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　　条　　　　　　　例　　

　奈良市税条例等の一部を改正する条例をここに公布す
る。
　平成26年７月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市条例第25号
　　　奈良市税条例等の一部を改正する条例
　（奈良市税条例の一部改正）
第１条　奈良市税条例（昭和４６年奈良市条例第１２号）の一
部を次のように改正する。
　第１３条第２項中「外国法人」を「法の施行地に本店又
は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人（以下こ
の節において「外国法人」という。）」に、「その事業が
行われる場所で地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。
以下「令」という。）第４６条の４に規定する場所をもつ
て」を「恒久的施設（法人税法第２条第１２号の１８に規定
する恒久的施設をいう。）をもつて、」に改め、同条第３
項中「令」を「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。
以下「令」という。）」に改める。
　第１９条第５項中「第２３条第１項第１６号」を「第２３条第
１項第１７号」に改める。
　第２３条中「１００分の１４．７」を「１００分の１２．１」に改める。
　第４５条第２項中「法の施行地に」の次に「本店若しく
は」を加え、「、法の施行地外にその源泉がある所得に
ついて」を削り、同条第５項中「第７４条第１項」の次に
「又は第１４４条の６第１項」を加え、「第１４５条」を「第
１４４条の８」に、「本項」を「この項」に改める。
　第４７条の３第１項中「第７４条第１項」の次に「又は第
１４４条の６第１項」を加える。
　第６３条及び第６５条中「第１０号の７」を「第１０号の９」
に改める。
　第９０条第１号ア中「１，０００円」を「２，０００円」に改め、
同号イ中「１，２００円」を「２，０００円」に改め、同号ウ中「１，６００
円」を「２，４００円」に 改 め、同 号 エ 中「２，５００円」を
「３，７００円」に改め、同条第２号ア中「２，４００円」を「３，６００
円」に改め、同号イ中「３，１００円」を「３，９００円」に改め、
同号ウ中「５，５００円」を「６，９００円」に、「７，２００円」を「１０，８００
円」に、「３，０００円」を「３，８００円」に、「４，０００円」を
「５，０００円」に改め、同号エを削り、同条第３号ア中
「１，６００円」を「２，４００円」に改め、同号イ中「４，７００円」
を「５，９００円」に改め、同条第４号中「４，０００円」を「６，０００
円」に改める。
　附則第４条の２中「第４０条第３項後段（同条第６項か
ら第１０項まで」の次に「及び第１１項（同条第１２項におい
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。）」を
加え、「公益法人等（同条第６項から第１０項まで」を「公
益法人等（同条第６項から第１１項まで」に、「を同法第

４０条第３項」を「を同条第３項」に、「租税特別措置法
第４０条第６項から第１０項まで」を「同法第４０条第６項か
ら第１１項まで」に改める。
　附則第７条の４中「附則第２８条の３の２第１項」を
「附則第２８条の３第１項」に改める。
　　附則第２１条及び第２２条を次のように改める。
　第２１条　削除
　　（軽自動車税の税率の特例）
第２２条　法附則第３０条第１項に規定する三輪以上の軽自
動車に対する当該軽自動車が初めて道路運送車両法第
６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた
月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の
年度分の軽自動車税に係る第９０条の規定の適用につい
ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字
句とする。

　附則第２８条の２第１項中「第１９条及び第２２条」を「第
１９条第１項及び第２項並びに第２２条」に改める。
　附則第２８条の２の２第２項中「租税特別措置法」」を
「第３７条の１０第１項」」に、「租税特別措置法第３７条の１１
第６項の規定により読み替えて準用される同法」を「第
３７条の１１第１項」に改める。
　附則第２８条の２の３第２項中「同法第３７条の１１の３第
２項に規定する上場株式等」を「株式等」に改め、「取
得をしたものと」の次に「、同項第２号に掲げる贈与又
は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内
上場株式等を取得した市民税の所得割の納税義務者につ
いては、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払
出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同
一銘柄の株式等を取得したものと」を加える。
　附則第２８条の５の２中「附則第４１条第９項各号」を
「附則第４１条第８項各号」に改め、同条第１号及び第２
号中「附則第４１条第９項」を「附則第４１条第８項」に改
める。
　附則第２８条の６から第２８条の７までを削り、附則第２８
条の８を附則第２８条の６とし、附則第２８条の９を附則第
２８条の７とし、附則第２８条の１０を附則第２８条の８とす
る。
　（奈良市税条例の一部を改正する条例の一部改正）
第２条　奈良市税条例の一部を改正する条例（平成２５年奈
良市条例第６０号）の一部を次のように改正する。
　附則第１条第２号中「改正規定」の次に「（附則第２８
条の３の４第５項第３号の改正規定中「に係る」の次に
「利子所得の金額又は」を加える部分を除く。）」を加え
る。
　附則第２条第１項中「租税特別措置法」の次に「（昭

４，６００円３，９００円第９０条第２号

８，２００円６，９００円

１２，９００円１０，８００円

４，５００円３，８００円

６，０００円５，０００円
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和３２年法律第２６号）」を加え、同条第２項中「地方税法」
の次に「（昭和２５年法律第２２６号）」を加える。
　　　附　則
　（施行期日）
第１条　この条例は、公布の日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す
る。
敢　第１条中奈良市税条例第２３条の改正規定及び次条第
７項の規定　平成２６年１０月１日
柑　第１条中奈良市税条例附則第４条の２及び第２８条の
２の３第２項の改正規定、附則第２８条の６から第２８条
の７までを削り、附則第２８条の８を附則第２８条の６と
し、附則第２８条の９を附則第２８条の７とし、附則第２８
条の１０を附則第２８条の８とする改正規定並びに次条第
２項及び第３項の規定　平成２７年１月１日
桓　第１条中奈良市税条例第９０条の改正規定並びに附則
第４条及び第６条（第１条の規定による改正後の奈良
市税条例（以下「新条例」という。）附則第２２条に係
る部分を除く。）の規定　平成２７年４月１日
棺　第１条中奈良市税条例第１９条第５項及び附則第２８条
の５の２の改正規定　平成２８年１月１日
款　第１条中奈良市税条例第１３条、第４５条、第４７条の３
第１項及び附則第２２条の改正規定並びに次条第６項、
附則第５条及び第６条（新条例附則第２２条に係る部分
に限る。）の規定　平成２８年４月１日
歓　第１条中奈良市税条例附則第７条の４、第２８条の２
第１項及び第２８条の２の２第２項の改正規定並びに次
条第４項及び第５項の規定　平成２９年１月１日
汗　第１条中奈良市税条例第６３条及び第６５条の改正規定
　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の施
行の日

