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　奈良市立応急診療所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６月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第３８号

奈良市立応急診療所条例施行規則の一部を改正する
規則

　奈良市立応急診療所条例施行規則（昭和５０年奈良市規則
第１号）の一部を次のように改正する。
　第２条第１項中「社団法人奈良市医師会」を「一般社団
法人奈良市医師会」に改め、同条第２項中「社団法人奈良
市歯科医師会」を「一般社団法人奈良市歯科医師会」に改
める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正
後の奈良市立応急診療所条例施行規則の規定は、平成２６年
４月１日から適用する。

（平成２６年６月２日掲示済）
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　奈良市保健所長事務委任規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。
　平成26年６月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第３９号
　奈良市保健所長事務委任規則の一部を改正する規則

　奈良市保健所長事務委任規則（平成１４年奈良市規則第５８
号）の一部を次のように改正する。
　第２条第１項第７号イ中「第４条第２項」を「第４条第
４項」に改め、同号エ中「第１０条」を「第１０条第１項」に
改め、同号中いを削り、あをいとし、オからンまでをカか
らあまでとし、エの次に次のように加える。
オ　法第１０条第２項（法第３８条において準用する場合
を含む。）の規定による薬局の変更の届出の受理に関

すること。
　　　附　則
　この規則は、平成２６年６月１２日から施行する。

（平成２６年６月２日掲示済）
　　　 　　　
　奈良市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここ
に公布する。
　平成26年６月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第４０号
　　　奈良市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則
　奈良市児童福祉法施行細則（平成１４年奈良市規則第４７号）
の一部を次のように改正する。
　別記第１０号様式の２及び第１０号様式の８中

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改
正後の奈良市児童福祉法施行細則の規定は、平成２６年４
月１日から適用する。
　（経過措置）
２　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市児童福祉法施行細則の規定に基づき作成されている
用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することがで
きる。

（平成２６年６月２日掲示済）

　　告　　　　　　　示　　

奈良市告示第４０５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６月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
　道路新設工事（秋篠町地内・（仮称）秋篠東西線）ほ
か３４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６月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４０６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。

「

を

に改める。

「
」　　　　　　

□　　Ⅰ　負担上限月額に関する認定
　　　　　下記の区分の適用を申請します。
　　　　（当てはまるものに○をつける。いずれにも当てはまらない場合は、空欄とすること。）
　　　　　１．生活保護受給世帯又は中国残留邦人等支援給付を受けている世帯
　　　　　２．市区町村民税非課税世帯に属する者
　　　　　３．市区町村民税課税世帯（所得割28万円未満）に属する者

申
請
す
る
減
免
の
種
類

□　　Ⅱ　 生活保護又は中国残留邦人等支援給付への移行予防措置（自己負担減免措置、補足給付の特例措置）に
　　　　関する認定
　　　　　生活保護又は中国残留邦人等支援給付への移行予防措置（□自己負担減免措置　□補足給付の特例措
　　　　置）を申請します。
　　　　※　福祉事務所が発行する境界層対象者証明書が必要となります。

」　　　　　　

□　　Ⅰ　負担上限月額に関する認定
　　　　　下記の区分の適用を申請します。
　　　　（当てはまるものに○をつける。いずれにも当てはまらない場合は、空欄とすること。）
　　　　　１．生活保護受給世帯又は中国残留邦人等支援給付を受けている世帯
　　　　　２．市区町村民税非課税世帯に属する者
　　　　　３．市区町村民税課税世帯（所得割28万円未満）に属する者申

請
す
る
減
免
の
種
類

□　　Ⅱ　多子軽減措置に関する認定
　　　　　下記の区分の適用を申請します。
　　　　（当てはまるものに○をつける。）
　　　　　１．第２子に該当する者
　　　　　２．第３子以降に該当する者
　　　　　※　通園証明等が必要となります。

□　　Ⅲ  生活保護又は中国残留邦人等支援給付への移行予防措置（自己負担減免措置、補足給付の特例措置）
　　　　に関する認定
　　　　　生活保護又は中国残留邦人等支援給付への移行予防措置（□自己負担減免措置　□補足給付の特例措
　　　　置）を申請します。
　　　　※　福祉事務所が発行する境界層対象者証明書が必要となります。
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　平成２６年６月２日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　入札に付する事項
　平城公民館歌姫分館耐震補強設計業務委託ほか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６月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４０７号
　次のとおり総合評価落札方式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、この工事は、低入札価格調査制度を採用します。
詳細は、奈良市建設工事低入札価格調査制度試行要領によ
ります。
　平成２６年６月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
　敢　工　事　名　（仮称）都跡地域ふれあい会館新設工事
　柑　工事場所　奈良市四条大路五丁目２番４５号
　桓　工　　期　契約の日から平成２７年３月２７日まで
　棺　工事概要　建築主体工事一式
　　　　　　　　外構工事一式
　　　　　　　　既設建物解体撤去工事一式
　　　　　　　　電気設備工事一式
　　　　　　　　機械設備工事一式　
款　予定価格　７３，８８０千円（消費税及び地方消費税を除

く。）
歓　調査基準モデル型算出価格　６３，３３１千円（消費税及

び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成２６年６月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４０８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６月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　業　務　名　２，３号炉点検整備補修
柑　業務場所　奈良市左京五丁目２番地「奈良市環境清

美工場」
桓　業務期間　契約の日から平成２６年１２月２６日までとす

る。
棺　業務概要　焼却炉施設の経年使用による劣化部分及

び損傷部分の補修並びに分解整備補修を
行う。

焼却炉（全連続燃焼ストーカ式）処理能
力　１２０ｔ/日
１，燃焼設備補修　　　一式
２，ガス冷却設備補修　一式
３，空気予熱設備補修　一式
４，受入供給設備補修　一式
５，灰出設備補修　　　一式
６，灰固化設備補修　　一式

