　　

　奈良市立応急診療所条例の一部を改正する条例の施行期
日を定める規則をここに公布する。
　平成２６年１２月５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第５５号

奈良市立応急診療所条例の一部を改正する条例の施
行期日を定める規則

　奈良市立応急診療所条例の一部を改正する条例（平成２６
年奈良市条例第２７号）の施行期日は、平成２６年１２月７日と
する。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。

（平成２６年１２月５日掲示済）

　　告　　　　　　　示　　

奈良市告示第８１８号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定に
より公告します。
　平成２６年１２月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
　近鉄西大寺駅南土地区画整理事業公園整備工事ほか１７
件（各工事の工事名、工事場所、工期、工事概要、予定
価格、最低制限基準価格及び最低制限モデル型算出価格
は別表のとおり）　
以下省略

（平成２６年１２月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８１９号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定に
より公告します。
　平成２６年１２月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
　測量設計業務委託（富雄川西二丁目地内他・西部第８９３
号線）（各業務の業務名、業務場所、業務期間、業務概要、
予定価格、最低制限基準価格は別表のとおり）　
以下省略

（平成２６年１２月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８２０号
　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び
第１１５条の５第２項の規定により、指定居宅サービス事業
者及び指定介護予防サービス事業者を廃止しましたので、
同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定により公
示します。
　平成２６年１２月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

【介護予防通所介護・通所介護】

廃止年月日
事業者事業所

事業所番号
法人名法人所在地名称所在地

平成２６年
１１月３０日株式会社ヘルスケアグループ愛知県大府市中央町七丁目

３３６番地
茶話本舗デイサービス奈良六
条亭奈良市六条二丁目４－８2970105819

（平成２６年１２月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８２１号
　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規

定により、指定居宅サービス事業者を指定しましたので、
同法第７８条第１号の規定により公示します。
　平成２６年１２月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

廃止年月日
事業者事業所

事業所番号
法人名法人所在地名称所在地

平成２６年
１２月１日株式会社未来日記愛知県大府市中央町七丁目

336番地
茶話本舗デイサービス奈良六
条亭奈良市六条二丁目４－８2970106700

（平成２６年１２月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第822号 
　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項
の規定において準用する同法第５０条の２の規定により指定

介護機関から事業を廃止した旨の届出がありましたので、
同法第５５条の３の規定により告示します。
　平成26年１２月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

廃止年月日廃止した施設又は廃止した事業指定介護機関
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（平成２６年１２月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第823号
　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第５５条の３の
規定により次のとおり告示します。
　平成26年１２月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

の種類　　　　　　　　　　　所在地名称

開設者

主たる事務所の所在地名称

平成26年９月30日 
平成26年９月30日

居宅　訪問介護 
介護予防　訪問介護

奈良県奈良市菅原町４７４－５　三和
マンション１０７号室えがおをそえて

奈良県奈良市南京終町五丁目３７７－
１２１株式会社ゆか

指定年月日施術の種類
指定施術者の氏名

施術所の所在地施術所の名称

平成26年11月18日はり・きゅう
林　典雄

奈良県奈良市南京終町三丁目１５３１番
地

ファインストレッチ鍼灸院（林　典
雄）

（平成２６年１２月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８２４号
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号
カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個
人情報の提供等に関する省令（平成２６年総務省令第８５号）
第３５条第３項の規定により、平成２６年１２月 1 日指定情報処
理機関である地方共同法人地方公共団体情報システム機構
に通知カード及び個人番号カード関連事務を行わせること
とした。
　平成２６年１２月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
（平成２６年１２月１日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第825号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第１０条第３項の規定により利用者又は所有
者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しますの
で、奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭
和５９年奈良市規則第３５号）第５条の規定により告示します。
　平成26年12月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　処分の根拠
移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがな
いため。

２　処分対象自転車等の保管場所
　　奈良市大安寺西二丁目２８８－１
　　奈良市自転車等保管施設
３　処分年月日
　　平成26年12月１日
４　処分対象自転車等の移動年月日
平成26年５月８日、同月12日、同月15日、同月19日、
同月20日、同月22日、同月24日、同月27日及び同月29
日

（平成２６年１２月１日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第826号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成26年12月1日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成26年12月１日
３　移動対象区域
JR奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域

４　保管場所
　　奈良市大安寺西二丁目288－１
　　奈良市自転車等保管施設
５　引取期間
移動日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条
例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定
する市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）
を除く。

６　引取時間
　　午前９時から午後４時30分まで
７　引取りのための必要事項
敢　印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認で
きるもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお
持ちください。

柑　次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収しま
す。

　　　　ア　移動費　自転車　　　　　2,000円
　　　　　　　　　　原動機付自転車　4,000円
　　　　イ　保管費　1,000円（ただし、移動日から14日以
　　　　　　　　　　　　　　内は無料）　
８　連絡先
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　　奈良市市民生活部　交通政策課
　　電話0742－34－1111代表

（平成26年12月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市公示第827号
　国税徴収法（昭和３４年法律第147号）第54条の規定に基づ
く差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき者
の住所等が不明のため送達することができないので、地方
税法（昭和25年法律第226号）第20号の２第１項の規定によ
り、次のとおり公示送達します。
　なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
　平成26年12月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　送達をすべき文書
　　差押調書（謄本）
２　送達を受けるべき者
　　省略

（平成26年12月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８２８号
　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
　なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
　平成２６年１２月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　許可の年月日及び番号
平成２６年２月１８日　奈良市指令都整開　第１３Ａ－４５号

２　検査済証の交付年月日及び番号
　　開発行為　　平成２６年１１月２８日　　第１４４７号
　　公共施設　　平成２６年１１月２８日　　第６８０号
３　開発区域に含まれる地域
奈良市押熊町２０８番１４、２０８番１５、２１１番１３、２１１番１４、
２１１番１５、２１１番１６、２１１番１７、２１１番１８、２１１番１９、２２１８
番１、２２１８番３、２２１８番４、２２１９番１、２２１９番３、２２２０

番１、２２２０番２、２２２１番１、２２２１番２、２２２１番３、２２２２
番１、２２２２番２、２２２２番３、２２２２番４、２２２２番５、２２２２
番６、２２２３番２、２２２３番３、２５８８番１の一部、２５８８番
３、２５８８番４及び中山町１１７７番７３

４　開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市西城戸町１番地の４
株式会社八州エイジェント　代表取締役　河合　浩

５　公共施設の種類、位置及び区域
　敢　道路

奈良市押熊町２０８番１４の一部、２０８番１５、２１１番１３の一
部、２１１番１４、２１１番１５の一部、２１１番１６の一部、２１１
番１７、２１１番１８、２１１番１９、２２１８番３、２２１９番３、２２２１
番２、２２２２番３、２２２２番５、２２２３番２、２２２３番３の
一部、２５８８番３、２５８８番４の一部及び中山町１１７７番
７３

柑　下水道
奈良市押熊町２０８番１４の一部、２１１番１３の一部、２１１番
１４の一部、２１１番１５の一部、２１１番１６の一部、２２１８番
３の一部、２２１９番３の一部、２２２１番２の一部、２２２２
番３の一部、２２２２番５の一部、２２２３番２の一部、２５８８
番３の一部、２５８８番４の一部及び中山町１１７７番７３の
一部

桓　下水道用地
奈良市押熊町２１１番１３の一部

棺　公園
奈良市押熊町２５８８番１の一部

款　調整池
奈良市押熊町２１１番１６の一部及び２２２１番３の一部

（平成２６年１２月１日掲示済）
　　　 　　　　
奈良市告示第８２９号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項に規定する
指定障害福祉サービス事業者を指定しましたので、同法第
５１条第１号の規定に基づき告示します。
　平成２６年１２月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　

１　指定年月日　平成２６年１２月１日

サービス種
類

事業所事業者
事業所番号

住所郵便番号名称住所郵便番号名称

居宅介護 
行動援護

奈良県奈良市六条西三丁
目３-21630-8044

居宅介護事業所かか
しホーム 
行動援護事業所遊遊

奈良県奈良市六条西三丁
目３-21630-8044特定非営利活動法人

かかしの会2910100870

就労継続
支援A型

奈良県奈良市富雄元町
１-22-12　タワーア・ラ・
モードB階５号

631-0078トコルガ
奈良県奈良市法蓮町433
番地１　グローリー新大
宮１階

630-8113特定非営利活動法人
Ｍｓねっと2910102322

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８３０号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号

に規定する指定特定相談支援事業者を指定しましたので、
同法第５１条の３０第２項第１号の規定に基づき告示します。
　平成２６年１２月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
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（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８３１号
　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項
第１号に規定する指定障害児相談支援事業者を指定しまし

たので、同法第２４条の３７第１号の規定に基づき告示しま
す。
　平成２６年１２月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　

１　指定年月日　平成２６年１２月１日

サービス種
類

事業所事業者
事業所番号

住所郵便番号名称住所郵便番号名称

計画相談
支援

奈良県奈良市神殿町１６６-
２　神殿マンション１号
棟１０１号室

630-8441えにしケアステー
ション

京都府木津川市木津八ヶ
坪３番地２３619-0214合同会社えにしケア

ステーション2930100595

１　指定年月日　平成２６年１２月１日

サービス種
類

事業所事業者
事業所番号

住所郵便番号名称住所郵便番号名称

障害児相談
支援

奈良県奈良市神殿町１６６-
２　神殿マンション１号
棟１０１号室

630-8441えにしケアステー
ション

京都府木津川市木津八ヶ
坪３番地２３619-0214合同会社えにしケア

ステーション2970100927

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８３２号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項に規定する

指定障害福祉サービス事業者を廃止しましたので、同法第
５１条第２号の規定に基づき告示します。
　平成２６年１２月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　

１　廃止年月日　平成２６年１１月３０日

サービス種
類

事業所事業者
事業所番号

住所郵便番号名称住所郵便番号名称

居宅介護 
重度訪問
介護

奈良県奈良市左京一丁目
１８-２２631-0801ヘルパーもえぎ奈良県奈良市六条一丁目

１-１630-8043特定非営利活動法人
わかくさもえぎ2910100243

生活介護奈良県奈良市六条一丁目
１-１630-8043わかくさもえぎ奈良県奈良市六条一丁目

１-１630-8043特定非営利活動法人
わかくさもえぎ2910101415

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第833号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成26年12月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成26年12月２日
３　移動対象区域
近鉄奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京
駅周辺及び近鉄平城駅周辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成２６年１２月２日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第８３４号
　下記に掲げる者は、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政
令第２９２号）第８条に規定する事由が生じたので、同令第１２

条第１項の規定により、その住民票を職権で消除しました
が、その通知を受けるべき者の住所等が不明のため、同条
第４項後段の規定により公示します。
　なお、この処分に不服のある者は、この処分があったこ
とを知った日の翌日から起算して６０日以内に奈良市長に対
して異議申立てをすることができるとともに、当該異議申
立ての決定に不服があるときは、その決定があったことを
知った日の翌日から起算して３０日以内に奈良県知事に対し
て審査請求することができます。
　また、この処分の取消しを求める訴えは、審査請求に対
する裁決があったことを知った日から６箇月以内に、奈良
市を被告として提起することができます。
　この訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ
提起することはできません。
　平成２６年１２月３日

奈良市長　仲　川　元　庸　
以下省略

（平成２６年１２月３日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８３５号
　なら・まほろば景観まちづくり条例（平成２年奈良市条
例第12号）第14条第１項の規定により都市景観形成建築物
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等の指定をしたので、同条第６項及びなら・まほろば景観
まちづくり条例施行規則（平成２年奈良市規則第21号）第
８条の規定により次のとおり告示します。
　平成２６年１２月３日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年１２月３日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第836号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基
づき、次のように道路の区域を変更します。
　その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
　平成26年１２月３日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年１２月３日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第837号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基
づき、平成26年12月３日から次のように道路の供用を開始
します。
　その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
　平成26年１２月３日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年１２月３日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８３８号
　奈良市住居表示に関する条例（昭和４２年奈良市条例第２１
号）第３条の規定により、次のとおり住居番号をつけたの
で、同条例第３条第４項の規定により告示します。
　平成２６年１２月４日

奈良市長　仲　川　元　庸　
次のとおり省略

（平成２６年１２月４日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第839号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域