　（市民税に関する経過措置）
第２条　別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個
人の市民税に関する部分は、平成２６年度以後の年度分の
個人の市民税について適用し、平成２５年度分までの個人
の市民税については、なお従前の例による。
２　新条例附則第４条の２の規定は、平成２７年度以後の年
度分の個人の市民税について適用し、平成２６年度分まで
の個人の市民税については、なお従前の例による。
３　新条例附則第２８条の２の３第２項の規定は、平成２７年
度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
４　新条例附則第７条の４及び第２８条の２第１項の規定
は、平成２９年度以後の年度分の個人の市民税について適
用し、平成２８年度分までの個人の市民税については、な
お従前の例による。
５　新条例附則第２８条の２の２第２項の規定は、平成２９年
度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
６　次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民
税に関する部分は、前条第５号に掲げる規定の施行の日
以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後
に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用

し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同
日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税について
は、なお従前の例による。
７　新条例第２３条の規定は、前条第１号に掲げる規定の施
行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同
日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税につい
て適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税
及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税に
ついては、なお従前の例による。
　（固定資産税に関する経過措置）
第３条　別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固
定資産税に関する部分は、平成２６年度以後の年度分の固
定資産税について適用し、平成２５年度分までの固定資産
税については、なお従前の例による。
　（軽自動車税に関する経過措置）
第４条　新条例第９０条の規定は、平成２７年度以後の年度分
の軽自動車税について適用し、平成２６年度分までの軽自
動車税については、なお従前の例による。
第５条　新条例附則第２２条の規定は、平成２８年度以後の年
度分の軽自動車税について適用する。
２　平成１５年１０月１４日前に初めて道路運送車両法（昭和２６
年法律第１８５号）第６０条第１項後段の規定による車両番号
の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自
動車税に係る新条例附則第２２条の規定の適用について
は、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属す
る年の１２月」とする。
第６条　平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第
６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた三
輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条
例第９０条及び新条例附則第２２条の規定の適用について
は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字
句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

（平成２６年７月２日掲示済）

３，１００円３，９００円新条例第９０条第２号
５，５００円６，９００円

７，２００円１０，８００円

３，０００円３，８００円

４，０００円５，０００円

奈良市税条例等の一
部を改正する条例
（平成２６年奈良市条
例第２５号。以下この
条において「平成２６
年改正条例」とい
う。）附則第６条の規
定により読み替えて
適用される第９０条

第９０条新条例附則第２２条の表
以外の部分

平成２６年改正条例附
則第６条の規定によ
り読み替えて適用さ
れる第９０条第２号

第９０条第２号新条例附則第２２条の表
第９０条第２号の項

３，１００円３，９００円

５，５００円６，９００円

７，２００円１０，８００円

３，０００円３，８００円

４，０００円５，０００円
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　奈良市立保育所設置条例の一部を改正する条例をここに
公布する。
　平成26年７月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市条例第26号
　　　奈良市立保育所設置条例の一部を改正する条例
　奈良市立保育所設置条例（平成１７年奈良市条例第２６号）
の一部を次のように改正する。
　第２条の表帯解保育園の項中「奈良市柴屋町２０番地」を
「奈良市田中町４１２番地」に改める。
　　　附　則
　この条例は、規則で定める日から施行する。

（平成２６年７月２日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市立応急診療所条例の一部を改正する条例をここに
公布する。
　平成26年７月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市条例第27号
　　　奈良市立応急診療所条例の一部を改正する条例
　奈良市立応急診療所条例（昭和５０年奈良市条例第１号）
の一部を次のように改正する。
　第２条の表奈良市立休日歯科応急診療所の項中「奈良市
二条大路南一丁目１番３０号」を「奈良市左京五丁目３番地
の１」に改める。
　　　附　則
　この条例は、規則で定める日から施行する。

（平成２６年７月２日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる
特定非営利活動法人の基準、手続等に関する条例の一部を
改正する条例をここに公布する。
　平成26年７月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市条例第28号

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入
れる特定非営利活動法人の基準、手続等に関する条
例の一部を改正する条例

　奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる
特定非営利活動法人の基準、手続等に関する条例（平成２５
年奈良市条例第１６号）の一部を次のように改正する。
　第６条第１号ウ中「第２０８条の３」を「第２０８条の２」に
改める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

（平成２６年７月２日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。
　平成26年７月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市条例第29号
　　　奈良市営住宅条例の一部を改正する条例
　奈良市営住宅条例（昭和６１年奈良市条例第１４号）の一部
を次のように改正する。
　第６条第１項第１号オ中「又は中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を
「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国
した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律」に改め、同号ク中「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律」を「配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護等に関する法律」に改め、「規定する被害
者」の次に「又は配偶者暴力防止等法第２８条の２に規定す
る関係にある相手からの暴力を受けた者」を加え、同号ク
ア中「第３条第３項第３号」及び「第５条」の次に「（配偶
者暴力防止等法第２８条の２において準用する場合を含
む。）」を加え、同号クイ中「第１０条第１項」の次に「（配偶
者暴力防止等法第２８条の２において読み替えて準用する場
合を含む。）」を加え、同条第２項を次のように改める。
２　母子・父子世帯向けとして整備した市営住宅に入居す
ることができる者は、前項の規定にかかわらず、次の各
号の条件を具備する者でなければならない。
敢　配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同
じ。）のない者であること。
柑　現に同居し、又は同居しようとする者（子に限る。）
があり、かつ、そのいずれかが２０歳未満であること。
桓　前項第２号から第７号までの条件
　第６条第３項第２号ア中「（婚姻の届出をしないが事実上
婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含
む。以下同じ。）」を削り、同条中第８項を第９項とし、第
７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。
７　子育て世帯向けとして整備した市営住宅に入居するこ
とができる者は、第１項の規定にかかわらず、次の各号
の条件を具備する者でなければならない。
敢　現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就
学の始期に達するまでの者があること。
柑　第１項第２号から第７号までの条件
　第７条第１項中「第７項」を「第８項」に改め、同条第
３項中「同条第７項」を「同条第８項」に改める。
　第９条第３項を削る。
　第１０条第１項中「又は第３項」を削る。
　第１５条中「７日」を「１４日」に改める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第６条第
１項第１号オの改正規定は、平成２６年１０月１日から施行す
る。

（平成２６年７月２日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市改良住宅条例の一部を改正する条例をここに公布
する。
　平成26年７月２日
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奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市条例第30号
　　　奈良市改良住宅条例の一部を改正する条例
　奈良市改良住宅条例（昭和４７年奈良市条例第４６号）の一
部を次のように改正する。
　第１条中「、「小集落地区等改良事業制度要綱」（昭和５７
年４月５日建設省住整発第２６号）」を削る。
　第５条第１項中「「小集落地区等改良事業制度要綱」」を
「「小集落地区等改良事業制度要綱等の廃止について」（平
成１４年３月２９日国住整第１２３６号）による廃止前の「小集落
地区等改良事業制度要綱」（昭和５７年４月５日建設省住整発
第２６号）」に改める。
　別表の２の表横井地区改良住宅第二集会所の項を削る。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

（平成２６年７月２日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布
する。
　平成26年７月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市条例第31号
　　　奈良市火災予防条例の一部を改正する条例
　奈良市火災予防条例（昭和３７年奈良市条例第１２号）の一
部を次のように改正する。
　目次中「第６章　避難管理（第４７条—第５４条）」を
「第６章　避難管理（第４７条—第５４条）
第６章の２　屋外催しに係る防火管理（第５４条の２・第
　　　　　　　

