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　正倉院には、遣唐使らによってもたらされた渡来品とともに、
それらを元に作り出した、数々の工芸品が納められています。
その精巧な細工を施した調度品などは、すでに天平の工匠
たちが優れた技術をもっていたことを教えてくれます。
　天平文化とともに花開いたこの工芸技法は、後の南都の
工人たちにも引き継がれました。中世になっての、寺社とむ
すびついた工匠や細工師などの諸座の隆盛は、それを物語っ
ています。

中小企業資金融資制度一覧表

【融資の申込み先】·取扱金融機関の各本・支店

　中・近世に及んでは、ならまちで育まれた生活文化とのかか
わりとともに、さらに実を結んでゆきます。赤膚焼、奈良漆器、
奈良人形（一刀彫）、墨、奈良筆、奈良団扇、古楽面、奈良晒、鹿
角細工、蚊帳、奈良瓦など人々の生活の中で育まれ発展した
奈良の伝統産業と伝統工芸の品々は、伝統の技と心を今に伝
える心のふるさと「なら」にふさわしい香り高いものです。
　市では、こうした先人が残してくれた技術・技法を保存育成
するとともに市民はもとより次代を担う子どもたちにも親し
んでもらえるよう諸施策を展開しています。

伝統産業と伝統工芸

中小企業への融資制度
平成30年9月1日現在

融資の種類 融資
限度額

利率
（上限） 融資期間 償還

方法
連帯

保証人
信用保証
及び担保 資格要件 取扱金融機関

事業設備
資金 1,500万円

年
1.75％
以下

５年以内
（うち据置６月以内）

月賦
その他
分割

【個人の場合】
原則として不要
【法人の場合】
奈良県信用保
証協会の定め
るところによる

【信用保証】
奈良県信用保証
協会の保証を要
します。
（保証料のうち
70％は、市が負
担します。）
【担保】
必要に応じ、奈
良県信用保証協
会が徴収

（1）··次に掲げる区分に応じ、それ
ぞれ定める奈良県信用保証
協会の保証制度による信用
保証を受けることができる
者であること。

　·●·····事業設備資金、事業運転資
金又は短期事業資金普通
保証制度

　·●·····無担保無保証人小口事業
資金無担保無保証人特別
小口保証制度

　·●·····小規模企業小口事業資金
小口零細企業保証制度

　·●·····創業支援資金創業関連保証
制度

（2）··次のいずれかに該当すること。
　·●·····市内に居住（法人にあって

は、主たる事業所が所在）し
ていること。

　·●·····市内に事業所を有している
こと。

　·●·····市内で事業を行う具体的計
画を有していること。

（3）··市税を完納していること。（無
担保無保証人小口事業資金
にあっては、原則として市民
税の所得割又は法人税割を
含む。その他の資金にあって
は、非課税も可）

南都銀行
りそな銀行
近畿大阪銀行
奈良信用金庫
大和信用金庫
奈良中央信用
金庫
中京銀行
第三銀行
京都銀行
京都中央信用
金庫

事業運転
資金 1,000万円 ４年以内

（うち据置６月以内）

短期事業
資金 500万円 １年以内

（うち据置６月以内）

小規模企業
小口事業

資金
〇設備資金
〇運転資金

設備資金
1,250万円
運転資金
1,000万円

年
1.25％
以下

設備資金
５年以内
（うち据置６月以内）
運転資金
４年以内
（うち据置６月以内）

創業支援
資金

〇設備資金
〇運転資金

1,000万円

設備資金
５年以内
（うち据置６月以内）
運転資金
４年以内
（うち据置６月以内）

【信用保証】
奈良県信用保証
協会の保証を要
します。
（保証料のうち
70％は市が負担
します。）
【担保】
不要

無担保
無保証人
小口事業

資金
〇設備資金
〇運転資金

1,000万円

設備資金
４年以内
（うち据置６月以内）
運転資金
３年以内
（うち据置６月以内）

不要
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《奈良市の業務や制度のご案内は》



目的
　勤労者福祉サービスセンターは、奈良市内に所在する中
小企業の勤労者、事業主及び奈良市内に居住する中小企業
勤労者に対する総合的な福利事業を行うとともに、奈良市が
設置する奈良市勤労者総合福祉センターの管理を行い、中
小企業勤労者の福祉の向上、中小企業の振興と地域社会の
活性化を図ることを目的としています。

事業実施内容
（1）福利厚生事業

①   レクリエーション
会員相互及び登録家族、または職場のコミュニケー
ションづくりのために、日帰りバスツアー等、低料金で
参加できる事業を計画し、実施しています。

②   旅行
気軽に安く宿泊利用していただけるように、全国各地
の施設と割引利用協定を結んでいます。また、安価で
旅行を楽しんでいただくために旅行社と提携を行っ
ています。

③   レジャー施設利用補助
映画館、遊園地等のチケット斡旋をしています。

④   プロ野球観戦等
プロ野球観戦チケット、ゴルフショットカード等の斡旋
をしています。

⑤   ショッピング等各種割引優待
特約指定店、協定割引施設を利用される場合、会員
証の提示で割引優待の特典を受けることができます。

勤労者福祉事業 （2）給付事業
会員と登録家族の人で、お祝いごとやお見舞いごと等が
あった場合に給付金の支給を行っています。

（3）健康管理事業
人間ドック、健康診断：いきいきと楽しく暮らすためには、
何よりも健康が第一。会員の健康管理のため、医療機関
での人間ドック、健康診断の受診補助を行っています。
その他、温水プール、サウナ、スーパー銭湯利用の割引
を行っています。

（4）貸付斡旋事業
各種ローンの斡旋・補助
会員の皆様のちょっとした出費に備え、各種ローンの斡
旋をし、補助をしています。
●·取扱金融機関…近畿労働金庫奈良支店
●·貸付限度額…100万円