内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成26年12月４日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成26年12月４日
３　移動対象区域
近鉄奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺及び近鉄富雄駅周
辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成２６年12月４日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第８４０号
　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
　なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
　平成２６年１２月４日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　許可の年月日及び番号
平成２６年１０月８日　奈良市指令都整開　第１４Ａ－２２号
平成２６年１１月１７日　奈良市指令都整開　第１４Ａ－２２－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１号

２　検査済証の交付年月日及び番号
　　開発行為　　平成２６年１２月４日　　第１４４８号
３　開発区域に含まれる地域
奈良市三条大路五丁目１６７番１の一部、１６７番７の一部
及び１６８番１の一部

４　開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市三条大路五丁目２番２８号
上杉　弘一

（平成２６年１２月４日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第841号
　住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を住民基本台帳法
（昭和42年法律第81号）第11条第３項及び第11条の２第12
項の規定により次のとおり公表します。
　平成26年12月４日

奈良市長　仲　川　元　庸　

坂本邸名　　　称

奈良市勝南院町１２番１所　在　地

つし二階形式　　（桁行７.４ｍ　梁間９.９ｍ）概　　　要

備考延長
（m）

幅員
（m）

変更
前後別区間路線名整理

番号

39.53.29〜4.26前池之町９番地先か
ら北部

第364号線１
39.56.00〜6.00後池之町17番５地先

まで

備考延長
（m）

幅員
（m）区間路線名整理

番号

39.56.00〜6.00

池之町９番地先か
ら

北部第364号線１
池之町17番５地先
まで
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平成25年４月１日～平成26年３月31日閲覧者

閲覧の請求をした国又は地方公共
団体の名称又は申出者の氏名(法
人の場合は名称及び代表者又は
管理人の氏名)

請求事由（利用目的）の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

日本銀行情報サービス局内
金融広報中央委員会 平成25年4月24日 杉ケ町

(株)日本リサーチセンター 20歳以上の男女個人　　１６件

ＮＨＫ奈良放送局　　局長　泉谷 八千代 平成25年5月8日 杉ケ町、大森町、三条桧町

ＮＨＫ委託抽出員 明治～平成18年生まれの男女　　28件

奈良県総務部知事公室長 平成25年度「県民アンケート」調査 平成25年5月7日
平成25年5月8日

(株)かんでんＣＳフォーラム 奈良市内に居住する20歳以上の男女　　840件

ＮＨＫ放送文化研究所 2013年6月
全国放送サービス接触状況調査 平成25年4月25日 疋田町五丁目

（社）中央調査社 ７歳以上の日本人男女（平成18年12月末日生まれまで) 　12件

内閣府大臣官房政府広報室 国民生活に関する世論調査 平成25年5月23日 恋の窪二丁目

（社）中央調査社 満20歳以上の日本国籍を有する男女（平成５年５月末日生まれまで）　　30件

(株)野村総合研究所 テレビ視聴に関する調査 西九条町一丁目

（社）中央調査社 16歳以上の男女（平成９年６月末日生まれまで）　　　14件

日本銀行　情報サービス局 生活意識に関するアンケート調査 平成25年6月12日 南京終町二丁目・三丁目

(株)日本リサーチセンター 満20歳以上の男女(平成５年７月31日生まれまで）　　15件

独立行政法人　労働政策研究・研修機構 西九条町、西九条町一丁目、五条三丁目、五条西一丁目

株式会社　日経リサーチ 25歳以上44歳以下の男女（昭和43年７月２日から昭和63年７月１日の間に生まれた人）　　48件　　

内閣府大臣官房政府広報室 子どもの安全に関する世論調査 平成25年6月19日 北永井町

（社）中央調査社 満20歳以上の日本国籍を有する男女（平成５年６月末日生まれまで）　　15件

朝日新聞社
ブランド推進本部マーケティング部 平成25年7月4日 菅原町

（社）中央調査社 満15歳以上の日本人男女（平成10年８月末日生まれまで）　　23件

内閣府大臣官房政府広報室 平成25年7月18日 四条大路一丁目

（社）新情報センター 満20歳以上の日本国籍を有する男女　　16件

株式会社　時事通信社 住民意識調査 平成25年8月14日 青山四丁目、法蓮町、六条緑町一丁目、西大寺新町一丁目、東九条町

（社）中央調査社 満20以上の日本人男女（平成５年８月末生まれまで）　66件

日本銀行　情報サービス局 生活意識に関するアンケート調査 平成25年8月20日 佐紀町

(株)日本リサーチセンター 満20歳以上の男女（平成５年10月30日生まれまで）　　15件

日本大学法学部 平成25年8月22日 西笹鉾町、東笹鉾町、西包永町、東包永町、中御門町、川久保町、北川端町、北袋町

（社）中央調査社 満20歳以上79歳以下（昭和８年８月１日から平成５年７月末日生まれまで）の日本人男女　　　100件

ＮＨＫ奈良放送局　局長　岩崎　治幸 日本人の意識調査 平成25年9月3日 大森町

ＮＨＫ委託抽出員 明治から平成９年生まれの人　　14件

ＮＨＫ奈良放送局　局長　岩崎　治幸 平成25年9月3日 大森町

ＮＨＫ委託抽出員 明治から平成18年生まれの人　　12件

内閣府政策統括官 平成25年8月29日 大宮町一丁目～七丁目

株式会社　ナビット 満20歳以上70歳未満の男女個人　　　99件

家計の金融行動に関する世論調査

平成25年度
市民の社会貢献に関する実態調査

神殿町、南永井町、北永井町、北之庄町、北之庄西町二丁目、出屋敷町、秋篠町、秋篠新町、秋篠早月町、秋篠三
和町一丁目、歌姫町、敷島町一丁目・二丁目、西ノ京町、七条町、七条一丁目、七条東町、七条西町一丁目、六条
緑町二丁目・三丁目、二条町一丁目～三丁目、大宮町二丁目～四丁目・六丁目、芝辻町、芝辻町一丁目～四丁目、
大森町、大森西町、西木辻町、東木辻町、芝新屋町、中新屋町、西新屋町、中辻町、肘塚町、南肘塚町、瓦堂町、南
京終町、南京終町一丁目～五丁目・七丁目、京終地方東側町、南中町、柳町、油留木町、押上町、川久保町、今小
路町、中御門町、西笹鉾町、東笹鉾町、東包永町、西包永町、多門町、西新在家別所町、菖蒲池町、畑中町、北市町、
法華寺町、雑司町、手貝町、川上町、東之阪町、今在家町、春日野町、興善院町、般若寺町、奈良阪町、南魚屋町、
杉ケ町、桂木町、法蓮町、大安寺町、恋の窪一丁目～三丁目、恋の窪東町、東九条町、西九条町、西九条町二丁
目、杏町、二条大路南二丁目・五丁目、三条本町、三条宮前町、三条添川町、三条大宮町、大宮町一丁目、三条桧
町、三条栄町、三条川西町、三条町、上三条町、下三条町、三条大路一丁目・三丁目・五丁目、四条大路一丁目～
四丁目、四条大路南町、柏木町、八条一丁目・五丁目、大安寺西一丁目・三丁目、大安寺一丁目～七丁目、押熊
町、中山町、山陵町、西大寺小坊町、西大寺新田町、西大寺新池町、西大寺高塚町、西大寺宝ヶ池、西大寺芝町一
丁目・二丁目、西大寺野神町一丁目、西大寺竜王町一丁目、西大寺赤田町一丁目、宝来一丁目～五丁目、平松一
丁目～五丁目、窪之庄町、池田町、山町、今市町、田中町、米谷町、中畑町、北椿尾町、高樋町、茗荷町、矢田原
町、杣之川町、南田原町、大野町、沓掛町、須山町、古市町、疋田町、疋田町一丁目～五丁目、菅原町、青野町、若
葉台一丁目～三丁目、西大寺東町一丁目、西大寺新田一丁目・二丁目、西大寺本町、西大寺栄町、西大寺南町、
西大寺国見町一丁目・二丁目、西大寺北町一丁目、八島町、鉢伏町、鹿野園町、藤原町、横井一丁目・二丁目、五
条町、五条畑一丁目・二丁目、六条町、六条一丁目、六条西一丁目～六丁目、南新町、佐紀町、五条西一丁目・二
丁目、五条一丁目～三丁目、尼辻北町、尼辻中町、尼辻南町、尼辻町、横領町、高天町、漢国町、登大路町、中筋
町、東向北町、大豆山突抜町、坊屋敷町、芝辻町、鍋屋町、半田突抜町、南半田西町、南半田中町、北半田西町、
北半田中町、椿井町、角振町、高畑町、奥子守町、本子守町、寺町、北向町、小川町、西城戸町、東城戸町、北風呂
町、東向南町、西御門町、小西町、林小路町、東寺林町、西寺林町、今御門町、下御門町、池之町、南市町、元林院
町、橋本町、樽井町、餅飯殿町、北川端町、北袋町、光明院町、勝南院町、鶴福院町、公納堂町、十輪院畑町、川之
上町、薬師堂町、北室町、紀寺町、東紀寺町一丁目～三丁目、西紀寺町、南紀寺町一丁目～五丁目、白毫寺町、青
山一丁目～三丁目、都祁南之庄町、都祁甲岡町、都祁友田町、都祁藺生町、都祁小山戸町、都祁相河町、都祁吐
山町、都祁こぶしが丘、都祁白石町、西之阪町、油阪町

平成25年5月23日

平成25年5月29日

６月全国個人視聴率調査

若年期の職業経歴と現在の働き方に
関するアンケート調査

2013年
新聞及びウェブ利用に関する総合調査

暮らしの安心・信頼・社会参加に関する
アンケート調査

１１月全国個人視聴率調査

国立公園に関する世論調査
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平成25年４月１日～平成26年３月31日閲覧者

閲覧の請求をした国又は地方公共
団体の名称又は申出者の氏名(法
人の場合は名称及び代表者又は
管理人の氏名)