に、「第５４条の２」を「第５４条の２の３」に
５４条の２の２）」
改める。
　第１９条第１項第９号の次に次の１号を加える。
澗の２　祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の
者の集合する催しに際して使用する場合にあつては、
消火器の準備をした上で使用すること。
第２０条第２項中「第９号」を「第９号の２」に改める。
　第２２条第２項中「及び第９号」を「、第９号及び第９号
の２」に改める。
　第２３条中「及び第９号」を「、第９号及び第９号の２」
に改める。
　第５４条の２を第５４条の２の３とし、第６章の次に次の１
章を加える。
　　　第６章の２　屋外催しに係る防火管理
　（指定催しの指定）
第５４条の２　消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多
数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものと
して消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火
気器具等（令第５条の２第１項に規定する対象火気器具
等をいう。以下同じ。）の周囲において火災が発生した場
合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあ
ると認めるものを、指定催しとして指定しなければなら

ない。
２　消防長は、前項の規定により指定催しを指定しようと
するときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見
を聴かなければならない。ただし、当該催しを主催する
者から指定の求めがあつたときは、この限りでない。
３　消防長は、第１項の規定により指定催しを指定したと
きは、遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通
知するとともに、公示しなければならない。
　（屋外催しに係る防火管理）
第５４条の２の２　前条第１項の指定催しを主催する者は、
同項の指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定
め、当該指定催しを開催する日の１４日前までに（当該指
定催しを開催する日の１４日前の日以後に同項の指定を受
けた場合にあつては、防火担当者を定めた後遅滞なく）
次の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を
作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせな
ければならない。
敢　防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制
の確保に関すること。
柑　対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に
関すること。
桓　対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露
店、屋台その他これらに類するもの（第５７条において
「露店等」という。）及び客席の火災予防上安全な配
置に関すること。
棺　対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
款　火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及
び避難誘導に関すること。
歓　前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務
に関すること。

２　前条第１項の指定催しを主催する者は、当該指定催し
を開催する日の１４日前までに（当該指定催しを開催する
日の１４日前の日以後に前条第１項の指定を受けた場合に
あつては、消防長が定める日までに）、前項の規定による
計画を消防長に提出しなければならない。
　第５７条に次の１号を加える。
漢　祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の
集合する催しに際して行う露店等の開設（対象火気器
具等を使用する場合に限る。）

　第６１条に次の１号を加える。
棺　第５４条の２の２第２項の規定に違反して、同条第１
項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提
出しなかつた者

　第６２条中「法人の代表者」を「法人（法人でない団体で
代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項に
おいて同じ。）の代表者若しくは管理人」に、「同条の罰金
刑」を「、同条の刑」に改め、同条に次の１項を加える。
２　法人でない団体について前項の規定の適用がある場合
には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法
人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者
とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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　別表第７中「第５４条の２」を「第５４条の２の３」に改め
る。
　　　附　則
　この条例は、平成２６年８月１日から施行する。ただし、
この条例の施行の日から起算して１４日を経過する日までに
終了する催しについては、この条例による改正後の奈良市
火災予防条例第５４条の２及び第５４条の２の２の規定は適用
しない。

（平成２６年７月２日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。
　平成26年７月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市条例第32号
　　　奈良市手数料条例の一部を改正する条例
　奈良市手数料条例（平成１２年奈良市条例第４号）の一部
を次のように改正する。
　別表第１０７の２項中「第４条第２項」を「第４条第４項」
に改める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

（平成２６年７月２日掲示済）

　　規　　　　　　　則　　

　奈良市立保育所設置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７月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第42号

奈良市立保育所設置条例の一部を改正する条例の施
行期日を定める規則

　奈良市立保育所設置条例の一部を改正する条例（平成２６
年奈良市条例第２６号）の施行期日は、平成２６年７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７月２日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここ
に公布する。
　平成26年７月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第43号
　　　奈良市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則
　奈良市営住宅条例施行規則（昭和６１年奈良市規則第１４号）
の一部を次のように改正する。
　第２条中「第６条第８項」を「第６条第９項」に改める。
　第３条第２項第１号中「謄本」を「写し」に改める。
　別記第２号様式中「７日」を「１４日」に改める。

　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。

（平成２６年７月２日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市火災予防規則の一部を改正する規則をここに公布
する。
　平成26年７月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第44号
　　　奈良市火災予防規則の一部を改正する規則
　奈良市火災予防規則（昭和３７年奈良市規則第１３号）の一
部を次のように改正する。
　第７条第２項中「第５４条の２第２項」を「第５４条の２の
３第２項」に改める。
　第９条の２第１項中「第５４条の２第１項」を「第５４条の
２の３第１項」に改め、同条を第９条の３とし、第９条の
次に次の１条を加える。
　（火災予防上必要な業務に関する計画の提出）
第９条の２　条例第５４条の２の２第２項の規定による提出
は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書（別記第
５号様式の４）を消防長に２通提出して行うものとする。
２　消防長は、前項の提出書を受理したときは、内容を審
査し、その１通に届出済印を押し、必要事項を記入して
返付する。
　第１４条第１項中「第６号まで」の次に「及び８号」を加
え、「及び第６号」を「、第６号及び第８号」に改め、同
項第５号中「露店開設届出書」を「消防隊の通行その他消
火活動に支障を及ぼすおそれのある露店の開設届出書」に
改め、同項に次の１号を加える。
　漢　露店等の開設届出書（別記第１８号様式の２）
　別記第５号様式の３の次に次の１様式を加える。



第307号
　　平成２７年１月７日　　
　　　 　（水 曜 日） 奈 良 市 公 報

― 7 ―

指　定　催　し　の
開 　 催 　 場 　 所

指 定 催 し の 名 称

開 　 催 　 期 　 間

使　用　火　気　等

そ の 他 必 要 事 項

１ 日 当 た り の
人 出 予 想 人 員

開 催 時 間

露 店 等 の 数

第5号様式の4



第307号
平成２７年１月７日 　

（水 曜 日） 奈 良 市 公 報

― 8 ―

開
　
設
　
期
　
間

開
　
設
　
場
　
所

催
　
し
　
の
　
名
　
称

開
　
設
　
店
　
数

現
場
責
任
者
氏
名

消
　
火
　
器
　
の

設
　
置
　
本
　
数

営
　
業
　
時
　
間

　　　附　則
　この規則は、平成２６年８月１日から施行する。　

（平成２６年７月２日掲示済）

　　告　　　　　　　示　　

奈良市告示第４６４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７月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　工　事　名　庁舎北棟非常用発電機設置工事
柑　工事場所　奈良市二条大路南一丁目１番１号
桓　工事期間　契約の日から平成２７年３月２５日までとす

る。
棺　工事概要　電気設備工事一式　機械設備工事一式　

建築工事一式
款　予定価格　195,000千円（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　168,517千円（消費税及