（5）文化・各種教室
会員の趣味・教養・技術等の向上を図るため、各種文化教
室の斡旋と受講料に対して補助金の支給を行っています。

（6）その他
うぇるびぃ奈良は、チケットぴあ·After·⑤·Clubの法人会
員に加入していますので、人気チケット等の先行予約がで
き、さまざまなチケットが入手しやすくなります。

会員の資格
　奈良市内の中小企業（従業員300人以下）に従事する勤労
者、その事業主または市民で中小企業に勤務する勤労者。

入会金・会費
　入会金は会員1人につき入会時に500円、会費は1人1か
月800円。

入会申込等
（一財）奈良市総合財団勤労者福祉サービスセンター
（うぇるびぃ奈良）
〒630-8106　奈良市佐保台西町115
☎0742-71-2434  ＦＡＸ0742-71-9155

受付時間　午前9時～午後5時
定休日　  月曜日（その日が祝日のときはその翌日）祝日の

翌日（その日が日曜日と祝日に当たるときを除く）、
年末年始（·12月26日～1月5日）

問い合わせ　info@wellby-nara.or.jp
ホームページ　http://www.wellby-nara.or.jp

 （一財）奈良市総合財団勤労者福祉サービスセンター
（愛称：うぇるびぃ奈良）　MAP H-1（24ページ）

し
ご
と

な ら 暮 ら し の 便利帳132



農林業

　奈良市では、都市近郊の立地条件を活かし、イチゴを始め
とする施設野菜、米、茶、しいたけなどの特産物の振興と併せ
て、農業の担い手の育成と生産基盤や施設の整備による地
域に適合した農業の確立と発展、さらには都市と農村の交流
による農業の活性化の推進に取り組んでいます。
　また、林業の活性化と共に、農業や林業の持つ水源かん養、
環境保全等の多面的な機能の発揮・向上にも努めています。

農業生産基盤及び近代化施設の整備
　圃場整備やため池改修等の農業生産基盤の整備および農
業近代化施設の整備を図ります。

農業生産体質の強化
　安定的な農業経営者の育成および米の需給調整に伴う土
地利用の高度化と、集積利用による生産性の向上を図ります。

農業生産の振興
　都市近郊農業としての生産性の確立と収益性の向上を図
ります。

農村地域の活性化
　生産基盤と生活環境の一体的な整備を促進し、農林産物の
直売、農林業体験等を通じて農村地域の活性化を図ります。

林業の振興
　林業生産基盤の整備および健全な森林の育成を図ると共
に森林の公益的機能の向上に努めます。

民有林の造林・間伐等奨励
　森林は木材や林産物の供給のほかに水源林、防災林等、私
たちの豊かな環境づくりに役立っています。
　奈良市では、これらの森林をより豊かな緑の山にするため
民有林の植栽や間伐を奨励しています。なお、造林地を持っ
ているが、自分で造林や保育管理をすることのできない人に
は森林組合が受託する制度もありますのでご利用ください。

 農政課 ☎0742-34-5142
農林業振興

　農地を売買したり転用等をする場合は、農業委員会で所定
の手続きを行ってください。

農地の売買等
　農地を売買あるいは貸し借りする等、耕作目的で農地の権
利移動をする場合には、農地法第3条の規定によって農業委
員会の許可を受けなければなりません。

農地の転用
　市街化調整区域及び都市計画区域外の農地を転用して
農地以外のもの（駐車場等）にする場合には、農地法第4条
又は第5条の規定によって県知事の許可を受けなければな
りません。
農地法第4条＝農地の所有者自らが転用を行う場合。
農地法第5条＝··売買あるいは貸し借りする等、農地の権利移

動が伴う転用の場合。
　なお、市街化区域内の農地の転用については、あらかじめ
農業委員会に届出を行えば、許可を受けなくてもよいことに
なっています。

 農業委員会事務局 ☎0742-34-4776
農地売買、転用手続き

し
ご
と

133市役所コールセンター ☎0742-36-4
し

8
や

9
く

4
しょ

《奈良市の業務や制度のご案内は》



m e m o

　農業者年金制度は、平成14年1月1日から積立方式が採用
され、加入者数などに影響されにくい長期的に安定した制度
です。また、食料・農業・農村基本法の理念に即した農業の担
い手の確保が目的に掲げられ、意欲ある担い手に対して政策
支援として国から最高5割の保険料が助成されます。農業者
の皆様が、より安定した老後生活を迎えるためにも、ぜひ新
制度に加入されるよう、お勧めします。

加入要件
農業に年間60日以上従事する60歳未満で、国民年金第1
号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても加入
できます。

保険料の助成
認定農業者や青色申告をしている人等は、20年要件を満
たせば、35歳未満は要件を満たしている全ての期間、35
歳以上は10年を限度として助成が受けられます。

保険料
通常保険料
●·政策支援を受けない人が納付する保険料です。
●···月額2万円から6万7千円まで千円単位で加入者が設定
できます。

特例保険料
●···認定農業者等政策支援（保険料の助成）を受ける人が納
付する保険料です。

●···月額2万円から助成額を引いた金額が納付する保険料
となります。

年金受給額
通常保険料を納めた人は、基本は65歳から受給できます。
希望により60歳まで繰上受給できます。受給額は、納付
保険料と運用益を基礎として生涯支給されます。特例保
険料（月額20,000円から助成額を除いた額）を納めた人
は、65歳以前に経営継承した場合は、65歳からの受給が
基本ですが、60歳まで繰上受給できます。65歳以降に経
営継承した場合は、その時から受給できます。
ただし、受給者が農業を再開した場合等には、支給停止と
なります。

 農業委員会事務局 ☎0742-34-4776
農業者年金
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