請求事由（利用目的）の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

奈良県健康福祉部健康づくり推進課長 なら健康長寿基礎調査 平成25年8月29日

株式会社　地域社会研究所 満年齢20～39歳、40～64歳、65～74歳、75歳以上の４年齢階層別の男女　　1,441件

内閣府政策統括官 平成25年9月11日 芝辻町四丁目

(株)日本リサーチセンター 満20歳以上79歳以下（昭和８年８月２日から平成５年８月１日まで生まれ）の男女　　　14件

独立行政法人
　　国立精神・神経医療研究センター 平成25年9月19日 宝来四丁目

（社）新情報センター 15歳～64歳の男女個人　　　15件

大学共同利用機関法人
               情報・システム研究機構 日本人の国民性調査 平成25年9月11日 南京終町一丁目

(株)日本リサーチセンター 満20歳以上84歳以下（昭和３年10月１日から平成５年９月30日まで生まれ）の男女　　　16件

国立大学法人　東京大学 教育と仕事に関する全国調査 平成25年10月10日 法蓮町

(株)日本リサーチセンター 満30歳以上64歳以下（昭和23年11月２日から昭和58年11月１日まで生まれ）の男女　　　20件

ＮＨＫ放送文化研究所 防災とエネルギー調査 平成25年9月25日 七条西町一丁目

（社）中央調査社 16歳以上（平成９年12月末日まで生まれ）の男女　　16件

奈良県健康福祉部長寿社会課 高齢者の生活・介護等に関する県民調査 平成25年9月26日

法蓮町、三条桧町、三条栄町、三条川西町、三条町、下三条町、今辻子町、西之阪町、油阪地方町、油阪町、三条
本町、三条宮前町、三条添川町、三条大宮町、大宮町一丁目～七丁目、芝辻町、芝辻町一丁目～四丁目、大安寺
町、恋の窪一丁目～三丁目、恋の窪東町、四条大路南町、柏木町、八条一丁目・三丁目・五丁目、大安寺西一丁
目・三丁目、大安寺一丁目～五丁目、東寺林町、今御門町、南市町、餅飯殿町、北室町、東城戸町、上三条町、寺
町、太子守町、北風呂町、林小路町、登大路町、坊屋敷町、南半田中町、油留木町、中御門町、雑司町、川上町、北
御門町、水門町、般若寺町、奈良阪町、青山一丁目・二丁目・四丁目・六丁目～八丁目、佐保台二丁目・三丁目、佐
保台西町、鶴福院町、川之上突抜町、紀寺町、西紀寺町、高畑町、百毫寺町、東紀寺町一丁目・三丁目、南紀寺町
一丁目～五丁目、都祁南之庄、都祁友田町、藺生町、都祁吐山町、都祁こぶしが丘、都祁白石町、針町、針ヶ別所
町、上深川町、荻町、柳生町、柳生下町、邑地町、丹生町、大柳生町、阪原町、須川町、南庄町、中ノ川町、下狭川
町、月ヶ瀬石打、月ヶ瀬尾山、月ヶ瀬桃香野、西笹鉾町、北川端町、北袋町、西包永町、多門町、阪新屋町、西新在
家町、内侍原町、北市町、法華寺町、南魚屋町、杉ヶ町、南肘塚町、桂木町、南京終町一丁目～七丁目、中新屋町、
芝新屋町、元興寺町、井上町、中辻町、肘塚町、押熊町、中山町、山陵町、秋篠町、秋篠早月町、秋篠三和町一丁
目・二丁目、秋篠新町、敷島町一丁目・二丁目、歌姫町、西大寺小坊町、西大寺新田町、西大寺新池町、西大寺高
塚町、西大寺宝ヶ丘、西大寺町、菅原町、青野町、若葉台町一丁目～四丁目、宝来町、疋田町、疋田町一丁目～五
丁目、西大寺東町一丁目、西大寺新町一丁目・二丁目、西大寺本町、西大寺栄町、西大寺南町、西大寺国見町一
丁目・二丁目、西大寺北町一丁目～四丁目、西大寺芝町一丁目・二丁目、西大寺野神町一丁目・二丁目、西大寺竜
王町一丁目・二丁目、西大寺赤田町一丁目・二丁目、宝来一丁目～五丁目、平松一丁目～五丁目、北永井町、北之
庄町、南永井町、神殿町、出屋敷町、北之庄西町一丁目、東九条町、西九条町、杏町、西九条町三丁目、京終地方
西側町、南城戸町、南中町、南袋町、南風呂町、小太郎町、南新町、柳町、大森町、大森西町、西木辻町、脇戸町、
高御門町、陰陽町、西新屋町、東木辻町、鳴川町、花園町、瓦堂町、北京終町、南京終町、京終地方東側町、鶴福
院町、不審ヶ辻町、中院町、鵲町、公納堂町、福智院町、十輪院町、川之上突抜町、薬師堂町、毘沙門町、芝突抜町

(株)地域社会研究所 満40歳～64歳の男女　　378件　　　　65歳以上の男女　　300件

(社)日本新聞協会 メディアの接触と評価に関する調査 平成25年10月3日 六条三丁目

（社）中央調査社 15歳以上79歳以下の日本人男女　　　20件

内閣府大臣官房政府広報室 アイヌ政策に関する世論調査 平成25年10月3日 田中町

（社）中央調査社 満20以上の日本人男女（平成５年９月末日生まれまで）　　　　14件

(財)ゆうちょ財団 家計と貯蓄に関する調査 平成25年10月10日 青山一丁目

(株)日本リサーチセンター 満20歳以上の男女　　　　20件

内閣府政策統括官付参事官 平成25年10月23日 北之庄町

（社）新情報センター 60歳以上の男女個人　　　16件

内閣府政策統括官付参事官 平成２５年度食育に関する意識調査 平成25年10月24日 六条西三丁目

（社）中央調査社 満20以上の日本国籍を有する男女個人（平成25年10月31日現在）　　15件

国土交通省土地・建物産業企画課 土地問題に関する国民の意識調査 平成25年11月12日 四条大路二丁目

（社）新情報センター 満20以上の日本国籍を有する者　　15件

第10回
飲酒・喫煙・くすりの使用についての
アンケート

東寺林町、西寺林町、池之町、南市町、橋本町、下御門町、餅飯殿町、椿井町、光明院町、角振町、北室町、上三条
町、東城戸町、西城戸町、奥子守町、寺町、西御門町、小西町、本子守町、高天町、登大路町、北風呂町、中筋町、
花芝町、大豆山町、鍋屋町、坊屋敷町、北小路町、北半田西町、南半田中町、南半田東町、半田横町、後藤町、高
天市町、西笹鉾町、北袋町、西包永町、東包永町、雑司町、手貝町、川上町、東之阪町、多門町、阪新屋町、西新在
家町、西新在家号所町、内侍原町、北市町、芝辻町、芝辻町一丁目～四丁目、三条桧町、三条栄町、三条川西町、
三条町、今辻子町、西之阪町、油阪町、三条本町、三条宮前町、三条添川町、三条大宮町、大宮町一丁目、法華寺
町、法蓮町、法蓮佐保山一丁目・三丁目、半田開町、奈保町、大安寺町、恋の窪一丁目～三丁目、恋の窪東町、大
宮町一丁目～七丁目、四条大路南町、柏木町、二条町一丁目～三丁目、二条大路南一丁目～五丁目、三条大路一
丁目～五丁目、四条大路一丁目～五丁目、八条町、八条一丁目・三丁目・五丁目、大安寺西一丁目・三丁目、大安
寺一丁目～七丁目、五条一丁目～三丁目、尼辻北町、尼辻中町、尼辻南町、尼辻町、尼辻西町、横領町、北新町、
南新町、佐紀町、西大寺芝町一丁目、西大寺野神町一丁目・二丁目、西大寺竜王町一丁目・二丁目、西大寺赤田町
一丁目・二丁目、宝来町、宝来一丁目～五丁目、平松一丁目～四丁目、疋田町、疋田町一丁目～五丁目、西大寺
東町一丁目・二丁目、西大寺新町一丁目・二丁目、西大寺本町、西大寺栄町、西大寺小坊町、西大寺新田町、西大
寺新池町、西大寺高塚町、西大寺宝ケ丘、西大寺南町、西大寺北町一丁目～四丁目、西大寺、西大寺国見町一丁
目・二丁目、菅原町、青野町、若葉台一丁目～四丁目、五条町、五条西一丁目・二丁目、赤膚町、五条畑一丁目・二
丁目、六条町、六条一丁目～三丁目、六条西一丁目～六丁目、六条緑町一丁目～三丁目、七条町、七条一丁目、
七条東町、七条西町一丁目、西ノ京町、押上町、川久保町、今小路町、中御門町、北御門町、高御門町、今在家町、
水門町、興善院町、般若寺町、奈良阪町、青山一丁目～八丁目、佐保台二丁目・三丁目、佐保台西町、中院町、鵲
町、公納堂町、十輪院畑町、川之上突抜町、築地之内町、薬師堂町、毘沙門町、紀寺町、西紀寺町、東紀寺町一丁
目～三丁目、南紀寺町一丁目～五丁目、芝新屋町、井上町、中辻町、肘塚町、南肘塚町、脇戸町、高畑町、百毫
寺町、西新屋町、東木辻町、西木辻町、南魚屋町、杉ケ町、鳴川町、瓦堂町、北京終町、南京終町、南京終一丁目
～五丁目・七丁目、南城戸町、南中町、南袋町、小太郎町、南新町、柳町、大森町、大森西町、桂木町、東九条町、
西九条町、西九条一丁目～三丁目、北永井町、南永井町、神殿町、出屋敷町、北之庄西町一丁目、杏町、押熊町、
中山町、山陵町、秋篠町、秋篠早月町、秋篠三和町一丁目・二丁目、秋篠新町、敷島町一丁目・二丁目、歌姫町、柳
生町、柳生下町、興ケ原町、邑地町、大保町、丹生町、大柳生町、阪原町、大平尾町、忍辱山町、大慈仙町、須川
町、南庄町、北村町、園田町、平清水町、生琉里町、東鳴川町、中ノ川町、狭川両町、狭川東町、西狭川町、下狭川
町、広岡町、都祁友田町、藺生町、都祁小山戸町、都祁相河町、都祁こぶしが丘、都祁白石町、針町、針ケ別所町、
小倉町、下深川町、都祁馬場町、北野山町、都祁吐山町、都祁南之庄、都祁甲岡町、来迎寺町

家族と地域における子育てに関する
意識調査

高齢者の地域社会への参加に関する
意識調査
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日本銀行情報サービス局 生活意識に関するアンケート調査 平成25年11月28日 青山八丁目

(株)日本リサーチセンター 20歳以上の男女個人　　15件

独立行政法人　労働政策研究・研修機構 第2回　日本人の就業実態に関する総合調査 平成25年12月11日 神殿町

(株)日本リサーチセンター 20歳以上65歳以下の男女個人　　　33件

放送大学　　　学長　岡部 洋一　 暮らしと生きる力に関する調査 平成25年12月11日 東九条町

(株)日本リサーチセンター
満25歳～74歳の男女　（昭和14年１月２日から昭和64年１月１日まで生まれ）　　23件

学校法人　自治医科大学
　　　　　　　理事長　　香山 充弘 平成25年12月11日 五条三丁目、尼辻中町、尼辻南町

(株)日本リサーチセンター 満40歳～79歳の男女　（昭和９年２月１日から昭和49年１月31日まで生まれ）　　30件

日本たばこ産業株式会社 全国たばこ喫煙者率調査 平成26年1月15日 六条西三丁目、東九条町、秋篠早月町

株式会社　ビデオリサーチ 大正13年5月1日～平成6年4月30日生まれの男女　　６０件

総務省情報通信国際戦略局 通信利用動向調査 平成25年12月20日 水間町、東九条、平松五丁目、三条大路五丁目、三条桧町、佐保台二丁目

(株)日本リサーチセンター 満20歳以上の男女（平成５年４月１日生まれまで）　　192件

内閣府経済社会総合研究所 平成26年1月22日 大宮町四丁目

（社）新情報センター 単身世帯の世帯主　　　40件

奈良市全域

平成４年４月２日から平成５年４月１日までの間に生まれた男女
平成８年４月２日から平成９年４月１日までの間に生まれた男女
平成11年４月２日から平成12年４月１日までの間に生まれた男子

日本銀行情報サービス局 生活意識に関するアンケート調査 平成26年2月13日 南京終町一丁目

(株)日本リサーチセンター 20歳以上の男女個人　　　　15件

桐蔭横浜大学　法学部・学部長　　 平成26年2月20日 脇戸町、高御門町、陰陽町、南城戸町

（社）中央調査社 20歳以上の男女個人（平成6年3月末まで生まれ）　　　　16件

日本銀行情報サービス局内
                  金融広報中央委員会 家計の金融行動に関する世論調査 平成26年3月18日 三条町、三条本町

(株)日本リサーチセンター 20歳以上の男女個人　　16件

自衛隊奈良地方協力本部 自衛官等の募集に伴う広報 平成26年1月
　20日・21日・22日

ロコモティブシンドローム(運動器不全症
候群）に関する疫学研究：健康と運動器
症状についてのアンケート

法制度に関する意識調査

消費動向調査
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平成25年４月１日～平成26年３月31日閲覧者 　(西部出張所　住民課)

閲覧の請求をした国若しくは地方
公共団体の名称又は申出者の氏
名(法人の場合は名称及び代表者
又は管理人の氏名)

請求事由（利用目的）の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

奈良県総務部知事公室
                   公室長　村井　浩
㈱かんでんＣＳフォーラム　大阪事務所
                 　取締役社長　鍵田　吉成

独立行政法人国立病院機構
久里浜医療ｾﾝﾀｰ　院長　樋口　進

一般社団法人　中央調査社
                  会長　西澤　豊

公益財団法人　新聞通信調査会
                 　理事長　長谷川　和明

一般社団法人　中央調査社
                  会長　西澤　豊

㈱時事通信社　大阪支社
                　支社長　清水　達也

一般社団法人　中央調査社
                  会長　西澤　豊

内閣府大臣官房政府広報室
                  　室長　武川　恵子
一般社団法人　新情報ｾﾝﾀｰ
                   　事務局長　平谷　伸次
奈良県健康福祉部　健康づくり推進課
                    　課長　谷垣　孝彦
㈱地域社会研究所
               　代表取締役社長　大橋　浩
内閣府大臣官房政府広報室
                     　室長　武川　恵子