び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成２６年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４６５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７月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　工　事　名　鴻ノ池陸上競技場インフィールド改修そ

の他工事
柑　工事場所　奈良市法蓮佐保山四丁目５番１号

　別記第１６号様式中「露店開設届出書」を「消防隊の通行
その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある露店の開設届

出書」に改める。
　別記第１８号様式の次の次に１様式を加える。
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桓　工事期間　契約の日から平成２６年１１月２８日までとす
る。

棺　工事概要　インフィールド改修工事一式　建築主体
工事一式　電気設備工事　一式

款　予定価格　89,990千円（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　77,740千円（消費税及
び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成２６年７月１日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４６６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７月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　工　事　名　頭首工整備工事（横井三丁目地内・八嶋

樋井堰）
柑　工事場所　奈良市横井三丁目地内
桓　工　　期　契約の日から平成２７年２月２７日までとす

る。
棺　工事概要　水門設備設置

　土工　一式
　自動転倒ゲート設置　一基
　制御盤設置　一基

款　予定価格　33,370千円（消費税及び地方消費税を除
く。）

歓　最低制限基準価格　27,648千円（消費税及び地方消
費税を除く。）

以下省略
（平成２６年７月１日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４６７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７月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　業　務　名　富雄北小学校他５校トイレ改修に伴う建

築設計業務委託
柑　業務場所　奈良市富雄北一丁目１３番６号他
桓　業務期間　契約の日から平成２６年１０月３１日までとす

る。
棺　業務概要　設計業務委託　小学校　トイレ改修３１ ヶ
　　　　　　　所955.76㎡
款　予定価格　３，７０７千円（消費税及び地方消費税を除

く。）
歓　最低制限基準価格　２，８４２千円（消費税及び地方消費

税を除く。）
以下省略

（平成２６年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４６８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７月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　業　務　名　奈良ＩＣ（仮称）周辺まちづくり計画策

定業務委託
柑　業務場所　奈良市八条二丁目地内他
桓　業務期間　契約の日から平成２８年３月２５日までとす

る。
棺　業務概要　１．事業計画の作成

２．道路及び鉄道施設等の整備計画の検
証

３．奈良ＩＣ周辺まちづくり計画委員会
の運営支援

４．奈良ＩＣ周辺まちづくり計画（案）
の作成

５．パブリックコメントの実施
６．奈良ＩＣ周辺まちづくり計画の作成

以下省略
（平成２６年７月１日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４６９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７月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　業　務　名　中央武道場耐震補強設計業務委託
柑　業務場所　奈良市法蓮佐保山四丁目１番２号
桓　業務期間　契約の日から平成２７年２月２７日までとす

る。
棺　業務概要　設計業務委託　武道場　１棟
款　予定価格　３，１３９千円（消費税及び地方消費税を除

く。）
歓　最低制限基準価格　２，４７１千円（消費税及び地方消費

税を除く。）
以下省略

（平成２６年７月１日掲示済）
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奈良市告示第470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７月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第471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７月１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７月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第472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７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（二名一丁目地内・二名小学校通学
路）ほか１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７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第473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７月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
　道路新設工事（針町地内・一本松小倉線）ほか１３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７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４７４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７月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

備考延長
（m）

幅員
（m）

変　更
前後別区間路線名整理

番号

44.716.09～20.17前奈良市紀寺町765番３
地先から大　森

高畑線1
44.721.42～26.01後奈良市東紀寺町一丁

目701番1地先まで

備考延長
（m）

幅員
（m）区間路線名整理

番号

44.721.42～26.01
紀寺町765番３地先から

大　森
高畑線1 東紀寺町一丁目701番1地先ま

で

【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
６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南
袋亭奈良市南袋町４番地2970105785

【介護予防訪問介護・訪問介護】

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
６月30日株式会社一条奈良市西包永町２番地一条訪問介護ステーション奈良市西包永町２番地2970104572

（平成２６年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４７５号
　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項、第
４６条第１項、第５３条第１項及び第９４条第１項の規定によ
り、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、

指定介護予防サービス事業者及び指定介護老人保健施設を
指定しましたので、同法第７８条第１号、第８５条第１項、第
１１５条の１０第１号及び第１０４条の２第１号の規定により公示
します。
　平成２６年７月１日

　奈良市長　仲　川　元　庸　

指定年月日
事業者事業所

事業所番号
法人名法人所在地名称所在地
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（平成２６年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４７６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７月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

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

奈良県奈良市六条西三丁
目３-２１630-8044相談支援センターか

かし
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2930100579

（平成26年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４７7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１４第１項に規定

する指定一般相談支援事業者を指定しましたので、同法第
５１条の３０第１項第１号の規定に基づき告示します。
　平成２６年７月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

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

地域移行支
援
地域定着支
援

奈良県奈良市西大寺赤田
町一丁目５-５３631-0818相談支援事業所リベ

ルテ
奈良県奈良市西大寺赤田
町一丁目７-１631-0818社会医療法人平和会2930100421

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

奈良県奈良市西包永町２630-8287一条訪問介護ステー
ション奈良県奈良市西包永町２630-8287株式会社一条2910101506

（平成26年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４７8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７月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　廃止年月日　平成26年６月３０日

（平成26年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第479号
　平成26年奈良市告示第214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７月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
次のよう省略

（平成２６年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第480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７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７月１日
３　移動対象区域

平成26年
７月１日

医療法人良成会エリシオンク
リニック

奈良県北葛城郡広陵町馬見南
四丁目１番１８号

介護老人保健施設エリシオン
石木の里奈良市石木町799番地2950180063

平成26年
７月１日

医療法人良成会エリシオンク
リニック

奈良県北葛城郡広陵町馬見南
四丁目１番１８号

エリシオン介護ステーション
奈良

奈良市鶴舞西町２-５０エスバ
イエルマンション学園前　
１０７号室

2970106577

平成26年
７月１日

社会福祉法人恩賜財団済生会
奈良県支部

奈良県橿原市大久保町320番
地11

社会福祉法人恩賜財団済生会
奈良病院訪問看護ステーショ
ン野の花

奈良市八条四丁目643番地2960190292

平成26年
７月１日医療法人ひまわり会奈良市右京一丁目四番地ひまわり介護支援センター奈良市右京一丁目四番地2970106551

平成26年
７月１日株式会社八重桜奈良市法蓮町４１０番地の２訪問介護ステーション八重桜奈良市法蓮町４１０番地の２2970106569

１　指定年月日　平成26年７月１日

１　指定年月日　平成26年７月１日
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　　近鉄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
　　奈良市市民生活部　交通政策課
　　電話0742－34－1111代表

（平成26年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４８１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７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５月１９日　奈良市指令都整開　第１３Ａ－６０号

２　検査済証の交付年月日及び番号
開発行為　　平成２６年７月１日　第１４１４号
公共施設　　平成２６年７月１日　第６６２号

３　開発区域に含まれる地域
奈良市二名平野一丁目２１３４番１の一部、２１３４番２の一
部、２１３５番１、２１３６番、２１３７番１、２１３８番１、２１３９番
１、２１４０番１及び２１４１番１