款　予定価格　１２１，６１３千円（消費税及び地方消費税を除
く。）

以下省略
（平成２６年６月２日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４０９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６月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　業　務　名　２，３号炉排ガス施設点検整備補修
柑　業務場所　奈良市左京五丁目２番地「奈良市環境清

美工場」
桓　業務期間　契約の日から平成２６年１２月２６日までとす

る。
棺　業務概要　焼却炉施設の経年使用による劣化部分及

び損傷部分の補修並びに分解整備補修を
行う。
焼却炉（全連続燃焼ストーカ式）処理能
力　１２０ｔ/日
１，燃焼設備補修　　　　一式
２，ガス冷却設備補修　　一式
３，空気予熱設備補修　　一式
４，減温塔設備補修　　　一式
５，排ガス処理設備補修　一式
６，通風設備補修　　　　一式
７，受入供給設備補修　　一式

款　予定価格　８６，９１４千円（消費税及び地方消費税を除
く。）

以下省略
（平成２６年６月２日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４１０号
　平成26年６月９日奈良市議事堂に奈良市議会定例会を招
集します。
　平成26年６月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
（平成２６年６月２日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４１１号
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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

平成２６年６月１日株式会社優花奈良市若葉台一丁目７番１号優花居宅介護支援セン
ター奈良市若葉台一丁目７番１号2970106510

平成２６年６月１日有限会社やまびこ奈良市朱雀五丁目３番地の１０訪問看護ステーション
　グットライフ

奈良市朱雀一丁目４番地の１９
　グリーンエクセルマルコウＢ-１０２2960190243

平成２６年６月１日株式会社和ごころ奈良県山辺郡山添村大字遅瀬
１２０８番地

元気サポート　和ごこ
ろ奈良市南永井町４０５番地2970106544

平成２６年６月１日社会福祉法人ならやま会奈良市奈良阪町２５３２番地の３短期入所生活介護事業
所　光の桜奈良市石木町７１５番１2970106536

平成２６年６月１日株式会社月芳奈良市杉ヶ町３３番地３吉祥寺デイサービス奈良市学園北一丁目１５番１号2970106528

　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９条第８項において準用する同条第１項の規
定による都市景観形成地区の指定の変更をしたので、同条
第６項の規定により、次のとおり告示し、その関係図書を
公衆の縦覧に供します。
　平成26年６月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　変更に係る都市景観形成地区の名称
　　奈良町都市景観形成地区
２　都市景観形成地区の指定の変更に係る土地の区域
　　奈良市今御門町、元林院町、西寺林町、南市町の各
一部

３　変更に係る都市景観形成地区の縦覧場所

　　奈良市二条大路南一丁目１番１号
　　奈良市都市整備部まちづくり指導室景観課

（平成２６年６月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４１２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項及び第５３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及び指定介護予防
サービス事業者を指定しましたので、同法第７８条第１号、
第８５条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により公示し
ます。
　平成26年６月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年６月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４１３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６月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
【特定介護予防福祉用具販売・特定福祉用具販売】

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
５月３０日イオンリテール株式会社千葉県千葉市美浜区中瀬一丁

目５番地１イオン奈良店奈良市西大寺東町二丁目４－
１2970104218

【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１日有限会社ほほえみ奈良市四条大路一丁目２４番２６

号
ほほえみ訪問介護サービス事
業所

奈良市四条大路一丁目２４番２６
号2970101990

（平成２６年６月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４１４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６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６月２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

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
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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６月２日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４１５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６月４日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　物　品　名　自走式搬入物展開検査装置
柑　詳　　細　別紙仕様書のとおり
桓　納入場所　奈良市左京五丁目２番地　奈良市環境清

美工場内
棺　納入期限　平成２７年２月２０日
款　担　当　課　奈良市環境清美工場

　　　　　　　　電話　０７４２－７１－３０００
以下省略

（平成２６年６月４日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４１６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６月４日

奈良市長　仲　川　元　庸　
次のとおり省略

（平成２６年６月４日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４１７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６月５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１．入札に付する事項
　敢　事業名称
　　　ＩＣＴ教育活用事業向けタブレット端末の賃貸借
　柑　調達する機器

　　　・タブレット端末、周辺機器及びソフトウェア　一式
　　　・タブレット端末充電収納庫　一式
　　　・タブレット端末用画像転送装置　一式

・タブレット端末管理・設定用端末及びソフトウェ
ア　一式
・タブレット端末用ネットワーク関連機器　一式
・タブレット端末用教材開発システム　一式

　桓　展開スケジュールの調整
　　　展開スケジュールの作成・調整
　棺　機器の設計作業

タブレット端末及びソフトウェア、タブレット端末
管理・設定用端末及びソフトウェア、無線ＬＡＮ、
授業支援システムの設計及び設定等

　款　機器等の設置作業
機器等の設置作業（配線・ネットワーク接続作業含
む）、機器設置後の動作確認

　歓　導入支援及び運用支援
・機器管理支援
・機器操作支援
・授業における利用支援及び補助

　汗　保守・サポート
　　　機器等の保守及びサポート
　漢　納入条件
　　　成果物作成等
　澗　保険
　潅　その他
以下省略

（平成２６年６月５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４１８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６月５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１．入札に付する事項
　敢　事業名称

確かな学力育成事業等向けタブレット端末の賃貸借
　柑　調達する機器

・タブレット端末、周辺機器及びソフトウェア　一
式
・タブレット端末充電収納庫　一式
・タブレット端末用画像転送装置　一式
・タブレット端末管理・設定用パソコン及びソフト
ウェア　一式
・タブレット端末用ネットワーク関連機器　一式
・タブレット端末用授業支援システム　一式
・タブレット端末用教材開発システム　一式

　桓　展開スケジュールの調整
　　　展開スケジュールの作成・調整
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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５月１日
平成26年５月１日