登美ヶ丘五丁目５～　日本国籍を有する20歳以上の男女　16名
一般社団法人　新情報ｾﾝﾀｰ
                     　事務局長　平谷　伸次

ＮＨＫ放送文化研究所　世論調査部
世論調査部長　石川　信

青垣台一丁目、藤ノ木台四丁目　７歳以上の日本人男女　12名
一般社団法人　中央調査社
                  会長　西澤　豊

内閣府大臣官房政府広報室
                      　室長　武川　恵子

西登美ヶ丘八丁目　満18歳以上の日本人男女　14名
一般社団法人　中央調査社
                  会長　西澤　豊

ＮＨＫ放送文化研究所　世論調査部
世論調査部長　石川　信

㈱日本ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ
         　代表取締役社長　鈴木　稲博
奈良県健康福祉部　長寿社会課
                    　課長　杉山　孝
㈱地域社会研究所
         　代表取締役社長　大橋　浩
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
付　参事官（青少年環境整備担当）
　　　　　　　　　　　　山岸　一生
㈱日本ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ
          　代表取締役社長　鈴木　稲博
内閣府大臣官房政府広報室
政府広報室長　武川　恵子

帝塚山南三丁目・四丁目　満20歳以上の日本人男女　15名
一般社団法人　中央調査社
                  会長　西澤　豊

消費者庁　長官　阿南　久

一般社団法人　新情報ｾﾝﾀｰ
              　事務局長　平谷　伸次

明治国際医療大学　大学院鍼灸学研究
科長　石崎　直人　　ＮＨＫ放送文化研究
所　メディア研究部
メディア研究部長　塩田　幸司

一般社団法人　中央調査社
                  会長　西澤　豊

日本たばこ産業株式会社　たばこ事業本
部　Ｍ＆Ｓ戦略部長　中野　恵 登美ヶ丘三丁目　20名　西千代ヶ丘二丁目　20名　

㈱ビデオリサーチ
               代表取締役社長　秋山　創一 大正13年５月１日～平成６年４月30日生まれの日本人男女　計40名

文化庁　文化部国語課
国語課長　岩佐　敬昭
一般社団法人　中央調査社
                  会長　西澤　豊
金融広報中央委員会(日本銀行情報サー
ビス局内)　会長　本家　正隆

㈱日本ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ
             代表取締役社長　鈴木　稲博

全国たばこ喫煙者率調査 平成26年1月15日

平成25年度　国語に関する世論調査 平成26年1月23日 帝塚山一丁目～　満16歳以上の日本人男女　18名

家計の金融行動に関する世論調査 平成26年3月18日 あやめ池南二丁目、五丁目～八丁目　満20歳以上の日本人男女　16名

富雄元町四丁目４～　日本国籍を有する20歳以上の男女　16名

西部管内全域　平成25年7月1日現在満20歳以上の男女　740名平成25年9月4日なら健康長寿基礎調査業務

飲酒と生活習慣に関する調査

平成25年8月6日臓器移植に関する世論調査(付帯：時事問題)

住民意識調査 平成25年7月30日

帝塚山南二丁目　20歳以上の日本人男女　18名

学園北二丁目　16歳以上の男女　12名

西部管内全域　満年齢40歳～64歳の男女203名
　　　　　　　65歳以上の男女159名　計362名

防災に関する世論調査

消費者意識基本調査

富雄元町一丁目　10歳以上17歳以下の日本人男女　20名

生活意識に関する調査

青少年のインターネット利用環境実態調査

テレビ視聴とメディアについての調査

高齢者の生活・介護等に関する県民調査業務

外交に関する世論調査(付帯・時事問題)

2013年11月全国放送ｻｰﾋﾞｽ接触動向調査
(ﾃﾚﾋﾞの見られ方などについての調査)

民法の成年年齢に関する世論調査

平成25年9月18日

平成25年9月26日

平成25年9月26日

平成25年度県民アンケート調査

第６回ﾒﾃﾞｨｱに関する全国世論調査 平成25年6月19日

帝塚山南一丁目～　満20歳以上の日本人男女　27名

学園中三丁目～　満18歳以上の日本人男女　20名

登美ヶ丘五丁目　22名　千代ヶ丘二丁目　21名
20歳以上の日本人男女計　43名

平成25年10月10日

平成25年11月14日

平成25年11月19日

平成25年12月19日

平成25年5月17日 西部管内全域　20歳以上の男女　240名

平成25年6月20日

平成25年9月27日

平成25年10月1日

西千代ヶ丘二丁目２～　15歳以上の日本国籍を有する男女　25名
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平成25年４月１日～平成26年３月31日閲覧者
閲覧の請求をした国若しくは地方公共

団体の名称又は申出者の氏名（法人の

場合は名称及び代表者又は管理人の氏

名）

請求事由（利用目的）の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

奈良県総務部知事公室長 村井 浩 平成25年度「県民アンケート調査」 平成25年

５月13日

神功一丁目～六丁目、右京一丁

目～五丁目、朱雀一丁目～六丁

目、左京一丁目～四丁目・六丁

目

満20歳以上の個人

142名株式会社かんでんＣＳフォーラム

取締役社長 鍵田 吉成

国土交通省観光庁

参事官 内田 浩行

2013年度「旅行・観光消費動向調査」 平成25年

５月16日

左京一丁目

男女個人 85名

株式会社 インテージリサーチ

代表取締役社長 井上 孝志

金融広報中央委員会

会長 小林 信介

家計の金融行動に関する世論調査 平成25年

５月21日

神功二丁目・三丁目

満20歳以上の男女 16名

(株)日本リサーチセンター

代表取締役社長 鈴木 稲博

奈良県健康福祉部健康づくり推進課

課長 谷垣 孝彦

なら健康長寿基礎調査業務 平成25年

９月９日

神功一丁目～六丁目、右京二丁

目～五丁目、朱雀一丁目～六丁

目、左京一丁目～四丁目

20歳以上の男女 149名

株式会社 地域社会研究所

代表取締役社長 大橋 浩

奈良県健康福祉部長寿社会課

課長 杉山 孝

高齢者の生活・介護等に関する県民

調査業務

平成25年

10月２日

神功一丁目～六丁目、右京二丁

目～五丁目、朱雀一丁目～六丁

目、左京一丁目～四丁目・六丁

目

40歳以上の男女 72名

株式会社 地域社会研究所

代表取締役社長 大橋 浩

平成25年４月１日～平成26年３月31日閲覧者

閲覧の請求をした国又は地方公共
団体の名称又は申出者の氏名(法
人の場合は名称及び代表者又は
管理人の氏名)

請求事由（利用目的）の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

大学共同利用機関法人
               情報・システム研究機構 日本人の国民性調査 平成25年９月11日 西狭川町、生琉里町、法用町、東鳴川町、中ノ川町、狭川両町

(株)日本リサーチセンター 満20歳以上84歳以下（昭和３年10月１日から平成５年９月30日まで生まれ）の男女　　　16件

（平成２６年１２月４日掲示済）
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奈良市告示第842号
　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の

とおり指定しましたので、同法第５５条の３の規定により告
示します。
　平成２６年１２月５日

奈良市長　仲　川　元　庸　

指定年月日施設又は実施する事業の種類

指定介護機関

所在地名称

開設者

主たる事務所の所在地名称

平成26年7月1日

居宅　訪問看護 
居宅　訪問リハビリテーション 
居宅　通所リハビリテーション 
居宅　居宅療養管理指導 
介護予防　訪問看護 
介護予防　訪問リハビリテーション 
介護予防　通所リハビリテーション 
介護予防　居宅療養管理指導

奈良県奈良市神殿町６９４－１つるはら耳鼻科

奈良県奈良市神殿町６９４－１医療法人　敬志会

平成26年10月1日居宅　居宅療養管理指導 
介護予防　居宅療養管理指導

奈良県奈良市大宮町一丁目３－８タキヤ奈良駅前薬局

兵庫県尼崎市北大物町１６番７号タキヤ株式会社

平成26年11月1日

居宅　訪問看護 
居宅　訪問リハビリテーション 
居宅　通所リハビリテーション 
居宅　居宅療養管理指導 
介護予防　訪問看護 
介護予防　訪問リハビリテーション 
介護予防　通所リハビリテーション 
介護予防　居宅療養管理指導

奈良県奈良市石木町１００－１
イオンタウン富雄南SC内にこにこ歯科

大阪府大阪市中央区南新町２丁目２
－１３　ハイム大手前８０１菅　敏正

平成26年12月1日居宅　通所介護
奈良県奈良市六条二丁目４－８茶話本舗デイサービス奈良六条亭

愛知県大府市中央町七丁目３３６番地株式会社未来日記

（平成２６年１２月５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第843号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成26年１２月８日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成26年１２月７日

３　移動対象区域
JR奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域

以下省略
（平成２６年１２月８日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第844号
　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の
とおり指定しましたので、同法第５５条の３の規定により告
示します。
　平成２６年１２月８日

奈良市長　仲　川　元　庸　

指定年月日施設又は実施する事業の種類

指定介護機関

所在地名称

開設者

主たる事務所の所在地名称

平成26年10月18日 
平成26年10月18日

居宅　居宅療養管理指導 
介護予防　居宅療養管理指導

奈良県奈良市大安寺町５１５－２
柏木町医療タウン１０５号室ひかり薬局柏木店

奈良県生駒市俵口町１３７０－１有限会社ひかりファーマシー

（平成２６年１２月８日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第845号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成26年１２月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成26年１２月９日
３　移動対象区域
　　JR奈良駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略
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（平成２６年１２月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第846号
　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条の規定
により公告します。
　平成２６年１２月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年１２月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８４７号
　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条の規定
により公告します。
　平成２６年１２月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年１２月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８４８号
　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
　なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
　平成２６年１２月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　許可の年月日及び番号
平成２６年８月２５日　奈良市指令都整開　第１４Ａ－１０号
平成２６年９月２６日　奈良市指令都整開　第１４Ａ－１０－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１号

２　検査済証の交付年月日及び番号
　　開発行為　　平成２６年１２月９日　　第１４４９号
３　開発区域に含まれる地域
奈良市山陵町８７１番２２の一部

４　開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市山陵町５６５番地
片岡　寿憲

（平成２６年１２月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８４９号
　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお
いて準用する同法第１９条第１項の規定により大和都市計画
（奈良国際文化観光都市建設計画）地区計画を変更しまし
たので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第
１項の規定により次のとおり告示し、同条第２項の規定に
より当該都市計画の図書を奈良市都市整備部都市計画室都
市計画課において公衆の縦覧に供します。
　平成２６年１２月１０日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　変更に係る都市計画の種類及び名称
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区
計画
押熊町北地区地区計画

２　変更に係る都市計画を定める土地の区域
　　奈良市押熊町２０８０番　他

（平成２６年１２月１０日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８５０号
　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお
いて準用する同法第１９条第１項の規定により大和都市計画
（奈良国際文化観光都市建設計画）地区計画を変更しまし
たので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第
１項の規定により次のとおり告示し、同条第２項の規定に
より当該都市計画の図書を奈良市都市整備部都市計画室都
市計画課において公衆の縦覧に供します。
　平成２６年１２月１０日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　変更に係る都市計画の種類及び名称
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区
計画
東登美ヶ丘六丁目地区計画

２　変更に係る都市計画を定める土地の区域
　　奈良市東登美ヶ丘六丁目及び押熊町の一部

（平成２６年１２月１０日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８５１号
　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお
いて準用する同法第１９条第１項の規定により大和都市計画
（奈良国際文化観光都市建設計画）生産緑地地区を変更し
ましたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０
条第１項の規定により次のとおり告示し、同条第２項の規
定により当該都市計画の図書を奈良市都市整備部都市計画
室都市計画課において公衆の縦覧に供します。
　平成２６年１２月１０日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　変更に係る都市計画の種類

奈良市古市町大塚１３２８番地申 請 者 住 所

中西建設株式会社　代表取締役　中西　琢也申 請 者 氏 名

奈良市古市町１３８３番の一部道 路 の 位 置

最大４.２０m　最小４.２０m道 路 の 幅 員

３３.０２m道 路 の 延 長

平成２６年１２月９日指 定 年 月 日

第H２６０７号指 定 番 号

奈良市古市町大塚１３２８番地申 請 者 住 所

中西建設株式会社　代表取締役　中西　琢也申 請 者 氏 名

奈良市古市町１３８３番の一部道 路 の 位 置

最大４.２０m　最小４.２０m道 路 の 幅 員

２９.３６m道 路 の 延 長

平成２６年１２月９日指 定 年 月 日

第H２６０９号指 定 番 号
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大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）生産
緑地地区