４　開発許可を受けた者の住所及び氏名
大阪市北区梅田三丁目３番１０号
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社
関西支店　支店長　吉宗　雅史

５　公共施設の種類、位置及び区域
　　敢　道路
　　　　奈良市二名平野一丁目２１４１番１の一部

（平成２６年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第482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７月３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７月３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
（平成26年７月３日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第483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７月４日

奈良市長　仲　川　元　庸　
次のとおり省略

（平成２６年７月４日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４８４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７月４日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項

以下省略
（平成２６年７月４日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４８5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７月７日

概　　　　　要項　　　　目
第４期奈良市障害福祉計画策定業務業 務 名 称

障害者総合支援法に基づく国の基本指針に即して、
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業
の提供体制の確保に関する計画として「第４期奈良
市障害福祉計画」を策定する。計画期間は、平成２７年
度から平成２９年度までの３年間。

業 務 内 容

契約の日から平成２７年３月３１日まで委 託 期 間
委託契約契 約 形 式
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２　この公示送達により変更した後の納期限
　　平成26年７月24日
３　送達を受けるべき者
　　別紙のとおり
別紙省略

（平成２６年７月７日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第487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７月８日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年７月８日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４８８号
　自動販売機設置に係る行政財産の貸付けについて、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。以下「施行令」という。）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７月８日

奈良市長　　仲　川　元　庸　
第１　入札に付する事項

１　件　　名　自動販売機設置に係る行政財産の貸付
２　貸付期間　平成２６年８月８日から平成２８年７月３１日
　　　　　　まで
３　貸付物件　下表のとおり

敢　貸付面積は、自動販売機の放熱余地・転倒防止板等
の面積及び回収ボックスの面積の合計です。
柑　落札者は、貸付期間中、継続的に自動販売機を設置
しなければなりません。
桓　貸付期間の更新は、行いません。
棺　最低貸付料を予定価格とします。
款　最低貸付料は、２年間の貸付期間の総額であり、消
費税及び地方消費税を含まない額です。
歓　最低貸付料は、光熱水費等を除いた額です。
以下省略

（平成２６年７月８日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第489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７月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市林小路町1番地1申請者住所

株式会社　ビルド　代表取締役　　堀　良一申請者氏名

奈良市法華寺町629番及び631番の各一部道路の位置

最大5.00ｍ　　最小5.00ｍ道路の幅員

34.94ｍ道路の延長

平成26年 7月 8日指定年月日

第H2602号指 定 番 号

１　この督促状の発送年月日及び納期限
　　　調定年度及び税目　 　期別　　　　　　　　　　　　　発送年月日　　　　　　　　納期限
平成25年度市・県民税　 第３期　　　　　　　　　　平成25年11月20日　　　　平成25年12月２日
平成25年度市・県民税　 第４期　　　　　　　　　　平成26年２月20日　　　　平成26年２月28日
平成25年度市・県民税　 第４期　納期変更分　　　　平成26年３月20日　　　　平成26年３月３１日
平成25年度固定資産税・都市計画税　　第３期　　　　　　　　　　平成25年12月20日　　　　平成26年１月６日
平成25年度固定資産税・都市計画税　　第４期　　　　　　　　　　平成26年３月20日　　　　平成26年３月31日

最低貸付料設置
台数貸付面積設置場所所在地物件

番号

４１６，５４４円１２．０１㎡１階エントラン
スホール

奈良市西部生涯ス
ポーツセンター⑩

２４．０２㎡２階スタンド軒
下

奈良市鴻ノ池陸上
競技場

１２．０１㎡管理棟前奈良市平城第二テ
ニスコート

１２．０１㎡体育館北側通路奈良市南部生涯ス
ポーツセンター

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７月７日
３　移動対象区域

ＪＲ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７月７日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第486号

　平成25年度市・県民税第３期、第４期、第４期（納期変
更分）及び平成25年度固定資産税・都市計画税第３期、第
４期督促状を郵送したが、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条の２及び奈良市税条例（昭
和46年奈良市条例第12号）第６条の規定により、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、納税課で保管し、
送達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交
付します。
　平成26年７月７日

奈良市長　仲　川　元　庸　
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平成26年７月１日居宅介護支援事業（介護計画作成）
奈良県奈良市若葉台一丁目７番１号優花居宅介護支援センター

奈良県奈良市若葉台一丁目７番１号株式会社　優花

（平成26年７月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第491号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用
する同法第50条の２の規定により施術者から事業を廃止し

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７月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　

廃止年月日廃止した施術の種類指定施術者の氏名

平成26年６月30日柔道整復

施術所の所在地施術所の名称

野島　竜一

奈良県奈良市大豆山町５番地あすか鍼灸整骨院（野島竜一）

（平成26年７月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第492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７月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　
指定年月日施術の種類指定施術者の氏名

平成26年７月１日柔道整復

施術所の所在地施術所の名称

野島　竜一

奈良県奈良市大豆山町５番地あすか鍼灸整骨院（野島竜一）

（平成26年７月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４９３号
　住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第２条
に規定する方法による住居表示の実施のため、本市内の区
域のうち別図１に示す町の区域を別図２に示すとおり変更
したいので、同法第５条の２第１項の規定により変更案を
公示します。
　なお、その案に係る町の区域内に住所を有する者で奈良
市の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に
異議があるときは、同法第５条の２第２項の規定により、
公示の日から３０日を経過する日までに、その５０人以上の連
署をもって、理由を附して、その案に対する変更の請求を
することができます。
　平成26年７月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　
変更案

別図１及び別図２　省略

（平成２６年７月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４９４号
　住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第２条
に規定する方法による住居表示の実施のため、本市内の区
域のうち別図１に示す町の区域を別図２に示すとおり変更
したいので、同法第５条の２第１項の規定により変更案を
公示します。
　なお、その案に係る町の区域内に住所を有する者で奈良
市の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に
異議があるときは、同法第５条の２第２項の規定により、
公示の日から３０日を経過する日までに、その５０人以上の連
署をもって、理由を附して、その案に対する変更の請求を
することができます。
　平成26年７月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　
変更案

別図１及び別図２　省略

変　　更　　後変　　更　　前

別図２のとおり別図１のとおり区　 　 域

菅野台中町の一部名　 　 称

廃止年月日医療機関の所在地医療機関の名称

平成26年３月31日奈良県奈良市二条大路南一丁目１番28号奈良市立奈良診療所

（平成２６年７月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第490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７月９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

変　　更　　後変　　更　　前

別図２のとおり別図１のとおり区　 　 域

あやめ池南八丁目疋田町の一部名　 　 称
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（平成２６年７月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４９５号
　住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第２条
に規定する方法による住居表示の実施のため、本市内の区
域のうち別図１に示す町の区域を別図２に示すとおり変更
したいので、同法第５条の２第１項の規定により変更案を
公示します。
　なお、その案に係る町の区域内に住所を有する者で奈良
市の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に
異議があるときは、同法第５条の２第２項の規定により、
公示の日から３０日を経過する日までに、その５０人以上の連
署をもって、理由を附して、その案に対する変更の請求を
することができます。
　平成26年７月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　
変更案