居宅　通所介護
介護予防　通所介護

奈良県奈良市南京終町１９番地の１シニア倶楽部

奈良県奈良市南京終町１３番地の４社会福祉法人楽慈会

平成26年５月１日
平成26年５月１日

居宅　通所介護
介護予防　通所介護

奈良県奈良市南京終町１９番地の１青春倶楽部

奈良県奈良市南京終町１３番地の４社会福祉法人楽慈会

（平成26年６月５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第420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６月５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６月５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６月５日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４２１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６月６日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１．入札に付する事項
敢　業　務　名　奈良市本庁舎廃プラスチック類等産業廃

棄物処理業務委託

柑　業務場所　奈良市二条大路南一丁目１番１号　奈良
市本庁舎

桓　業務期間　平成２６年７月７日から平成２７年３月３１日
まで

棺　業務概要　奈良市本庁舎廃プラスチック類等産業廃
棄物処理業務委託　一式

以下省略
（平成２６年６月６日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４２２号
　大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区計
画を変更するため、奈良市地区計画等の案の作成手続に関
する条例（昭和６１年奈良市条例第３５号）第２条の規定によ
り、次のとおり公告し、当該地区計画の原案を公衆の縦覧
に供します。
　平成２６年６月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　地区計画等の種類
　　地区計画
２　地区計画の名称
　　押熊町北地区地区計画
３　地区計画の位置
　　奈良市押熊町2080番　他
４　地区計画の区域
　　別紙図面のとおり
５　地区計画の面積
　　約１．１ha
６　地区計画の原案の縦覧場所
　　奈良市二条大路南一丁目１番１号

　棺　機器の設計作業
タブレット端末及びソフトウェア、タブレット端末
管理・設定用パソコン及びソフトウェア、無線ＬＡ
Ｎ、授業支援システムの設計及び設定等

　款　機器等の設置作業
機器等の設置作業（配線・ネットワーク接続作業含
む）、機器設置後の動作確認

　歓　導入支援
・機器管理支援
・機器操作支援
・授業における利用支援及び補助

　汗　保守・サポート
機器等の保守及びサポート

　漢　納入条件

　　　成果物作成等
　澗　保険
　潅　その他
以下省略

（平成２６年６月５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第419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２の規定により告示
します。
　平成26年６月５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
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　　奈良市都市整備部都市計画室都市計画課
７　地区計画の原案の縦覧期間
　　平成２６年６月１０日から同年６月２４日まで
８　地区計画の原案に対する意見の提出方法
この地区計画の原案について意見を提出しようとする
者は、所定の用紙に記載し権利を有する土地の付近見
取図を添えて、奈良市都市整備部都市計画室都市計画
課に平成２６年７月１日までに必着するように提出して
ください。

（平成２６年６月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４２3号
　大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区計
画を変更するため、奈良市地区計画等の案の作成手続に関
する条例（昭和６１年奈良市条例第３５号）第２条の規定によ
り、次のとおり公告し、当該地区計画の原案を公衆の縦覧
に供します。
　平成２６年６月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　地区計画等の種類
　　地区計画
２　地区計画の名称
　　東登美ヶ丘六丁目地区計画
３　地区計画の位置
　　奈良市東登美ヶ丘六丁目及び押熊町の一部
４　地区計画の区域
　　別紙図面のとおり
５　地区計画の面積
　　約１０．５ha
６　地区計画の原案の縦覧場所
　　奈良市二条大路南一丁目１番１号
　　奈良市都市整備部都市計画室都市計画課
７　地区計画の原案の縦覧期間
　　平成２６年６月１０日から同年６月２４日まで
８　地区計画の原案に対する意見の提出方法
この地区計画の原案について意見を提出しようとする
者は、所定の用紙に記載し権利を有する土地の付近見
取図を添えて、奈良市都市整備部都市計画室都市計画
課に平成２６年７月１日までに必着するように提出して
ください。

（平成２６年６月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４２４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
より告示します。
　平成２６年６月９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６月９日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第425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
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６月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年６月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４２６号
　奈良市長等政治倫理条例施行規則に基づく報告書等の閲
覧及び写しの交付に関する要綱の一部を改正する告示を次
のように定める。
　平成２６年６月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市長等政治倫理条例施行規則に基づく報告書等
の閲覧及び写しの交付に関する要綱の一部を改正す
る告示

　奈良市長等政治倫理条例施行規則に基づく報告書等の閲
覧及び写しの交付に関する要綱（平成２５年奈良市告示第５７２
号）の一部を次のように改正する。
第２条中「文書法制課内」を「法務ガバナンス課内」に
改める。
第６条中「文書法制課長」を「法務ガバナンス課長」に
改める。
　　附　則
　この告示は、平成２６年６月９日から施行する。

（平成２６年６月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第427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

正悟屋名 称

奈良市福智院町31番１所 在 地

本二階形式　切妻造（桁行6.43m　梁間11.4m）概 要

概　　　　　　　　要項　　　　目

例規制定改廃作業における事務、法令解釈に係る事務の
効率化を図るとともに、例規、法令の改正や判例情報等
により迅速かつ正確な例規改正及び例規更新を行い、市
民への迅速な情報提供を可能とするシステムを構築し提
供するものとする。
⑴　例規管理システム
⑵　例規立案・審査システム
⑶　法令検索システム
⑷　判例検索システム
⑸　法令制定改廃情報等の提供
⑹　サポート体制の構築
⑺　外部公開用例規データ等の提供
　その他詳細は、「奈良市例規・法令等管理システム仕様
書」によるものとする。

内 容

平成２６年８月１日から平成２９年７月３１日まで利 用 期 間

地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約契 約 方 法

奈良市例規・法令等管理システム利用契約名 称
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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６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６月９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６月９日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第428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６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６月10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６月１０日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４２９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６月１１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年６月11日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４30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６月１１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