２  変更に係る都市計画を定める土地の区域
奈良市大森町、大倭町、学園赤松町、杏町、西大寺赤
田町一丁目、西大寺北町四丁目、菅原町、大安寺六丁
目、中山町、南京終町四丁目及び南登美ヶ丘の各一部

（平成２６年１２月１０日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第852号
　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定
により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま
したので、同法第５５条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
　平成２６年１２月１１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年１２月１１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第853号
　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条第１項の規
定により医療機関を指定しましたので、同法第５５条の３の
規定により告示します。
　平成２６年１２月１１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年１２月１１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８５４号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成26年１２月１２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成26年１２月１１日
３　移動対象区域
近鉄奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京
駅周辺及び近鉄平城駅周辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成２６年１２月１２日掲示済）

　　　 　　　

奈良市告示第８５５号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定に
より公告します。
　平成２６年１２月１５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
　本入札は、保守業務を含むトータルコストの低廉化を
図る目的から、整備業務委託料及び保守業務委託料（９
年間）を合わせた入札価格によって落札者を決定します。
ただし、奈良市・生駒市高機能消防指令センター保守業
務委託（９年間分）に係る委託料は、落札金額に１００分
の２７を乗じて得た金額とします。
敢　業務名　奈良市・生駒市高機能消防指令センター整
備業務委託他
柑　業務場所　奈良市八条五丁目４０４番地の１　奈良市
消防局他
桓　業務期間　契約の日から平成３８年３月３１日までとす
る。
棺　業務概要
ア　奈良市・生駒市高機能消防指令センター整備業
務委託
ア　内容
ａ　消防指令施設の整備
ｂ　指令室等設備工事
ｃ　消防指令施設構築に関連する整備
ｄ　その他発注者が必要とする事項
イ　履行期間
契約の日から平成２８年３月３１日までとする。

イ　奈良市・生駒市高機能消防指令センター保守業
務委託
ア　内容
ａ　定期保守
ｂ　障害対応
ｃ　機器の更新
ｄ　その他発注者が必要とする事項
イ　履行期間
平成２９年４月１日から平成３８年３月３１日まで
とする。

款　担当課　奈良市消防局情報救急室指令課
　　　　　　　電話　０７４２－３５－１１９１
以下省略

（平成２６年１２月１５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８５６号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定に
より公告します。
　平成２６年１２月１５日

廃止年月日医療機関の所在地医療機関の名称

平成26年10月31日
奈良県奈良市西大寺東町
二丁目１番６３号　サンワ
シティ西大寺３F

中岡内科クリニック

指定年月日医療機関の所在地医療機関の名称

平成26年11月1日
奈良県奈良市西大寺東町
二丁目１番６３号　サンワ
シティ西大寺３F

中岡内科クリニック

平成26年12月1日奈良県奈良市東登美ケ丘
一丁目１番１５号１F

オレンジ薬局東登美ケ丘
店
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奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
　道路改良工事（南田原町地内・南田原長谷線）ほか２０
件（各工事の工事名、工事場所、工期、工事概要、予定
価格、最低制限基準価格及び最低制限モデル型算出価格
は別表のとおり）　
以下省略

（平成２６年１２月１５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８５７号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定に
より公告します。
　平成２６年１２月１５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
　測量設計業務委託（六条三丁目地内・六条石木線）ほ
か２件（各業務の業務名、業務場所、業務期間、業務概
要、予定価格、最低制限基準価格は別表のとおり）　
以下省略

（平成２６年１２月１５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８５８号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定に
より公告します。
　なお、この入札は、変動型最低制限価格制度を採用しま
す。詳細は、予定価格及び最低制限価格等の設定に関する
事務取扱要領によります。
　平成２６年１２月１５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　工　事　名　奈良市防災行政無線（デジタル移動系）

整備工事
柑　工事場所　奈良市二条大路南一丁目１番１号他
桓　工事期間　契約の日から平成２８年３月２５日までとす

る。
棺　工事概要　統制局設備工事　一式

中継局設備工事　一式
　　　　　　　半固定局設備工事　一式
款　予定価格　３２１，０００千円（消費税及び地方消費税を除

く。）
歓　最低制限モデル型算出価格　２７３，４７９千円（消費税及

び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成２６年１２月１５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８５９号
　平成２６年奈良市告示第６７１号（予防接種の実施）の一部

を次のように改正する。
　平成２６年１２月１５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
次のよう省略

（平成２６年１２月１５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８６０号
　平成２６年奈良市告示第６７２号（予防接種の実施）の一部
を次のように改正する。
　平成２６年１２月１５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
次のよう省略

（平成２６年１２月１５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第８６１号
　平成２６年奈良市告示第７０６号（予防接種の実施）の一部
を次のように改正する。
　平成２６年１２月１５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
次のよう省略

（平成２６年１２月１５日掲示済）

　 　 監 査 　

奈良市監査委員告示第１６号
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規
定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が
あったので、次のとおり公表します。
　平成２６年１２月１日

奈良市監査委員　中　村　勝三郎　
同　　　　　　　中　本　　　勝　
同　　　　　　　山　口　　　誠　
同　　　　　　　松　石　聖　一　

　生活環境課
　監査結果公表日　平成２５年１２月２６日（奈良市監査委員告

示第１８号）
　措置結果通知日　平成２６年１１月７日

　環境清美工場

【措置の内容】【監査の結果】

敢　火葬場の使用許可手続におい
て、奈良市火葬場条例施行規則
第２条第２項の規定を改正し、
遺体を火葬する場合及び死産児
を火葬する場合の火葬場使用許
可証の様式を新たに定め、その
他のものを火葬する場合及び斎
場を使用する場合の火葬場使用
許可申請書兼許可証の様式を定
め、平成２６年９月から交付する
こととしました。

柑　奈良市墓地条例第８条の規定
に基づく使用料の減免について、
奈良市事務専決規程に定める部
長専決で事務処理を行うことと
しました。

敢　火葬場の使用許可手続におい
て、奈良市火葬場条例施行規則
第２条第２項に規定する火葬場
使用許可書を交付していなかっ
た。同項の規定のとおり、火葬
場使用許可書を交付するよう改
められたい。

柑　奈良市墓地条例第８条の規定
に基づく使用料の減免の決裁区
分を誤って、課長専決として事
務処理をしていた。部長専決事
項であるので、奈良市事務専決
規程に定める専決区分に従い、
事務処理をされたい。
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（平成２６年１２月１日掲示済）

　 　 公 営 企 業 　

奈良市企業局告示第６７号
　 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水
道法（昭和３３年法律第７９号）第９条の規定に基づき次のと
おり公示します。
 　その関係図書は、平成２６年１２月１５日から２週間、奈良市
企業局下水道部下水道維持課に備え置いて縦覧に供しま
す。
　平成２６年１２月１日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

１　公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
　　平成２６年１２月１５日
２　公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域
奈良市三碓三丁目、中山町西一丁目、鶴舞東町、菅原
町、大宮町三丁目、北風呂町及び法華寺町の各一部

３　供用を開始する排水施設の位置
終　　　　　　　　　点　起　　　　　　　　　点管　　渠　　番　　号

奈良市三碓三丁目１２０－１奈良市三碓三丁目１２５－１帝塚山南幹線－５９

奈良市中山町西一丁目８８４奈良市中山町西一丁目８６８－４７大渕池幹線－１４５

奈良市鶴舞東町６５７－１３奈良市鶴舞東町６５７－１３鶴舞西第２幹線－４

奈良市鶴舞東町６５７－１３奈良市鶴舞東町６５７－１３鶴舞西第２幹線－５

奈良市菅原町４４７－１奈良市菅原町４５１－１青野幹線－２９

奈良市大宮町三丁目２００－４奈良市大宮町三丁目２００－１３芝辻幹線－３３

奈良市東城戸町２２－１奈良市北風呂町３－１高畑幹線－３３

奈良市北風呂町３－１奈良市北風呂町３－１高畑幹線－３４

奈良市法華寺町６３０－３６奈良市法華寺町６３０－３６都跡幹線－３４４

４　供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別
　　分流式・合流式
５　終末処理場の位置及び名称
　　大和郡山市額田部南町１６０番地　奈良県浄化センター

（平成２６年１２月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第６８号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和４０年奈
良市規則第４３号）第２条の規定により公告します。
　平成２６年１２月１日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

第１　入札に付する事項
　　１　工事名　　北野山・丹生配水池濁色度計更新工事
　　２　工事場所　奈良市丹生町地内
　　３　工事期間　契約の日から平成２７年２月２７日まで
　　４　工事概要　敢　新設濁色度計の据付

柑　電気工事
桓　配管工事
棺　水質機器室築造工事
款　水質機器室用分電盤据付
歓　水質機器用分電盤据付
汗　配管ルート工事

　監査結果公表日　平成２６年３月２７日（奈良市監査委員告
示第４号）

　措置結果通知日　平成２６年１１月１０日
【措置の内容】【監査の結果】

柑　家庭ごみ及び事業所ごみの一
般廃棄物処分手数料について、
平成２６年４月からつり銭資金保
管簿及び金種表を作成し、公金
等取扱マニュアルに則り、事務
処理をするよう改めました。

桓　ショベルローダー等運転技能
講習、ガス溶接技能講習、クレー
ン運転業務特別教育講習などの
講習を職員に受講させる際は、
旅行命令簿を作成し、利用交通
手段も公共交通機関を利用し、
旅費を支給するよう改めました。

棺　行政財産の目的外使用許可を
新たに行う際は、部長専決に改
めました。

⑸　平成２６年４月から、管理して
いる公用車（業務用車２台）の運
転報告書については、奈良市公
用車管理規則第１８条の規定によ

柑　家庭ごみ及び事業所ごみの一
般廃棄物処分手数料について、
独自の金種表を用いて現金の管
理をしているため、釣銭と収入
の総額を確認した証跡がなく、
出納員である所属長の確認も受
けていなかった。環境清美工場
で定めた公金等取扱マニュアル
に則り、適正に事務処理を行わ
れたい。

桓　ショベルローダー等運転技能
講習、ガス溶接技能講習、クレー
ン運転業務特別教育講習などの
講習を職員に受講させる際、旅
行命令簿が作成されていなかっ
た。また、利用交通手段は、職員
の私用車であるため、旅費を支
給していないとのことであった
が、奈良市公用車管理規則第２２
条第１項本文の規定によると、
私用車は原則として公務に使用
してはならないことになってい
る。適正な事務処理を行われた
い。

棺　行政財産の目的外使用の許可
を新たに行う際、決裁区分を課
長専決としていた。部長専決事
項であるので、奈良市事務専決
規程に定める専決区分に従い、
事務処理をされたい。

⑸　管理している公用車（業務用車
２台）のうち、１台の運転報告書
については、奈良市公用車管理
規則第１８条の規定により、毎日、

　り、同規則別記第７号様式に定
める運転報告書を作成し、翌日
の使用時までに公用車管理者に
提出するようにしました。

　同規則別記第７号様式に定める
運転報告書を作成し、公用車管
理者（環境清美工場長が該当）に
提出することになっているにも
かかわらず、別の様式の公用車
使用簿を作成し、公用車管理者
に報告していなかった。公用車
を使用した場合には、当該運転
報告書を作成し、翌日の使用時
までに公用車管理者に提出する
よう改められたい。
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止の届出があったので、同規程第１０条の規定により次のと
おり公示します。
　平成２６年１２月５日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

（平成２６年１２月５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第７２号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和４０年奈
良市規則第４３号）第２条の規定により公告します。
　平成２６年１２月１５日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

１　入札に付する事項
　口径２５粍鉛給水管布設替工事に伴う路面復旧工事、奈
良市左京三丁目地内ほか４件（工事種別、工事番号、工
事名称、工事場所、工期、工事概要、予定価格及び最低
制限基準価格は別表のとおり）
以下省略

（平成２６年１２月１５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第７３号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和４０年奈
良市規則第４３号）第２条の規定により公告します。
　平成２６年１２月１５日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

１　入札に付する事項
　朱雀ポンプ場圧送管増設工事（その２）（各工事の工
事名、工事場所、工期、工事概要、予定価格、最低制限
基準価格及び最低制限モデル型算出価格は別表のとお
り）
以下省略

（平成２６年１２月１５日掲示済）

届出日所在地代表者氏名名称

平成２６年１２月２日奈良市法華寺町１０６５荒木　光成グロウ開発

　 　 消　 防 　

奈良市消防局告示第４号
　奈良市火災予防条例（昭和３７年奈良市条例第１２号）第５４
条の２第１項に規定する指定催しの指定をしたので、同条
第３項の規定に基づき告示します。
　平成２６年１２月５日