別図１及び別図２　省略
（平成２６年７月９日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４９６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７月１０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７日　奈良市指令都整開　第１３Ａ－５２号
平成２６年７月９日　奈良市指令都整開　第１３Ａ－５２－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　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７月１０日　第１４１５号
３　開発区域に含まれる地域
奈良市中山町１４２９番２、１４２９番３、１４３１番２、１４３６番、
１６５７番２、１６５８番２、１６６０番１の一部、１６６１番１、１６６２
番及び１９６１番

４　開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良県天理市岩室町５３番地１
有限会社石橋建築総合設計事務所
代表取締役　石橋　豊

（平成２６年７月10日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第497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７月10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７月10日
３　移動対象区域
近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺及び近鉄高の原駅
周辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成26年７月10日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４９８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７月１１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　許可の年月日及び番号
平成２６年５月２２日　奈良市指令都整開　第１４Ａ－５号

２　検査済証の交付年月日及び番号
　　開発行為　　平成２６年７月１１日　第１４１６号
３　開発区域に含まれる地域
奈良市五条西一丁目１００８番１の一部、１００９番、１０１０番
及び１０１４番の一部

４　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　奈良市五条畑二丁目１番２号
　　澤田　眞一

（平成２６年７月11日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第499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７月14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７月12日
３　移動対象区域
近鉄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７月14日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第500号

変　　更　　後変　　更　　前

別図２のとおり別図１のとおり区　 　 域

中登美ヶ丘五丁目二名町及び押熊町の各一部名　 　 称
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　平成26年奈良市農業委員会７月定例総会を次のとおり招
集します。
　平成26年７月14日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　日時　平成26年７月23日（水曜日）午後２時
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22会議室
３　付議すべき事項・報告
敢　会長の選任について
柑　副会長の選任について
桓　議案

第１号　農地部会長及び同副部会長並びに農政
部会長及び同副部会長の選任について

棺　報告　
第１号　平成27年度農業施策に関する要望書に

ついて
（平成26年７月14日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第５０１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７月１４日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　許可の年月日及び番号
平成２０年８月２５日　　奈良市指令都整開　第０８Ａ－２４

号
平成２２年１２月１０日　　奈良市指令都整開　第０８Ａ－２４

－１号
平成２４年７月３日　　奈良市指令都整開　第０８Ａ－２４

－２号
平成２４年１０月１２日　　奈良市指令都整開　第０８Ａ－２４

－３号
平成２５年９月１３日　　奈良市指令都整開　第０８Ａ－２４

－４号
平成２５年１０月１８日　　奈良市指令都整開　第０８Ａ－２４

－５号
平成２６年７月２日　　奈良市指令都整開　第０８Ａ－２４

－６号
２　検査済証の交付年月日及び番号
　　開発行為　　平成２６年７月１４日　　第１４１７号
　　公共施設　　平成２６年７月１４日　　第６６３号
３　開発区域に含まれる地域
奈良市佐保台一丁目３５７１番１５９、３５７１番１６０、３５７１番
１６１、３５７１番１６２、３５７１番１６３、３５７１番１６４、３５７１番１６５、
３５７１番１６６、３５７１番２２８及び３５７１番２５８（３工区）

４　開発許可を受けた者の住所及び氏名
大阪市天王寺区上汐三丁目五－二十四　小幡ビル　　
大阪不動産協同組合　理事長　土岐静男

５　公共施設の種類、位置及び区域
敢　道路
　　奈良市佐保台一丁目３５７１番２２８
柑　下水道
　　奈良市佐保台一丁目３５７１番２２８の一部
桓　公園
　　奈良市佐保台一丁目３５７１番２５８

（平成26年７月14日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第５０２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７月１５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
　道路改良工事（北之庄町地内・北之庄八島線）ほか１４
件（各工事の工事名称、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７月15日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第５０３号
　次のとおり一般競争入札を行いますので、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７月１５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　工　事　名　（仮称）帯解こども園園舎新築その他工事
柑　工事場所　奈良市柴屋町２０番地
桓　工　　期　契約の日から平成２７年３月２０日まで
棺　工事概要　建築主体工事一式　電気設備工事一式　

機械設備工事一式
款　予定価格　３３９，５４０千円（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　２９４，４５２千円（消費税及

び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成２６年７月15日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第５０４号
　公有財産の売払いについて、次のとおり一般競争入札を
実施するので、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
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（土地５件）

以下省略
 （平成２６年７月15日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第５０５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７月１５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　工　事　名　焼却炉棟３、４号炉側構造改修工事
柑　工事場所　奈良市左京五丁目２番地「奈良市環境清

美工場」
桓　工事期間　契約の日から平成２７年３月１７日までとす

る。
棺　工事概要　１，３、４号炉床スラブ改修工事

　　　　　　　２，建築設備類移設復旧工事
　　　　　　　３，建築関係各種測定　
款　予定価格　４４，４０３千円（消費税及び地方消費税を除

く。）
歓　最低制限基準価格　３９，２１１千円（消費税及び地方消

費税を除く。）
以下省略

（平成２６年７月15日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第506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７月15日

奈良市長　仲　川　元　庸　

入札保証金予定価格地積（㎡）地目地番所在名称物件番号

70万円694万円198.38宅地1215-17古市町奈良市古市町⑴土地‐５

72万円720万円209.89宅地1647-10古市町奈良市古市町⑵土地‐６

86万円851万円255.56宅地1647-11古市町奈良市古市町⑶土地‐７

78万円779万円243.29宅地1673-11古市町奈良市古市町⑷土地‐８

65万円646万円186.61宅地1673-12古市町奈良市古市町⑸土地‐９

※｢予定価格｣とは最低売却価格であり、この金額以上の入札額を有効とする。 

（平成２６年７月１５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第507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休止した旨の届出がありまし

たので、同法第55条の２の規定により次のとおり告示しま
す。
　平成26年７月15日

奈良市長　仲　川　元　庸　

廃止年月日医療機関の所在地医療機関の名称

平成26年５月31日奈良県奈良市中山町西四丁目456番地１Ｔ．Ｓビル２階ほおのき皮フ科

平成26年５月31日奈良県奈良市登美ケ丘一丁目２番16号森川内科医院

平成26年３月31日奈良県奈良市南紀寺町四丁目１０３－７セイコー薬局

平成26年４月30日奈良県奈良市七条二丁目789番地公益社団法人　奈良県看護協会立
桜が丘訪問看護ステーション

休止年月日医療機関の所在地医療機関の名称

平成26年６月20日奈良県奈良市秋篠早月町９－１－104医療法人　松井内科医院

（平成２６年７月１５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第508号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により