１　廃止年月日　平成２６年５月３１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

就労継続支
援Ａ型

奈良県奈良市大宮町三丁
目５-３９ 第３やまと建設
ビル３０１号

630-8115テクノパークぷろぼ
のアルファ

奈良県奈良市大宮町三丁
目５-３９ 第３やまと建設
ビル２０１号

630-8115社会福祉法人ぷろぼ
の2910101159

同行援護
奈良県奈良市大宮町三丁
目５-３５ アクティブ宝泉
ビル５階

630-8115ぐっど・たいむ奈良県奈良市菅原町48番
地631-0842社会福祉法人寧楽ゆ

いの会2910100136

１　指定年月日　平成２６年６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

同行援護奈良県奈良市二名三丁目
952－1631-0072けいはんなヘルパー

ステーション
奈良県奈良市二名三丁目
952－1631-0072株式会社けいはんな

ヘルパーステーション2910101837

就労移行支
援（一般型）

奈良県奈良市都祁白石町
2307番地632-0221障害福祉サービス事

業所ＣＯＣＯＬＯ
奈良県奈良市都祁白石町
2307番地632-0221特定非営利活動法人

和合会2910102066

居宅介護奈良県奈良市高畑町
1005-3630-8301とまり木キッズはう

す奈良県奈良市高畑町1025630-8301
特定非営利活動法人
地域密着型相談セン
ターとまり木

2910102165

居 宅 介 護 
重度訪問介
護 
同 行 援 護

奈良県奈良市南京終町三
丁目393番地3 ハイツ古
都101号室

630-0841訪問介護てまり
奈良県奈良市南京終町三
丁目393番地3 ハイツ古
都101号室

630-0841株式会社てまり2910102264

（平成２６年６月11日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第431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２の規定により告示
します。
　平成26年６月11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
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平成26年４月１日
平成26年４月１日

居宅　訪問リハビリテーション
介護予防　訪問リハビリテーション

奈良県奈良市三碓二丁目1－6とみお診療所

奈良県奈良市西大寺赤田町一丁目7
－1社会医療法人　平和会

（平成２６年６月11日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第432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２の規定によ
り次のとおり告示します。
　平成26年６月11日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年６月12日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第435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６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６月12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６月１２日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第436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６月13日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項

廃止年月日廃止した施術の種類
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６月６日柔道整復
下永　和博

奈良県奈良市学園大和町二丁目84番
地

鍼灸整骨院ゆうとぴあ奈良本部
（下永　和博）

（平成26年６月11日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第４３３号
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項
の規定により北之庄町第二自治会から告示した事項の変更
の届出がありましたので、同条第１０項の規定により次のと
おり告示します。
　平成２６年６月１１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　変更があった事項及びその内容（一回目）

　変更の年月日　平成２５年５月２６日
２　変更があった事項及びその内容（二回目）

　変更の年月日　平成２６年５月２５日
３　変更があった事項及びその内容

　変更の年月日　平成２６年５月２５日
（平成２６年６月11日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４３４号
　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１
項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市
身体障害者福祉法施行細則（昭和６２年奈良市規則第２９号）
第３条の規定により告示します。
　平成２６年６月１２日

奈良市長　仲　川　元　庸　

変　　更　　後変　　更　　前変 更 事 項

嶋田　稔
奈良市北之庄町５３番地
の２　若草マンション
３１０号

杉本　博行
奈良市北之庄町５３番地
の２　若草マンション
１０６号

代 表 者 の 氏 名
及 び 住 所

変　　更　　後変　　更　　前変 更 事 項

本会は、地方自治法第
２６０条の２０第２号から第
５号までの規定により解
散する。
２　総会の議決に基づい
て解散する場合は、会員
総数の３分の２以上の承
認を得なければならな
い。

本会は、地方自治法第
２６０条第２項第１５号にお
いて準用する民法第６８条
第１項第３号及び第４号
並びに同条第２項第２号
の規定によるほか、総会
において会員総数の４分
の３以上の議決を経て解
散する。

解 散 の 事 由

変　　更　　後変　　更　　前変 更 事 項

吉澤　恵子
奈良市北之庄町５３番地
の２　若草マンション
３０５号

嶋田　稔
奈良市北之庄町５３番地
の２　若草マンション
３１０号

代 表 者 の 氏 名
及 び 住 所

指定年月日診療科目医療機関の所在地医療機関の名称医師の氏名

平成２６年
５月２８日

人工透析内科
（じん臓機能障害）

奈良市六条町１０２番地の１医療法人康仁会西の京病院
赤澤　愛 奈良市西大寺南町４番１１号

明光第６ビル２階
医療法人康仁会西の京病院
西大寺クリニック

概　　　　　要項 目
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以下省略
（平成２６年６月13日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第４３７号
　平成26年度固定資産税・都市計画税納税通知書を郵送し
ましたが、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、財務部税務室資
産税課で保管し、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６月13日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　この納税通知書の発送年月日 
　　平成26年４月11日
２　この公示送達により変更する納期限
　　変更前　第１期　平成26年４月30日 
　　変更後　第１期　平成26年６月30日
３　送達を受けるべき者
　　省略

（平成２６年６月13日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第438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６月13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６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６月13日掲示済）

　 　 訓 令 甲 　

奈良市訓令甲第５号
庁　中　一　般　

関　係　各　所　
　奈良市総合計画策定委員会設置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６月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市総合計画策定委員会設置規程の一部を改正す
る訓令

　奈良市総合計画策定委員会設置規程（昭和５６年奈良市訓
令甲第６号）の一部を次のように改正する。
　第３条第４項中「及び議会事務局長」を削る。
　　　附　則
　この訓令は、平成２６年６月２日から施行する。

（平成２６年６月２日掲示済）

　 　 公 営 企 業 　

奈良市企業局告示第18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６月２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50粍配水枝管改良工事、奈良市芝辻町三丁目地内
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６月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第19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６月２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（公４）（単１）白毫寺町地内（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６月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第20号

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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　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６月２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６月２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６月16日
２　公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域
奈良市中町、法華寺町、南紀寺町二丁目、神殿町、東
九条町、今市町、右京一丁目及び山陵町の各一部

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
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
　　奈良市朱雀三丁目13　平城浄化センター
　　奈良市佐保台三丁目902－7　佐保台浄化センター

（平成26年６月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第21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水
道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６月１１日
奈良市公営企業管理者　