奈良市消防局長　酒　井　孝　師　

　　５　予定価格　４，４０６千円（消費税及び地方消費税を除
く。）

　　６　最低制限基準価格　３，７０１千円（消費税及び地方消
費税を除く。）

以下省略
（平成２６年１２月１日掲示済）

　　　 　　　
奈良市企業局告示第６９号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和４０年奈
良市規則第４３号）第２条の規定により公告します。
　平成２６年１２月１日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

第１　入札に付する事項
　　１　工事名　　藤ノ木配水池高区流量計更新工事
　　２　工事場所　奈良市西千代ヶ丘一丁目地内
　　３　工事期間　契約の日から平成２７年３月６日まで
　　４　工事概要　敢　機器据付撤去工

柑　配線布設撤去工
桓　土工事及び管工事

　　５　予定価格　６,６８３千円（消費税及び地方消費税を除
く。）

　　６　最低制限基準価格　５,６２７千円（消費税及び地方消
費税を除く。）

以下省略
（平成２６年１２月１日掲示済）

　　　 　　　
奈良市企業局告示第７０号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和４０年奈
良市規則第４３号）第２条の規定により公告します。
　平成２６年１２月１日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

１　入札に付する事項
　口径１００粍配水支管改良工事に伴う路面復旧工事、奈
良市鳥見町一丁目〜富雄元町四丁目地内ほか６件（工事
種別、工事番号、工事名称、工事場所、工期、工事概要、
予定価格及び最低制限基準価格は別表のとおり）
以下省略

（平成２６年１２月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第７１号
　奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年奈
良市水道局管理規程第７号）第７条の規定により奈良市企
業局指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃
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　 　 選 挙 管 理 委 員 会 　

奈良公園周辺催しの開催場所

春日若宮おん祭り催しの名称

平成２６年１２月１７日催しの開催期間

　 　 教 育 委 員 会 　

奈良市教育委員会告示第２０号
　平成２６年１２月定例教育委員会を次のとおり開催しますの
で、奈良市教育委員会会議規則（昭和５７年奈良市教育委員
会規則第１２号）第３条第２項の規定により告示します。
　平成２６年１２月５日

奈良市教育委員会　　　　　
委員長　杉　江　雅　彦　

１　日　時
　　平成２６年１２月９日（火）
　　　　　　　午前１０時００分から
２　場　所
　　奈良市役所　北棟６階　第２１会議室
３　会議に付すべき事件
　１　教育長報告
敢　平成２６年度１２月補正予算要求内示について
柑　平成２７年度予算要求について
桓　奈良市立登美ヶ丘小学校区及び奈良市立椿井小学
校区の一部区域における中学校選択制の導入に係る
答申について
棺　平成２６年度「なら教育の日」記念集会について

　２　議事
　　議案第５７号　登美ヶ丘小学校通学区域及び椿井小学校

通学区域に居住する児童の就学指定の特
例に関する要綱について

　　議案第５８号　奈良市教育振興戦略会議設置要綱の廃止
について

　　議案第５９号　平成２７年度奈良市立中学校夜間学級生徒
募集要項について

　　議案第６０号　奈良市放課後児童健全育成事業施設条例
施行規則の一部改正について

　３　その他
敢　奈良市教育委員会の後援・共催にかかる事業につ
いて　１１月〜１２月
柑　平成２７年（平成２６年度）奈良市成人式について

　傍聴受付は、開催日の午前９時００分から午前９時５０分ま
でです。定員は５名で定員になり次第締切させていただき
ます。

（平成２６年１２月５日掲示済）

（平成２６年１２月５日掲示済）
　　　 　　　
　平成２６年１２月１５日付け奈良市消防局告示第５号は掲載省
略

奈良市選挙管理委員会告示第３７号
　平成２６年１２月１日現在における地方自治法（昭和２２年法
律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の
合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第
１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数
の５０分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第
４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有する者
の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第
８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教
育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２
号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３
分の１の数は、次のとおりです。
　平成２６年１２月１日

奈良市選挙管理委員会　　　
委員長　西久保　武　志　

　５０分の１の数　　６,００８人
　６分の１の数　　５０,０６５人
　３分の１の数　１００,１２９人

（平成２６年１２月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第３８号
　平成２６年１２月１４日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選
挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４４条の
２第１項の規定により設置したポスター掲示場は、次のと
おりです。
　平成２６年１２月１日

奈良市選挙管理委員会　　　
委員長　西久保　武　志　

１　設置場所　　別紙「奈良市公営ポスター掲示場設置場
所一覧表」のとおり
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（平成２６年１２月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第３９号
　平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判
所裁判官国民審査における本市各投票区の投票所を、次の

ように設けます。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　　　　
委員長　西　久　保　武　志　
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（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第４０号
　平成２６年１２月１４日執行の第４７回衆議院議員総選挙及び第
２３回最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票の記載

場所を次のように定めます。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　　
委員長　西久保　武　志　

期日前投票所の場所期日前投票所名選挙区

奈良市二条大路南一丁目１番１号
　奈良市役所北棟２階第１６会議室

奈良市役所
　期日前投票所奈良県第１区

奈良市都祁白石町１０２６番地の１
　奈良市都祁行政センター１階会議室

奈良市都祁行政センター
　期日前投票所奈良県第２区

不在者投票記載場所対象区域

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所北棟２階第１６会議室

都祁区域を除く奈良市の区域
（奈良市第１投票区〜奈良市第９１投票区）

奈良市学園南三丁目１番５号
奈良市西部公民館第２講座室（奈良市西部会館５階）

奈良市右京一丁目１番地の４
奈良市北部会館市民文化ホールホワイエ（奈良市北部会館３階）

奈良市月ヶ瀬尾山２８４５番地
奈良市月ヶ瀬行政センター１階市民相談室

月ヶ瀬区域
（奈良市第８７投票区〜奈良市第９１投票区）

奈良市都祁白石町１０２６番地の１
奈良市都祁行政センター１階会議室

都祁区域
（奈良市第９２投票区〜奈良市第１０２投票区）

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第４１号
　平成２６年１２月１４日執行の第４７回衆議院議員総選挙におけ
る本市在外選挙人名簿登録者が投票を行うことのできる期

日前投票所を、次のとおり指定します。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　　
委員長　西久保　武　志　

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第４２号

　平成２６年１２月１４日執行の第４７回衆議院議員総選挙及び第
２３回最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票所は、
次の場所及び期間に設けます。
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（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第４３号
　平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判
所裁判官国民審査における、奈良市第１開票区の開票管理
者及びその職務を代理すべき者を、次のように選任しまし
た。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　　
委員長　西久保　武　志　

　開票管理者
　　　奈良市六条一丁目１３番３１－３号　　西久保　武志
　開票管理者の職務を代理すべき者
　　　奈良市高畑町８５９番地の９　　　　　植田　　　茂

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第４４号
　平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判
所裁判官国民審査における、奈良市第２開票区の開票管理
者及びその職務を代理すべき者を、次のように選任しまし
た。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長　西久保　武志　

　開票管理者
　　　奈良市東向北町１４番地　　　　　　大西　敏之
　開票管理者の職務を代理すべき者
　　　奈良市佐紀町３１７３番地の２　　　　玉永　　進

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第４５号
　平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙における公職
選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６２条第２項及び第４項

の規定による奈良市第１開票区の開票立会人を定めるくじ
を次の日時及び場所において行います。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長　西久保　武志　

１　衆議院比例代表選出議員選挙に係るくじ
　　日　時　平成２６年１２月１２日　　午前１０時００分
　　場　所　奈良市二条大路南一丁目１番１号
　　　　　　奈良市役所　北棟６階　第２１会議室
２　衆議院小選挙区選出議員選挙に係るくじ
　　日　時　平成２６年１２月１２日　　午前１０時１０分
　　場　所　１に同じ

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第４６号
　平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙における公職
選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６２条第２項及び第４項
の規定による奈良市第２開票区の開票立会人を定めるくじ
を次の日時及び場所において行います。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長　西久保　武志　

１　衆議院比例代表選出議員選挙に係るくじ
　　日　時　　平成２６年１２月１２日　　午前１０時２０分
　　場　所　　奈良市二条大路南一丁目１番１号
　　　　　　　奈良市役所　北棟６階　第２１会議室
２　衆議院小選挙区選出議員選挙に係るくじ
　　日　時　　平成２６年１２月１２日　　午前１０時３０分
　　場　所　　１に同じ

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第４７号
　平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙に

期　　　　間期日前投票所の場所期日前投票所名対象区域

衆議院議員総選挙
平成２６年１２月３日から
平成２６年１２月１３日まで
最高裁判所裁判官国民審査
平成２６年１２月７日から
平成２６年１２月１３日まで

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所北棟２階第１６会議室奈良市役所期日前投票所都祁区域を除く奈良市の

区域
（奈良市第１投票区〜
　奈良市第９１投票区） 奈良市学園南三丁目１番５号

奈良市立西部公民館第２講座室（奈良市西
部会館５階）

奈良市立西部公民館期日前
投票所

奈良市右京一丁目１番地の４
奈良市北部会館市民文化ホールホワイエ
（奈良市北部会館３階）

奈良市北部会館市民文化
ホール期日前投票所

衆議院議員総選挙
平成２６年１２月７日から
平成２６年１２月１３日まで
最高裁判所裁判官国民審査
平成２６年１２月７日から
平成２６年１２月１３日まで

奈良市月ヶ瀬尾山２８４５番地
奈良市月ヶ瀬行政センター１階市民相談
室

奈良市月ヶ瀬行政センター
期日前投票所

月ヶ瀬区域
（奈良市第８７投票区〜
　奈良市第９１投票区）

衆議院議員総選挙
平成２６年１２月３日から
平成２６年１２月１３日まで
最高裁判所裁判官国民審査
平成２６年１２月７日から
平成２６年１２月１３日まで

奈良市都祁白石町１０２６番地の１
奈良市都祁行政センター１階会議室

奈良市都祁行政センター期
日前投票所

都祁区域
（奈良市第９２投票区〜
　奈良市第１０２投票区）

　平成２６年１２月２日
奈良市選挙管理委員会　　　

委員長　西久保　武　志　
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おける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項
の規定による奈良市第１開票区の候補者の氏名及び候補者
届出政党の名称を掲載する順序を定めるくじを、次の日時
及び場所において行います。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長　西久保　武志　

１　日　時　平成２６年１２月２日　　午後６時００分
２　場　所　奈良市二条大路南一丁目１番１号
　　　　　　奈良市役所　北棟６階　第１７会議室

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第４８号
　平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙に
おける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項
の規定による奈良市第２開票区の候補者の氏名及び候補者
届出政党の名称を掲載する順序を定めるくじを、次の日時
及び場所において行います。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長　西久保　武志　

１　日　時　平成２６年１２月２日　　午後６時２０分
２　場　所　奈良市二条大路南一丁目１番１号
　　　　　　奈良市役所　北棟６階　第１７会議室

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第４９号
　平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判
所裁判官国民審査における奈良市第１開票区の開票は、次
の日時及び場所において行います。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長　西久保　武志　

　日　時　平成２６年１２月１４日　　午後９時３０分開始
　場　所　奈良市法蓮佐保山四丁目１番３号
　　　　　奈良市中央体育館

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第５０号

　平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判
所裁判官国民審査における奈良市第２開票区の開票は、次
の日時及び場所において行います。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長　西久保　武志　

　日　時　平成２６年１２月１４日　　午後９時３０分開始
　場　所　奈良市法蓮佐保山四丁目１番３号
　　　　　奈良市中央体育館

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
衆議院議員総選挙奈良市第１開票区開票管理者告示第１号
　平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判
所裁判官国民審査における奈良市第１開票区開票管理者の
印を次のように定めます。
　平成２６年１２月２日

衆議院議員総選挙奈良市第１開票区
開票管理者　西久保　武志　

次のよう省略
（平成２６年１２月２日掲示済）

　　　 　　　
衆議院議員総選挙奈良市第２開票区開票管理者告示第１号
　平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判
所裁判官国民審査における奈良市第２開票区開票管理者の
印を次のように定めます。
　平成２６年１２月２日