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７月15日

奈良市長　仲　川　元　庸　
指定年月日医療機関の所在地医療機関の名称

平成26年６月１日奈良県奈良市中山町西四丁目456番地１Ｔ．Ｓビル２階ほおのき皮フ科

平成26年６月１日奈良県奈良市登美ケ丘一丁目２番16号医療法人　森川内科医院

規則第４３号）第２条の規定により公告します。
　平成２６年７月１５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する公有財産物件

　以下の物件を個別に入札に付し、各々売り払う。詳細
は、ヤフー株式会社がインターネットにて提供するイン
ターネット公有財産売却システム（Yahoo!オークション　
官公庁オークション）による。

（平成２６年７月１５日掲示済）
　　　 　　　

奈良市告示第509号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項の
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（平成26年７月15日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第511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７月15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７月１５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７月15日掲示済）

　 　 公 営 企 業 　

奈良市企業局告示第26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７月１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７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７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
奈良市二名四丁目、二名五丁目、大森西町及び南京終
町四丁目の各一部

３　供用を開始する排水施設の位置

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

終　　　点起　　　点管　渠　番　号

奈良市二名四丁目1316
－5

奈良市二名四丁目1419
－4二名第１幹線－6

奈良市二名四丁目1316
－6

奈良市二名四丁目1316
－6二名第１幹線－7

奈良市二名四丁目1419
－4

奈良市二名四丁目1419
－7二名第１幹線－8

奈良市二名五丁目1610
－4

奈良市二名五丁目1604
－3二名第１幹線－9

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の規定により次のとおり告示します。

　平成26年７月15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４月30日
平成26年４月30日

居宅　訪問看護
介護予防　訪問看護

奈良県奈良市七条二丁目789番地公益社団法人　奈良県看護協会立　
桜が丘訪問看護ステーション

奈良県橿原市四条町288番地８公益社団法人　奈良県看護協会

（平成26年７月15日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第510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７月15日

奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市大森西町2街区
－11

奈良市大森西町2街区
－6大森幹線－76

奈良市大森西町3街区
－8

奈良市大森西町3街区
－6大森幹線－77

奈良市大森西町4街区
－17

奈良市大森西町2街区
－6大森幹線－78

奈良市大森西町4街区
－17

奈良市大森西町2街区
－6大森幹線－79

奈良市南京終町四丁目
346－4

奈良市南京終町四丁目
338－1大安寺第１幹線－241

平成26年５月１日
平成26年５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

奈良県奈良市中山町西四丁目456－
１Ｔ．Ｓビル102平野歯科医院

奈良県奈良市青山五丁目１－29平野　照雄

平成26年４月１日
平成26年４月１日

居宅　訪問介護
介護予防　訪問介護

奈良県奈良市椿井町53－２なでし子

奈良県奈良市椿井町53－２特定非営利活動法人　おちゃわん
でーす

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
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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７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第27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７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　入札物件　無試薬形残留塩素計の購入
　　２　入札物件の詳細　別紙仕様書のとおり
　　３　納入期限　契約日から２か月以内
４　納入場所　奈良市奈良阪町地内、奈良市企業局

緑ヶ丘浄水場内
以下省略

（平成２６年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第28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７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　業　務　名　大渕配水池耐震補強工事に伴う設計業

務委託
２　業務場所　奈良市中登美ケ丘一丁目地内
３　業務期間　契約日から平成27年２月27日まで
４　業務概要　配水池耐震補強工事の設計業務
　　　　　　　　配水池容量：5,000㎥
　　　　　　　　配水池面積：1,100㎡
５　予定価格　9,880千円（消費税及び地方消費税を除

く。）
６　最低制限基準価格　7,570千円（消費税及び地方消

費税を除く。）
以下省略

（平成２６年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第29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７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、奈良市鳥見町一丁目～
富雄元町四丁目地内ほか１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７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第30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７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
　東部第２－２地区管路施設工事（大保）３２工区・１５工
区（単独）ほか１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７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第31号
　次のとおり総合評価落札方式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。
　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７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　緑ヶ丘浄水場急速ろ過池設備改良工事
２　工事場所　奈良市奈良阪町地内
３　工　　期　契約の日から平成30年２月28日まで
４　主要施設　急速ろ過池設備
５　工事概要　ア　機械設備工事　一式
　　　　　　　イ　電気設備工事　一式
　　　　　　　ウ　耐震補強工事　一式
６　予定価格　976,592千円（消費税及び地方消費税を

除く。）
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７　最低制限モデル型算出価格　843,209千円（消費税
及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成２６年７月１日掲示済）

　　　 　　　
奈良市企業局告示第32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
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７月９日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

（平成26年７月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第33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４条第１項の規定により奈
良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、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７月９日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

（平成26年７月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第34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７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100粍配水支管改良工事、奈良市法蓮町地内ほか
２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７月15日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第35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７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
　公共下水道築造工事（単４）山陵町地内他１箇所（私
道）（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７月15日掲示済）

　 　 消　 防 　

奈良市消防局長訓令甲第６号
全　　職　　員　

　奈良市消防事務専決規程の一部を改正する訓令を次のよ
うに定める。
　平成26年７月７日

奈良市消防局長　　
酒　井　孝　師　

　　　奈良市消防事務専決規程の一部を改正する訓令
　奈良市消防事務専決規程（昭和58年奈良市消防長訓令甲
第24号）の一部を次のように改正する。
　第４条第６号を次のように改める。
歓　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の指定、第54条の２の２第２項の提出並び
に第56条、第５７条、第57条の２第１号及び第２号、第
57条の３、第58条並びに第59条の届出の処理

　　　附　則
　この訓令は、平成26年８月１日から施行する。

（平成２６年７月７日掲示済）
　　　 　　　
奈良市消防局告示第３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項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会、展
示会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち大規
模なものは、次に掲げる要件を満たすものとし、平成26年
８月１日から施行します。
　平成26年７月７日

奈良市消防局長　　
酒　井　孝　師　

１　奈良公園周辺を会場とする催しであること。
２　１日当たりの人出予想が10万人を超える規模の催しで

あること。
３　主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超

える規模の催しとして計画されている催しであるこ
と。

届　出　日所　在　地代表者氏名名称

平成26年
７月８日

奈良市五条町17番28
号榊　進家・水工房創楽

指　定　日所　在　地代表者氏名名称

平成26年
７月８日奈良市五条町17番28号代表取締役

榊　進
家・水工房創
楽株式会社　
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（平成２６年７月７日掲示済）

　 　 教 育 委 員 会 　

奈良市教育委員会告示第10号
　平成26年７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７月３日

奈良市教育委員会　　　　　
委員長　杉　江　雅　彦　

１　日時
　　平成26年７月８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　奈良市の地域教育を考える委員会委員の委嘱又
は任命について