池　田　　　修　

（平成26年６月１１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第22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６月11日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

（平成26年６月１１日掲示済）

　 　 選 挙 管 理 委 員 会 　

奈良市選挙管理委員会告示第１２号
　平成２６年６月２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６月２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 6,006人
　　６分の１の数 50,043人
　　３分の１の数 100,085人

（平成２６年６月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第13号
　平成26年７月６日執行予定の奈良市農業委員会委員一般
選挙における郵便等をもって発送する不在者投票の投票用
紙及び投票用封筒の交付期日を次のとおり定めます。
　平成26年６月２日

奈良市選挙管理委員会　　　
委員長　西久保　武　志　

１　交付期日　平成26年６月28日

指　定　日所　在　地代表者氏名名称

平成26年
６月９日

京都府相楽郡精華町
下狛車付７番地66古田　一文日本開発工業

奈良市神殿町453－3奈良市神殿町453－3明治幹線－251

奈良市東九条町677－2奈良市東九条町707－
18東九条幹線－157

奈良市今市町724－2奈良市今市町726－2帯解幹線－229

奈良市右京一丁目5－1奈良市右京一丁目5－1平城第１幹線－2

奈良市山陵町3571－11奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－4

奈良市山陵町3571－11奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－5

奈良市山陵町3571－11奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－6

奈良市山陵町3571－11奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－7

奈良市山陵町3571－11奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－8

奈良市山陵町3571－11奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－9

奈良市山陵町3571－11奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－10

奈良市山陵町3571－11奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－11

奈良市山陵町3571－11奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－12

奈良市山陵町357５－1奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－13

奈良市山陵町357５－1奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－14

奈良市山陵町3571－11奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－15

奈良市山陵町3571－11奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－16

奈良市山陵町3571－11奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－17

奈良市山陵町3571－11奈良市山陵町3571－11佐保台汚水幹線－18

終　　　点起　　　点管　渠　番　号

奈良市中町454－23奈良市中町455－2熊取幹線－52

奈良市法華寺町328－2奈良市法華寺町329－1都跡幹線－342
奈良市南紀寺町二丁目
275－1

奈良市南紀寺町二丁目
275－2北永井幹線－348

指　定　日所　在　地代表者氏名名称

平成26年
６月９日

京都府相楽郡精華町大字祝
園小字下久保田５番地１

代表取締役
古田　一文

日本開発興業
株式会社　　
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（平成２６年６月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第１４号 
　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項
（同法第３０条の１２において準用する場合を含む。）の規定に
より、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間に
おける本市の選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本
の閲覧の状況を次のとおり公表します。
　平成２６年６月２日

奈良市選挙管理委員会　　　
委員長　西久保　武　志　

１　選挙人名簿の抄本の閲覧
閲 覧 に 係 る
選 挙 人 の 範 囲利用目的の概要申出者の氏名等閲覧の

年月日
法 華 寺 町１５７８番
地、藤原町３６４番
地及び西大寺宝ケ
丘７番３の選挙人
全件

後援会名簿の作成佐藤　正久平成２５年
４月１０日

４月３０日

多門町の選挙人１８
人及び法蓮町の選
挙人６８人

総務省統計局が実施
する「家計消費状況
調査」の対象者抽出

東京都荒川区西日暮里
２丁目４０番１０号
株式会社　サーベイリ
サーチセンター
代表取締役
藤澤　士朗
東京都東久留米市本町
１丁目４番１号
株式会社　インテージ
リサーチ
代表取締役
井上　孝志

平成２５年
５月１日

富雄北三丁目の選
挙人４３人

総務省統計局が実施
する「家計消費状況
調査」の対象者抽出

東京都荒川区西日暮里
２丁目４０番１０号
株式会社　サーベイリ
サーチセンター
代表取締役
藤澤　士朗
東京都東久留米市本町
１丁目４番１号
株式会社　インテージ
リサーチ
代表取締役
井上　孝志

平成２５年
５月２０日

第４投票区の選挙
人６人、第１０投票
区の選挙人６人、
第６１投票区の選挙
人１２人、第８０投票
区の選挙人６人及
び第８１投票区の選
挙人６人

政治や選挙に関する
世論調査の調査対象
者の抽出

奈良市三条大路１－９
－１７
朝日新聞奈良総局
寺西　淳

平成２５年
５月２１日

５月２３日

５月２７日

第２５投票区の選挙
人５１人

全国の有権者を対象
に実施する政治に関
する世論調査の調査
対象者抽出

東京都中央区銀座６－
１７－１
読売新聞東京本社
編集局　世論調査部長
原田　哲哉

平成２５年
５月２８日

第６７投票区の選挙
人１２人

「参院選後の政治意
識・２０１３」調査対象
者の名簿作成

東京都渋谷区恵比寿１
－１９－１５
一般社団法人　新情報
センター
事務局長　平谷　伸次

平成２５年
８月６日

東京都東久留米市本町
１丁目４番１号
株式会社　インテージ
リサーチ
代表取締役
井上　孝志

帝塚山一丁目から
帝塚山六丁目まで
の選挙人各１８人

「時事世論調査」の
対象者抽出

東京都中央区銀座６－
１６－１２
一般社団法人　中央調
査社
会長　西澤　豊

平成２５年
８月２８日

第３投票区、第１６
投票区、第２３投票
区、第２８投票区、
第６６投票区及び第
７３投票区の選挙人
各１２人

日本世論調査会の政
治・選挙に関する面
接世論調査の対象者
抽出 

東京都港区東新橋１－
７－１
一般社団法人　共同通
信社
社長　福山　正喜

平成２５年
９月２０日

第６０投票区及び第
８２投票区の選挙人
各６人

政治や選挙に関する
世論調査の調査対象
者の抽出

奈良市三条大路１－９
－１７
朝日新聞奈良総局　
寺西　淳

平成２５年
１０月１日

奈良阪町及び青山
一丁目から青山八
丁目までの選挙人
全件

後援会名簿の作成、
市政に対する要望の
聞き取り

北村　拓哉平成２５年
１０月２１日
及び２２日

川上町及び二名四
丁目の選挙人各４３
人

総務省統計局が実施
する「家計消費状況
調査」の対象者抽出

東京都荒川区西日暮里
２丁目４０番１０号
株式会社　サーベイリ
サーチセンター
代表取締役
藤澤　士朗
東京都東久留米市本町
１丁目４番１号
株式会社　インテージ
リサーチ
代表取締役
井上　孝志