衆議院議員総選挙奈良市第２開票区
開票管理者　大　西　敏　之　

次のよう省略
（平成２６年１２月２日掲示済）

　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第５１号
　平成２６年１２月１４日執行の第４７回衆議院議員総選挙及び第
２３回最高裁判所裁判官国民審査における奈良市役所期日前
投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、次の
とおり選任しました。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　　
委員長　　西久保　武志　

投票管理者の職務を代理すべき者投 票 管 理 者
職務を行うべき日

氏　名住　　所氏　名住　　所

大西　啓文奈良市白毫寺町７６５番地の４奥西　　滉奈良市忍辱山町１０４９番地平成２６年１２月３日

木寅　義嗣奈良市西ノ京町２７２番地の２岡嶋　桂一奈良市六条町３４２番地平成２６年１２月４日

岡本　　晃奈良市法蓮町５６５番地の６阪田　　孝奈良市杉ヶ町２７番地の３平成２６年１２月５日

岡本　　晃奈良市法蓮町５６５番地の６岡嶋　桂一奈良市六条町３４２番地平成２６年１２月６日

木寅　義嗣奈良市西ノ京町２７２番地の２奥西　　滉奈良市忍辱山町１０４９番地平成２６年１２月７日

大西　啓文奈良市白毫寺町７６５番地の４岡嶋　桂一奈良市六条町３４２番地平成２６年１２月８日

木寅　義嗣奈良市西ノ京町２７２番地の２奥西　　滉奈良市忍辱山町１０４９番地平成２６年１２月９日

岡本　　晃奈良市法蓮町５６５番地の６杉村　忠晴奈良市北小路町４番地の７平成２６年１２月１０日

大西　啓文奈良市白毫寺町７６５番地の４杉村　忠晴奈良市北小路町４番地の７平成２６年１２月１１日

木寅　義嗣奈良市西ノ京町２７２番地の２杉村　忠晴奈良市北小路町４番地の７平成２６年１２月１２日

岡本　　晃奈良市法蓮町５６５番地の６奥西　　滉奈良市忍辱山町１０４９番地平成２６年１２月１３日
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（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第５２号
　平成２６年１２月１４日執行の第４７回衆議院議員総選挙及び第
２３回最高裁判所裁判官国民審査における奈良市立西部公民

館期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者
を、次のとおり選任しました。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長　西久保　武志　

投票管理者の職務を代理すべき者投 票 管 理 者
職務を行うべき日

氏　名住　　所氏　名住　　所

小西　　彰奈良市青垣台二丁目７番地の８松本　雅史京都府木津川市加茂町例幣登垣内
２４番地平成２６年１２月３日

斧原　俊和宝塚市平井一丁目２番１４号原田　汎寸奈良市藤ノ木台三丁目１０番１９号平成２６年１２月４日

小西　　彰奈良市青垣台二丁目７番地の８原田　汎寸奈良市藤ノ木台三丁目１０番１９号平成２６年１２月５日

斧原　俊和宝塚市平井一丁目２番１４号原田　汎寸奈良市藤ノ木台三丁目１０番１９号平成２６年１２月６日

小西　　彰奈良市青垣台二丁目７番地の８原田　汎寸奈良市藤ノ木台三丁目１０番１９号平成２６年１２月７日

斧原　俊和宝塚市平井一丁目２番１４号原田　汎寸奈良市藤ノ木台三丁目１０番１９号平成２６年１２月８日

小西　　彰奈良市青垣台二丁目７番地の８原田　汎寸奈良市藤ノ木台三丁目１０番１９号平成２６年１２月９日

斧原　俊和宝塚市平井一丁目２番１４号原田　汎寸奈良市藤ノ木台三丁目１０番１９号平成２６年１２月１０日

小西　　彰奈良市青垣台二丁目７番地の８原田　汎寸奈良市藤ノ木台三丁目１０番１９号平成２６年１２月１１日

斧原　俊和宝塚市平井一丁目２番１４号原田　汎寸奈良市藤ノ木台三丁目１０番１９号平成２６年１２月１２日

小西　　彰奈良市青垣台二丁目７番地の８原田　汎寸奈良市藤ノ木台三丁目１０番１９号平成２６年１２月１３日

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第５３号
　平成２６年１２月１４日執行の第４７回衆議院議員総選挙及び第
２３回最高裁判所裁判官国民審査における奈良市北部会館市

民文化ホール期日前投票所の投票管理者及びその職務を代
理すべき者を、次のとおり選任しました。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長  西久保　武志　

投票管理者の職務を代理すべき者投 票 管 理 者
職務を行うべき日

氏　名住　　所氏　名住　　所

鶴田　　滋大和郡山市馬司町９４１番地の２２福井　　進奈良市柏木町６２１番地平成２６年１２月３日

山下　　肇木津川市相楽大仙堂１００番地福井　　進奈良市柏木町６２１番地平成２６年１２月４日

山下　　肇木津川市相楽大仙堂１００番地福井　　進奈良市柏木町６２１番地平成２６年１２月５日

鶴田　　滋大和郡山市馬司町９４１番地の２２松本　雅史京都府木津川市加茂町例幣登垣内
２４番地平成２６年１２月６日

山下　　肇木津川市相楽大仙堂１００番地松本　雅史京都府木津川市加茂町例幣登垣内
２４番地平成２６年１２月７日

山下　　肇木津川市相楽大仙堂１００番地松本　雅史京都府木津川市加茂町例幣登垣内
２４番地平成２６年１２月８日

鶴田　　滋大和郡山市馬司町９４１番地の２２松本　雅史京都府木津川市加茂町例幣登垣内
２４番地平成２６年１２月９日

鶴田　　滋大和郡山市馬司町９４１番地の２２福井　　進奈良市柏木町６２１番地平成２６年１２月１０日

山下　　肇木津川市相楽大仙堂１００番地福井　　進奈良市柏木町６２１番地平成２６年１２月１１日

山下　　肇木津川市相楽大仙道１００番地松本　雅史京都府木津川市加茂町例幣登垣内
２４番地平成２６年１２月１２日

鶴田　　滋大和郡山市馬司町９４１番地の２２阪田　　孝奈良市杉ヶ町２７番地の３平成２６年１２月１３日

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第５４号
　平成２６年１２月１４日執行の第４７回衆議院議員総選挙及び第
２３回最高裁判所裁判官国民審査における奈良市月ヶ瀬行政

センター期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理す
べき者を、次のとおり選任しました。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長　西久保　武志　

投票管理者の職務を代理すべき者投 票 管 理 者
職務を行うべき日

氏　名住　　所氏　名住　　所

西久保　栄奈良市月ヶ瀬嵩７４５番地の２坂西　偉樹奈良市月ヶ瀬尾山２８６２番地２８６３番
地合併の３平成２６年１２月７日

中井　喜邦奈良市下狭川町１４４７番地の１上久保秀男奈良市月ヶ瀬桃香野４５７０番地の２平成２６年１２月８日

西久保　栄奈良市月ヶ瀬嵩７４５番地の２上久保秀男奈良市月ヶ瀬桃香野４５７０番地の２平成２６年１２月９日

西久保　栄奈良市月ヶ瀬嵩７４５番地の２上久保秀男奈良市月ヶ瀬桃香野４５７０番地の２平成２６年１２月１０日

中井　喜邦奈良市下狭川町１４４７番地の１上久保秀男奈良市月ヶ瀬桃香野４５７０番地の２平成２６年１２月１１日
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投票管理者の職務を代理すべき者投票管理者投票
区 氏名住　　　　　　　所氏名住　　　　　　　所

松村　博右奈良市南京終町四丁目１９９番地の２０　ラフィーネメゾン
１０５号平田　公一奈良市般若寺町２４番地１

高崎　則男奈良市朝日町二丁目３８５番地の１２東田　昌起大和郡山市高田町１５１番地の１２

川上　芳弘奈良市手貝町４３番地鍵田　善則奈良市雑司町２８番地３

山田　充宏奈良市川上町３５９番地の３尾西　慶宏奈良市高畑町１１１６番地の４　イトーピア奈良高畑町５０２
号４

今井　敏幸生駒市辻町１７６番地の１　ジョイフル東生駒B棟１０１森田　太介奈良市高畑町６６１番地の１５

松本　貴晴奈良市中辻町１５番地細川　文男奈良市元興寺町２８番地の３６

山村　孝子奈良市三条本町５番２０号辰己　敏彦奈良市西木辻町２９８番地の８７

脇田　和乙奈良市法蓮町１２０８番地の１１木村　和弘奈良市川上町６６番地の１８

杉本　憲一奈良市北市町７１番地の２柴田　憲一奈良市大宮町四丁目２８６番地の１　ハイツ大宮通り４０９号９

北森　英一奈良市芝辻町三丁目９番３－５０４号木村　隆臣奈良市法蓮町１２１４番地１０

安井　清恵奈良市法蓮町２６３番地の１０森田　秀昭奈良市法華寺町１０番地１１

吉田　武史奈良市法蓮町２５８番地の９村田　　務奈良市西木辻町２２６番地の５　朝日プラザアーバネート
奈良Ⅱ佐伯院３１３号１２

大橋　昌広奈良市油阪町１番地の９８　３０３号鈴木　治人奈良市北市町３５番地１３

小林　　稔奈良市不審ヶ辻子町４番地　パークハイム２０２号藤田　雅弘奈良市餅飯殿町４１番地の１　メゾンドール奈良パークサ
イド５０８号１４

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第５５号
　平成２６年１２月１４日執行の第４７回衆議院議員総選挙及び第
２３回最高裁判所裁判官国民審査における奈良市都祁行政セ

ンター期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべ
き者を、次のとおり選任しました。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長　西久保　武志　

投票管理者の職務を代理すべき者投 票 管 理 者
職務を行うべき日

氏　名住　　所氏　名住　　所

北森　重信天理市山田町２６０番地山本　甚次奈良市来迎寺町１８１番地平成２６年１２月３日

北森　重信天理市山田町２６０番地山本　甚次奈良市来迎寺町１８１番地平成２６年１２月４日

山崎　邦子宇陀市榛原天馬台西三丁目３５番の
１６山本　甚次奈良市来迎寺町１８１番地平成２６年１２月５日

山崎　邦子宇陀市榛原天馬台西三丁目３５番の
１６山本　甚次奈良市来迎寺町１８１番地平成２６年１２月６日

北森　重信天理市山田町２６０番地山本　甚次奈良市来迎寺町１８１番地平成２６年１２月７日

北森　重信天理市山田町２６０番地山本　甚次奈良市来迎寺町１８１番地平成２６年１２月８日

北森　重信天理市山田町２６０番地山本　甚次奈良市来迎寺町１８１番地平成２６年１２月９日

山崎　邦子宇陀市榛原天馬台西三丁目３５番の
１６山本　甚次奈良市来迎寺町１８１番地平成２６年１２月１０日

北森　重信天理市山田町２６０番地山本　甚次奈良市来迎寺町１８１番地平成２６年１２月１１日

北森　重信天理市山田町２６０番地山本　甚次奈良市来迎寺町１８１番地平成２６年１２月１２日

北森　重信天理市山田町２６０番地山本　甚次奈良市来迎寺町１８１番地平成２６年１２月１３日

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第５６号
　平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判
所裁判官国民審査における奈良市役所期日前投票所の投票
管理者を、次のとおり変更しました。
　平成２６年１２月２日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長　　西久保　武志　

１　解任する者

２　選任する者

（平成２６年１２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第５７号
　平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判
所裁判官国民審査における本市の各投票区の投票管理者及
びその職務を代理すべき者を、次のように選任しました。
　平成２６年１２月４日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長　西久保　武志　

氏　名住　　所職務を行うべき日

岡　嶋　桂　一奈良市六条町３４２番地平成２６年１２月４日

氏　名住　　所職務を行うべき日

阪　田　　　孝奈良市杉ヶ町２７番地の３平成２６年１２月４日

西久保　栄奈良市月ヶ瀬嵩７４５番地の２上久保秀男奈良市月ヶ瀬桃香野４５７０番地の２平成２６年１２月１２日

中井　喜邦奈良市下狭川町１４４７番地の１上久保秀男奈良市月ヶ瀬桃香野４５７０番地の２平成２６年１２月１３日

投 票 管 理 者 ・ 代 理 者 一 覧
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竹本　和代奈良市右京五丁目９番地　平城右京団地１３－４０１辻井　敬雄奈良市漢国町５番地１５