　２　議事
　　　議案第26号　奈良市教育ビジョン懇話会委員の委嘱

又は任命について
　　　議案第27号　奈良市学校規模適正化検討委員会委員

の委嘱又は任命について
　　　議案第28号　奈良市立小・中学校通学区域検討委員

会委員の委嘱又は任命について
　　　議案第29号　人事について
　　　議案第30号　平成26年度学校運営協議会委員の委嘱

又は任命について
　　　議案第31号　奈良市放課後児童健全育成事業補助金

交付要綱の一部改正について
　　　議案第32号　奈良市立幼稚園における学校評議員の

委嘱について
　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　６月～７月

　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７月３日掲示済）

　 　 選 挙 管 理 委 員 会 　

奈良市選挙管理委員会告示第２８号
　平成２６年７月６日執行の奈良市農業委員会委員一般選挙
における投票管理者及び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７月１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１選挙区第１投票区投票所投票管理者
　　　　奈良市雑司町３９番地 栗　原　健　二
　　　第１選挙区第３投票区投票所投票管理者
　　　　奈良市六条一丁目３７番８号 豊　田　　　實
　　　第１選挙区第５投票区投票所投票管理者
　　　　奈良市雑司町２８番地 鍵　田　善　則
　　　第２選挙区第１４投票区投票所投票管理者
　　　　奈良市山陵町２２４番地 奥　田　晴　久

第１選挙区第５投票区投票所投票管理者の職務を代
理すべき者

　　　　奈良市秋篠町７５０番地 野　田　敬　雄
第４選挙区第３１投票区投票所投票管理者の職務を代
理すべき者

　　　　奈良市邑地町３０６２番地の１ 平　尾　龍　男
２　選任する者
　　　第１選挙区第１投票区投票所投票管理者
　　　　奈良市雑司町２８番地 鍵　田　善　則
　　　第１選挙区第３投票区投票所投票管理者
　　　　奈良市山陵町２２４番地 奥　田　晴　久
　　　第１選挙区第５投票区投票所投票管理者
　　　　奈良市雑司町３９番地 栗　原　健　二
　　　第２選挙区第１４投票区投票所投票管理者
　　　　奈良市六条一丁目３７番８号 豊　田　　　實

第１選挙区第５投票区投票所投票管理者の職務を代
理すべき者
　奈良市邑地町３０６２番地の１ 平　尾　龍　男
第４選挙区第３１投票区投票所投票管理者の職務を代
理すべき者
　奈良市秋篠町７５０番地 野　田　敬　雄

（平成２６年７月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第２９号
　平成２６年７月６日執行の奈良市農業委員会委員一般選挙
の第１選挙区、第２選挙区、第３選挙区、第４選挙区及び
第５選挙区における当選人の住所及び氏名は次のとおりで
す。
   平成２６年７月６日

奈良市選挙管理委員会　　　　
委員長　　西久保　武　志　

　　　第１選挙区　　別紙のとおり
　　　第２選挙区　　別紙のとおり
　　　第３選挙区　　別紙のとおり
　　　第４選挙区　　別紙のとおり
　　　第５選挙区　　別紙のとおり
第１選挙区

氏　　　名住　　　　　所

吉　村　信　男奈良県奈良市五条町１７番１５号

大　西　崇　夫奈良県奈良市法蓮町６５４番地の１

北　中　正　純奈良県奈良市尼辻南町２番２４号
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第２選挙区  

第３選挙区

第４選挙区

第５選挙区       

（平成２６年７月６日掲示済）

　 　 農 業 委 員 会 　

奈良市農業委員会告示第10号
　奈良市農業委員会平成26年７月農地部会の会議を次のと
おり招集しますので、奈良市農業委員会部会会議規則（昭
和32年奈良市農業委員会告示第４号）第３条第１項の規定
により告示します。
　平成26年７月７日

奈良市農業委員会　　　　　　　
農地部会長　岡　田　嘉　文　

１　日時
　　平成26年７月14日（金）　午後１時30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22会議室
３　審議案件

敢　農地法（昭和27年法律第229号）第３条、第４条
及び第５条に関する許可申請及び届出について

柑　農地法施行規則第32条第１号に該当する転用の
届出について

桓　事業計画変更について
棺　農地法第18条第６項の規定による通知の受理に
ついて（６月専決処理分）

款　生産緑地法第13条の規定による生産緑地の取得
のあっせんについて

歓　生産緑地法第13条の規定による生産緑地の取得
のあっせん結果について

汗　知事許可について（６月許可分）
漢　非農地証明について（６月分）

（平成26年７月７日掲示済）

武　野　義　男奈良県奈良市大安寺四丁目４番３０号

中　田　武　文奈良県奈良市白毫寺町175番地

平　田　芳　道奈良県奈良市般若寺町２０１番地

氏　　　名住　　　　　所

今　中　 　雄奈良県奈良市石木町２７４番地

長谷川　義　廣奈良県奈良市菅原町５９６番地

加　 　次　夫奈良県奈良市山陵町２１９番地

嶋　田　圭　堂奈良県奈良市秋篠町９０５番地の１

大　畑　　　稔奈良県奈良市三碓四丁目３番２号

氏　　　名住　　　　　所

岡　田　嘉　文奈良県奈良市狭川東町１７５番地

中　尾　義　永奈良県奈良市日笠町６４８番地

辰　巳　　　貢奈良県奈良市南庄町３５８番地

中　田　清　文奈良県奈良市阪原町１７２５番地

須　川　章　夫奈良県奈良市水間町１１０２番地

荻　田　精　吾奈良県奈良市柳生町６７番地

山　中　正　三奈良県奈良市大柳生町１６０１番地

氏　　　名住　　　　　所

西　井　　　隆奈良県奈良市針町３２９１番地

吉　井　 　次奈良県奈良市都祁白石町２９７９番地の２

藤　岡　正　則奈良県奈良市都祁相河町１２４番地

久保田　清　隆奈良県奈良市月ヶ瀬桃香野４４６１番地

小　西　　　功奈良県奈良市月ヶ瀬長引町４３６番地の１

今　井　勝　美奈良県奈良市荻町７９５番地

氏　　　名住　　　　　所

今　里　勝　亮奈良県奈良市八島町２５０番地

松　村　楢太郎奈良県奈良市今市町４２７番地

山　中　　　浩奈良県奈良市北之庄町３９４番地

谷　口　清　志奈良県奈良市東九条町２５２番地の３

大　西　繁　實奈良県奈良市南永井町２１３番地

巽　　　一　孝奈良県奈良市中畑町４０１番地



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027005000440046002066F8304D51FA3057FF080050004400460031002E0037FF0930C830F330DB30994ED800270020306B57FA3065304F005D0020005B0027005000440046002066F8304D51FA3057FF080050004400460031002E0037FF0930C830F330DB3099306A305700270020306B57FA3065304F005D0020005B0027005B005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020002865E5672C0029005D00270020306B57FA3065304F005D002030B030E930D530A330C330AF30B330F330C630F330C4306E590963DB306B5BFE3059308B002000490053004F00206A196E96898F683C306E0020005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020306B6E9662E03057305F002000410064006F0062006500200050004400460020658766F830924F5C62103059308B305F3081306B4F7F75283057307E30593002005000440046002F0058002D0031006100206E9662E0306E00200050004400460020658766F84F5C6210306B306430443066306F3001004100630072006F006200610074002030E630FC30B630AC30A430C9309253C2716730573066304F30603055304430023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