平成２５年
１１月１日

第７３投票区の選挙
人５１人

全国の有権者を対象
に実施する世論調査
の調査対象者抽出

東京都中央区銀座６－
１７－１
読売新聞東京本社
編集局　世論調査部長
西岡　努

平成２５年
１１月１５日

第１投票区、第３８
投票区及び第９４投
票区の選挙人２２５
人

政治・選挙に関する
ANN世論調査の対
象者抽出

東京都港区六本木六丁
目９－１
株式会社　テレビ朝日
代表取締役社長
早河　洋

平成２６年
１月２８日

高畑町及び学園南
二丁目の選挙人各
４３人

総務省統計局が実施
する「家計消費状況
調査」の対象者抽出

東京都荒川区西日暮里
２丁目４０番１０号
株式会社　サーベイリ
サーチセンター
代表取締役
藤澤　士朗
東京都東久留米市本町
１丁目４番１号
株式会社　インテージ
リサーチ
代表取締役
井上　孝志

平成２６年
２月５日

五条畑一丁目、五
条西一丁目、六条
二丁目、六条三丁
目、六条西一丁目
及び六条西三丁目
の選挙人各１８人

「時事世論調査」の
対象者抽出

東京都中央区銀座６－
１６－１２
一般社団法人　中央調
査社
会長　西澤　豊

平成２６年
３月２８日

鶴舞東町、鶴舞西
町、南京終町一丁
目から南京終町七
丁目まで、南京終
町及び桂木町の選
挙人全件

後援者名簿の作成井上　昌弘平成２５年
４ 月 １５
日、２２日
及び３０日
平成２５年
５ 月 ８
日、１５日
及び１６日

第１０投票区の選挙
人１８人

「第２３回参議院議員
通常選挙に関する意
識調査」調査対象者
の名簿作成

東京都渋谷区恵比寿１
－１９－１５
一般社団法人　新情報
センター
事務局長　平谷　伸次

平成２５年
８月９日

富雄川西一丁目及
び富雄川西二丁目
の選挙人４３人

総務省統計局が実施
する「家計消費状況
調査」の対象者抽出

東京都荒川区西日暮里
２丁目４０番１０号
株式会社　サーベイリ
サーチセンター
代表取締役
藤澤　士朗

平成２５年
８月２１日 市内全域の選挙人

６３８人
選挙運動葉書送付等猪奥　美里平成２５年

９月１２日
平成２５年
９月２７日
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氏　名　　　　　　　　住　　　　　　所選挙区

金山　章司奈良県奈良市矢田原町乙１９０番地1

竹西　清奈良県奈良市此瀬町４４４番地

荻木　茂雄奈良県奈良市水間町２１７０番地

東　雅史奈良県奈良市丹生町７０６番地

谷口　雅則奈良県奈良市丹生町１０８６番地

中田　健史奈良県奈良市邑地町１４９３番地

（平成２６年６月５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第16号
　平成２６年６月５日執行の大和高原北部土地改良区総代選
挙において当選した次の者に本日当選証書を付与しまし
た。
　平成26年６月５日

奈良市選挙管理委員会　　　
委員長　西久保　武　志　

２　在外選挙人名簿の抄本の閲覧
　　該当なし

（平成２６年６月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第１５号
　平成２６年６月５日執行の大和高原北部土地改良区総代選
挙において次の者が当選しました。
　平成26年６月５日