森田　孝一奈良市佐紀町２１６７番地中嶋　裕之奈良市歌姫町１０３４番地１６

山口　　勇奈良市二条大路南三丁目１番１９号吉村　恭宣奈良市二条大路南二丁目２番１６号１７

柳田　昌孝奈良市六条一丁目２番３号石原　宏一生駒郡斑鳩町興留２丁目２番２号１８

小池　栄作奈良市山陵町１０５５番地の３８奥田　晴久奈良市山陵町２２４番地１９

深津　昭彦奈良市秋篠町９８７番地早瀬　宏明奈良市秋篠町８５１番地の１２０

北野　智也奈良市中山町１７番地の４矢倉　靖弘奈良市中山町４５番地の２２２１

市川　昭治生駒市小明町１８５６－１９奥　　達矢奈良市菅原町２６３番地の２２２

黒田　高史京都府木津川市洲見台七丁目２２番地７塚本　光洋奈良市西大寺新田町４番１７号２３

大堀　　隆奈良市あやめ池南四丁目１番４４号山村　栄之奈良市あやめ池南六丁目２番７－５０５号２４

南畑　圭一奈良市東登美ヶ丘二丁目１６番１号増田　利和奈良市敷島町二丁目５４６番地の８９２５

中垣　行弘奈良市鶴舞東町１－５３－３０１玉置　　卓大和郡山市九条町９６０番地の９９２６

川内　義文奈良市六条西三丁目２５番４０－１２号梶　　正樹奈良市平松二丁目１６番７号２７

森　　真理大和郡山市北西町６０番地２桐山　　元奈良市秋篠三和町二丁目９番７号２８

山村　明世奈良市富雄北三丁目１番３５－４号松田　義秀奈良市富雄北三丁目１番３号　松田則明方２９

小畑　健三奈良市三碓三丁目６番３９号田中　伸一奈良市帝塚山二丁目２５番１７号３０

川井　隆史奈良市中町５１３８番地の３三山　和宏奈良市鳥見町四丁目３番地の１　富雄団地５３－３０８号３１

池田　明年奈良市石木町４９０番地池田　有希奈良市石木町４９０番地３２

清水　保代奈良市東九条町４６５番地松原　健次奈良市富雄元町一丁目２１番１－８０４号３３

上村　知基奈良市神功四丁目９番地の４木村　康貴奈良市押熊町５０２番地の１３４

藤岡かおり奈良市山町１３番地の３塚本　　昭奈良市五条畑一丁目１１番４号３５

山口　寛二大和郡山市高田町９６番地の７　ローレルコート郡山２１４号奥田　喜隆奈良市尼辻中町４番３０－E２０１号３６

中村　祐司奈良市八条町８５４番地の３猪岡　秀光奈良市南永井町２７７番地の３３７

平井　尚成奈良市山町８８番地鈴木千恵美奈良市神殿町３２９番地の１　チサンマンション奈良３１０号３８

西村　幸司奈良市古市町１６４４番地の１５小西　正信奈良市来迎寺町１００番地３９

中尾眞規子奈良市東紀寺町一丁目１５番２号中澤　常浩奈良市山町９番地の２４０

鈴木　優子奈良市中畑町５０９番地中原　達雄奈良市山町７１２番地の２４１

松下　幸生奈良市芝辻町四丁目１－６　メゾン佐保B棟４００号早瀬　正彦奈良市南京終町六丁目５６８番地の８４２

徳岡　弘之奈良市藤原町３２番地京岡　年一奈良市古市町２０４番地の５４３

岡田　康彦奈良市南紀寺町二丁目２７１番地の１久保　英樹奈良市矢田原町１０６４番地４４

大芝　敏夫奈良市法蓮町９８３番地の４　DOMEマツイ２０３号奥田　　勉奈良市須山町５９１番地４５

岡本　和美奈良市水間町６７２番地の１上西　敏嗣奈良市別所町５３８番地４６

中北真知子奈良市三条大宮町２番１６－７０８号樋口　敏則奈良市柳生町１８６番地４７

中谷　良司奈良市興善院町１０番地の１平尾太加夫奈良市邑地町３０６３番地の１４８

向川　正博奈良市西大寺国見町一丁目１番３３０号岡田多恵子奈良市丹生町８３２番地４９

井久保哲也奈良市大柳生町３６１７番地中　　知子奈良市阪原町１９０９番地５０

平尾　龍男奈良市邑地町３０６２番地の１大西　文治奈良市丹生町７３１番地５１

裏久保美佐子奈良市矢田原町乙２６１番地奥西　周子奈良市狭川両町２３９番地５２

塚本　大介奈良市大柳生町３０１３番地仲野　公夫奈良市三条大路一丁目１番８７号　市役所前三和マンショ
ン４０１号５３

峠　　宏幸山辺郡山添村大字大西１０６番地川尻　　茂奈良市此瀬町３４４番地５４

鍵田　孝徳奈良市雑司町３０番地の１松田　好則奈良市東之阪町２０番地５５

中井　喜邦奈良市下狭川町１４４７番地の１東浦　光昭奈良市大柳生町１４６３番地５６

鈴木　秀俊大和郡山市南郡山町４７０番地１４岩坂　七雄奈良市学園大和町一丁目７１番地の１５７

田村　敏之奈良市富雄北一丁目１５番３８号大嶋　壽治奈良市西登美ヶ丘一丁目２２番４号５８

山本　武史奈良市中登美ヶ丘一丁目１９９４番地の３　中登美団地D２２
－１０４号中川　昌美奈良市登美ヶ丘四丁目１番地　ローレルスクエア登美ヶ

丘第Ⅰ期６－３０２号５９

森川　健市奈良市六条緑町三丁目３番２２号福井　康隆奈良市二条町一丁目３番１３号６０

神内　克巳奈良市三条添川町４番１５号池田　孝夫奈良市南京終町７８６番地の９６１

高岡　伸兆京都府相楽郡精華町桜が丘一丁目４１番地１１仲西　範嘉奈良市右京五丁目９番地　平城右京団地１８－３０１６２

袴田　康宏奈良市右京五丁目９番地　平城右京団地３４－４０１畑谷　　登奈良市神功四丁目１０番地の９６３

松村　直美京都府木津川市洲見台１丁目３－８　ダンデライオン
２０１梅森　義弘奈良市宝来四丁目１５番１８号６４

岡田　達也奈良市横井一丁目６２３番地の２　改住６１号鍛永　昌男奈良市大宮町五丁目１番１９号６５

平田　仁美奈良市二名平野一丁目２０７５番地の１金子　和正奈良市西登美ヶ丘七丁目１２番４号６６

向井　恵美奈良市押熊町１６０７番地の１２東浦　一郎奈良市朱雀四丁目３番地の７０６７

中室　一幸奈良市古市町２３５２番地の１９米田　浩武奈良市青山二丁目１番地の４１６８
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金森　直也奈良市東九条町１０１４番地の８７中西吉日呂奈良市杏町３０７番地の１４６９

中川　佳男奈良市丸山二丁目１２２０番地の６５上林　　悟奈良市平清水町５００番地７０

丸谷　和弘奈良市藤ノ木台二丁目２８番３８－１号油谷　彰浩奈良市五条西二丁目１２番１号７１

石増　公治天理市前栽町３１４番地１１深村　　浩奈良市青山六丁目１番地の３７７２

武村　文嗣奈良市丸山一丁目１０７９番地の１１９石部　光則大和郡山市北郡山町３１４番地の１５７３

大前　玲子奈良市四条大路一丁目４番５２－１０９号竹内　義朋奈良市八条一丁目８３６番地７４

沖本　武司奈良市大宮町二丁目３－５２－４１３上村　　均奈良市大宮町二丁目２番３１号７５

出口　雅浩奈良市朱雀五丁目５－１４圓山　尚克奈良市朱雀三丁目１５番地の１　高の原駅前団地５－３０７７６

神田　和幸奈良市五条一丁目九番一号宮本　和典生駒市白庭台３丁目１１番２７号７７

森田　円奈良市二名二丁目２４６０番地の６９　リヴェール富雄一番館
２０１号黒　　利次奈良市左京三丁目１７番地の１７８

中田　敏之奈良市菅原町２７５番地の２杉本　　卓京都府木津川市洲見台六丁目１番地２　アルス木津南B
－５０５号７９

長尾　昌代奈良市秋篠三和町二丁目１４番５号原田　　勝京都府木津川市相楽姫子２８番地４８０

池部　大輔奈良市西千代ヶ丘二丁目１２番１２号金森　正憲奈良市千代ヶ丘二丁目５－３７８１

神戸　芳郎奈良市青山八丁目６７番地武田　雄司奈良市青山二丁目３番地の４４８２

菱田　達也奈良市七条東町１４番１７号御宮司和史奈良市七条西町一丁目３８番２８号８３

田中　耕嗣奈良市青山一丁目１番地　７－５０２号園部　龍弥奈良市佐保台三丁目９０２番地の２３５８４

児林　尚史奈良市芝辻町四丁目９番地の７　プランヴェール奈良新
大宮５０３号濱口　雄彦奈良市芝辻町四丁目９番地の７　プランヴェール奈良新

大宮４１１号８５

山岡　博史奈良市左京三丁目６番地アルス高の原４－５０４前田　広明奈良市左京三丁目４番地の１９８６

上山　正樹奈良市中山町１３７２番地の９南阪　敏治奈良市月ヶ瀬尾山２２９２番地８７

杉野　真弥奈良市大宮町三丁目２番３４－１０６号西本　一夫奈良市月ヶ瀬石打７４８番地８８

田端　喜久奈良市月ヶ瀬長引４４２番地の１三井　真一奈良市月ヶ瀬長引２７１番地８９

西久保徹也奈良市月ヶ瀬嵩７４５番地の２大白　常信奈良市月ヶ瀬石打４０９番地の２９０

仲峯　直樹奈良市月ヶ瀬桃香野５０２９番地南浦　　潔奈良市月ヶ瀬桃香野４９１０番地９１

乾　　和也奈良市都祁吐山町２１７０番地山田　広司奈良市藺生町２５１番地の１９２

中森　元啓奈良市都祁吐山町２１２６森田　昌克奈良市都祁吐山町７５７番地９３

中川　栄子奈良市都祁白石町１１９２番地の２０７奥野　鉄也奈良市上深川町１９２－４９４

下谷　孝史奈良市都祁吐山町２０３－１倉西　毅彦奈良市藺生町１０２５番地９５

玉越　芳忠奈良市針ヶ別所町１１６３－１西畑　元嗣奈良市都祁友田町８９５番地９６

今谷　紀之奈良市針ヶ別所町１７２３番地の１大井　克也奈良市小倉町６１０番地９７

今井　典恵奈良市荻町７９５番地東川　重和奈良市上深川町５０３番地９８

浦西　祐作奈良市荻町１１３６番地福住　博邦奈良市針ヶ別所町６４９番地９９

川端　博章奈良市針町２６９９番地の１大東　建志奈良市都祁吐山町１４６６番地１００

中島　広貴奈良市都祁吐山町２３５５番地森田　佳久奈良市都祁小山戸町１１７８番地１０１

今北　　治奈良市上深川町９８３番地の５山口　浩史奈良市都祁馬場町４０３番地１０２

（平成２６年１２月４日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第５８号
　平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判
所裁判官国民審査における投票管理者の職務を代理すべき
者を、次のように変更しました。
　平成２６年１２月６日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長　西久保　武志　

１　解任する者
　　　第１８投票区投票管理者の職務代理者
　　　　奈良市六条一丁目２番３号　　柳田　昌孝
２　選任する者
　　　第１８投票区投票管理者の職務代理者
　　　　奈良市宝来四丁目１９番９号　　小嶋　輝久

（平成２６年１２月６日掲示済）
　　　 　　　

奈良市選挙管理委員会告示第５９号
　平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判
所裁判官国民審査における投票管理者を、次のように変更
しました。
　平成２６年１２月１３日

奈良市選挙管理委員会　　
委員長　西久保　武志　

１　解任する者
　　　第２０投票区投票管理者
　　　　奈良市秋篠町８５１番地の１　　　　　　早瀬　宏明
２　選任する者
　　　第２０投票区投票管理者
　　　　木津川市加茂町例幣登垣内２４番地　　松本　雅史

（平成２６年１２月１３日掲示済）
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