奈良市選挙管理委員会　　　
委員長　西久保　武　志　

平成２５年
１０月１１
日、１６日
及び２５日
平成２５年
１１月２２日
平成２６年
３月１４日

前　二三一奈良県奈良市邑地町４５０番地の１

上岡　賢治奈良県奈良市水間町２１６６番地の３

松田　充生奈良県奈良市月ヶ瀬尾山２２４番地2

井岡　克哉奈良県奈良市月ヶ瀬月瀬４９６番地の２

浦久保　巧奈良県奈良市月ヶ瀬嵩２８０番地

西浦　博文奈良県奈良市月ヶ瀬桃香野４８９７番地

山下　登奈良県奈良市月ヶ瀬石打７０７番地

西中　健奈良県奈良市月ヶ瀬長引１８４番地の４

中岡　卓生奈良県奈良市都祁相河町１１２番地3

中川　清隆奈良県奈良市都祁南之庄１１１２番地

的場　正隆奈良県奈良市都祁吐山町１９３番地

奥谷　孝文奈良県奈良市下深川町６８６番地

奥谷　文人奈良県奈良市針町２１９４番地の２

中西　淳一奈良県奈良市上深川町５５６番地

三田多太信奈良県奈良市藺生町２５２番地の２

久保　勝義奈良県奈良市都祁白石町８４６番地

猪井　康明奈良県奈良市小倉町３７９番地

東　文夫奈良県奈良市荻町１２９１番地の２

奥村　泰夫奈良県奈良市都祁小山戸町１６２９番地の１

日賀井博之奈良県奈良市都祁友田町５６４番地

岸本　博文奈良県奈良市針町１４４５番地

北出　雅勇奈良県奈良市針ヶ別所町１２５１番地　１２５３番地

永尾　豊和奈良県山辺郡山添村大字西波多３８１５番地

冨田　稔奈良県山辺郡山添村大字伏拝８４６番地

福西　英文奈良県山辺郡山添村大字箕輪６３３番地

今谷　直仁奈良県山辺郡山添村大字堂前１７５番地

南谷　和孝奈良県山辺郡山添村大字大塩６１２番地

山本　孝奈良県山辺郡山添村大字岩屋１７０１番地

奥本　博一奈良県山辺郡山添村大字毛原４２５番地

久保　正義奈良県宇陀市室生下笠間７２４番地5

松村　正治奈良県宇陀市室生上笠間３３８番地・３３９番地合併の２

北森　吉也奈良県宇陀市室生小原２５８番地

前川　新典奈良県宇陀市室生小原２４３番地

中谷　清貴奈良県天理市山田町２２６６番地6

大石　茂奈良県天理市山田町２６１８番地

嘉流　喜隆奈良県山辺郡山添村大字春日７１２番地

大村　幸弘奈良県山辺郡山添村大字吉田５３５番地

東　寛明奈良県山辺郡山添村大字遅瀬１０８２番地

髙森　茂朗奈良県山辺郡山添村大字三ヶ谷５３３番地

藤田　富丸奈良県山辺郡山添村大字菅生１８６７番地

永尾　豊和奈良県山辺郡山添村大字西波多３８１５番地

冨田　稔奈良県山辺郡山添村大字伏拝８４６番地

福西　英文奈良県山辺郡山添村大字箕輪６３３番地

今谷　直仁奈良県山辺郡山添村大字堂前１７５番地

南谷　和孝奈良県山辺郡山添村大字大塩６１２番地

山本　孝奈良県山辺郡山添村大字岩屋１７０１番地

奥本　博一奈良県山辺郡山添村大字毛原４２５番地

中谷　清貴奈良県天理市山田町２２６６番地6

大石　茂奈良県天理市山田町２６１８番地

氏　名　　　　　　　　住　　　　　　所選挙区

下垣内　博奈良県山辺郡山添村大字勝原１１９２番地4

福田　義彦奈良県山辺郡山添村大字北野１２５４番地の１

（平成２６年６月５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市選挙管理委員会告示第１７号
　平成２６年６月５日執行の大和高原北部土地改良区総代選
挙において当選した次の者に本日当選証書を付与しまし
た。
　平成26年６月６日

奈良市選挙管理委員会　　　
委員長　西久保　武　志　

村田　稔奈良県奈良市都祁白石町２３８５番地

中山　廣一奈良県奈良市都祁吐山町３２６４番地

下垣内　博奈良県山辺郡山添村大字勝原１１９２番地4

福田　義彦奈良県山辺郡山添村大字北野１２５４番地の１

嘉流　喜隆奈良県山辺郡山添村大字春日７１２番地

大村　幸弘奈良県山辺郡山添村大字吉田５３５番地

東　寛明奈良県山辺郡山添村大字遅瀬１０８２番地

髙森　茂朗奈良県山辺郡山添村大字三ヶ谷５３３番地

藤田　富丸奈良県山辺郡山添村大字菅生１８６７番地

氏　名　　　　　　　　住　　　　　　所選挙区

金山　章司奈良県奈良市矢田原町乙１９０番地1

竹西　清奈良県奈良市此瀬町４４４番地

荻木　茂雄奈良県奈良市水間町２１７０番地

東　雅史奈良県奈良市丹生町７０６番地



第306号
平成２７年１月６日 　

（火 曜 日） 奈 良 市 公 報

― 14 ―

　 　 災 害 対 策 本 部 　

奈良市災害対策本部告示第１号
　奈良市災害対策本部規程の一部を改正する告示を次のよ
うに定める。
　平成２６年６月６日

奈良市災害対策本部長　
仲　川　元　庸　

　　　奈良市災害対策本部規程の一部を改正する告示
　奈良市災害対策本部規程（平成２２年奈良市災害対策本部
告示第２号）の一部を次のように改める。
　第４条第４項中「統括官、法令遵守監察監」を「法令遵
守監察監」に改める。
　別表第２本部事務局の項中
「副部長　総合政策部理事」を
「副部長　財務部長
　副部長　総合政策部理事」

に、

「部長付　秘書室長」を
「部長付　財務部参事

　　　　　　　　　　　　部長付　秘書室長　」 
に、

「部長付　上辻市民生活部参事」を
「部長付　染谷総合政策部参事（兼）総務部参事
　部長付　谷総合政策部参事（兼）市民生活部参事」

に、

「危機管理課
　防犯・交通安全課」

を「危機管理課」に、

「総合政策課
　交通政策課」

を「総合政策課」に、

「人事課」を
「人事課

　　　　　　　奈良ブランド推進課」
に、

「ガバナンス推進課
　広報広聴課　　　」

を「広報広聴課」に、

「行政経営課」を
「行政経営課

　　　　　　　　　ＦＭ推進課」
に改め、

同表基盤対策部の項中
「副部長　都市整備部長

　部長付　建設部次長　　
を

　部長付　道路室長　　」
「副部長　都市整備部長

北森　吉也奈良県宇陀市室生小原２５８番地

前川　新典奈良県宇陀市室生小原２４３番地

中山　廣一奈良県奈良市都祁吐山町３２６４番地

久保　正義奈良県宇陀市室生下笠間７２４番地5

松村　正治奈良県宇陀市室生上笠間３３８番地・３３９番地合併の２

谷口　雅則奈良県奈良市丹生町１０８６番地

中田　健史奈良県奈良市邑地町１４９３番地

前　二三一奈良県奈良市邑地町４５０番地の１

上岡　賢治奈良県奈良市水間町２１６６番地の３

松田　充生奈良県奈良市月ヶ瀬尾山２２４番地2

井岡　克哉奈良県奈良市月ヶ瀬月瀬４９６番地の２

浦久保　巧奈良県奈良市月ヶ瀬嵩２８０番地

西浦　博文奈良県奈良市月ヶ瀬桃香野４８９７番地

山下　登奈良県奈良市月ヶ瀬石打７０７番地

西中　健奈良県奈良市月ヶ瀬長引１８４番地の４

中岡　卓生奈良県奈良市都祁相河町１１２番地3

中川　清隆奈良県奈良市都祁南之庄１１１２番地

的場　正隆奈良県奈良市都祁吐山町１９３番地

奥谷　孝文奈良県奈良市下深川町６８６番地

奥谷　文人奈良県奈良市針町２１９４番地の２

中西　淳一奈良県奈良市上深川町５５６番地

三田多太信奈良県奈良市藺生町２５２番地の２

久保　勝義奈良県奈良市都祁白石町８４６番地

猪井　康明奈良県奈良市小倉町３７９番地

（平成２６年６月６日掲示済）

　 　 農 業 委 員 会 　

奈良市農業委員会告示第９号
　奈良市農業委員会平成26年６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６月６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６月１３日（金）　午前９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　相続税の納税猶予に関する適格者証明について
棺　生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する
証明について

款　農地法第３条の３第１項の規定による届出につ
いて（５月専決処理分）

歓　農地法第18条第６項の規定による通知の受理に
ついて（５月専決処理分）

汗　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

漢　許可・受理の取消しについて
澗　知事許可について（５月許可分）

（平成26年６月６日掲示済）

東　文夫奈良県奈良市荻町１２９１番地の２

奥村　泰夫奈良県奈良市都祁小山戸町１６２９番地の１

日賀井博之奈良県奈良市都祁友田町５６４番地

岸本　博文奈良県奈良市針町１４４５番地

北出　雅勇奈良県奈良市針ヶ別所町１２５１番地　１２５３番地

村田　稔奈良県奈良市都祁白石町２３８５番地
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　副部長　下水道部長　　
に、

　部長付　建設部次長　」
「部長付　下水道室長
　部長付　都市計画室長」

を

「部長付　建設部参事
　部長付　都市計画室長」

に、

「部長付　まちづくり指導室長」を
「部長付　まちづくり指導室長
　部長付　岡本市民生活部参事」

に、

「農業委員会事務局」を
「農業委員会事務局

　　　　　　　　　　　　交通政策課　　　」
に改め、

同表保健救護部の項中「部長付　市民生活部次長」を
「部長付　市民生活部次長
　部長付　市民生活部参事」

に、

「部長付　保健所次長
　部長付　保健部参事」

を「部長付　保健所次長」に、

「班長　病院事業課長」を「班長　医療政策課長」に、
「病院事業課」を「医療政策課」に、「生活環境課」を
「生活環境課
　新斎苑建設推進課」

に改め、同表支援対策部の項中

「部長付　市民活動部次長
　部長付　保健福祉部次長　を
　部長付　保健福祉部参事」
「部長付　保健医療室長
　部長付　保健福祉部参事」

に、

「スポーツ振興課
　中央図書館
　西部図書館　　　

を「スポーツ振興課」に、

　北部図書館　　」
　　　　　　　　「観光振興課
「観光振興課」を　奈良町にぎわい課　に改め、
　　　　　　　　　リニア推進課　　」

同表被災調査部の項中
「部長　総務部長

　　　　　　　　　　　　副部長　総務部理事」
を

「部長　総務部長」に、
「滞納整理課　　「滞納整理課
　債権整理課」

を
　総務課　　」

に改め、

同表環境対策部の項中「副部長　環境事業室長」を
「副部長　環境部理事
　　　　　　　　　　　　に改め、同表消防対策部の項中
　部長付　環境事業室長」
「副部長　災害対策室長
　副部長　情報救急室長」

を

「副部長　消防危機統制監」に、

「部長付　参事」を
「部長付　災害対策室長

　　　　　　　　　　部長付　情報救急室長」
に、

「班長　消防危機統制監
　　副班長　総務課長　」

を

「班長　総務課長
　　副班長　消防課長」

に改め、同表水道対策部の項中

「部長　水道事業管理者
　　副部長　業務部長　　を
　　副部長　技術部長　」
「部長　公営企業管理者
　　副部長　経営部長
　　副部長　上水道部長　

に、

　　副部長　下水道部長」
「部長付　業務部次長　　「部長付　経営部次長
　部長付　技術部次長　　　部長付　上水道部次長

　に、
　部長付　業務部参事　

を
　部長付　上水道部参事

　部長付　技術部参事」　　部長付　下水道部参事」
「経営管理課
　上下水道統合推進課」

を「経営管理課」に、

「東部管理課」を「東部上下水道管理課」に改め、同表避
難所支援部の項中
「副部長　議会事務局長
　副部長　会計管理者　」

を

「副部長　教育委員会事務局理事
　副部長　会計契約部長（兼）会計管理者　に、
　副部長　議会事務局長　　　　　　　　」
「部長付　教育総務部次長」を
「部長付　教育総務部次長
　部長付　会計契約部次長」

に、

「部長付　議会事務局次長
　部長付　人権文化推進室長　を
　部長付　契約室長　　　　」
「部長付　議会事務局次長」に、

「会計課」を
「会計課

　　　　　　　指導監察課」
に、

「（小・中学校以外担当）
　副班長　文書法制課長」

を

「（小・中学校以外担当）
　副班長　法務ガバナンス課長」

に、

「各人権文化センター
　文書法制課　　　　」

を

「各人権文化センター
　法務ガバナンス課　　に改める。
　図書館政策課　　　」
　　　附　則
　この告示は、平成２６年６月６日から施行し、この告示に
よる改正後の奈良市災害対策本部規程の規定は、同年４月
１日から適用する。

（平成２６年６月６日掲示済）
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奈 良 市 民 憲 章

　奈良は日本のふるさと。美しい自然とすぐれた文化遺

産を守り、古都に住むものにふさわしい自覚と誇りに生

きましょう。

　奈良は未来をひらくまち。青少年は健康で、はつらつ

と、正しく強い人間になりましょう。

　奈良は善意のまち。みんなのしあわせのために、おた

がいに助けあいましょう。

　奈良は清潔で平和なまち。旅行者にはあたたかく親切

に接しましょう。

　奈良はのびゆくまち。市民の創意で、伝統と調和のと

れた新しい住みよいまちづくりをしましょう。
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