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市民企画事業の募集について
「市民との協働」によるまちづくりの推進をめざして、市民のみなさんの力を活かし
た、効率的で大きな効果をもたらすような優れた企画を市の事業として実施するため、
市民のみなさんの発想による企画を募集します。詳しくは、市のホームページに掲載し
ています。
１．募集内容
よりよい市民生活の実現、または市の発展に役立つような事業で、市の事業とし
て実施にふさわしいもの。
特に、これまでになかった発想のもの、多くの市民が参加できるもの、また、市
の活力が増し、市民全体の利益につながるようなものを募集します。
２．応募資格
市内に在住・在勤・在学、または市内に主たる事務所・事業所あるいは活動拠点
を有する個人若しくは法人その他の団体など、詳しくは募集要項を参照してくださ
い。
３．応募条件
プレゼンテーションに出席して、企画の内容が説明できること。
４．応募方法
指定の「市民企画事業」応募書類に必要事項をもれなく記入し、平成２１年７月
１０日（金）までに、市民活動推進課（市役所北棟６階）へ持参してください。
応募用紙は、市民活動推進課、出張所、行政センターにあります。また、市のホ
ームページ（http://www.city.nara.nara.jp）からもダウンロードできます。
５．審査方法
審査委員会において、書類による第１次審査と、プレゼンテーションによる第２
次審査により選考させていただきます。
６．その他
・ 奈良市市民企画事業実施要綱などをよくご理解のうえ、ご応募ください。
・ プレゼンテーションは９月下旬の予定です。日時等の詳細は、後日、選考され
た応募者にご連絡させていただきます。
・ 選考結果は、応募者全員に通知します。
・ 第１次審査を通過した市民企画の内容等については、第２次審査終了後に市の
ホームページなどで公開します。
・ 応募に要する諸経費は、応募者負担とします。

市民企画事業 18 年度採択事業の進捗状況
○奈良公園・春日原始林の巨樹に親しむ（事業終了）
提案者：巨樹に親しむ会 代表 秋山 統
担当課：観光経済部

農林課

予算額：H19 年度 100 万円（補助金）
H19 年度
・巨樹マップ作成ボランティア募集（しみんだより

4 月号掲載）

・60 名の応募者に全体説明会（4 月）
・活動希望により班分け
（a 春日原始林遊歩道部

ｂ公園平坦部 ｃマップ仕様班、写真選別班）

・5 月から 6 月まで奈良公園・春日山原始林の現地調査
・H20．3 月

巨樹マップ作成（Ａ4 版、15 ページ）

H20 年度
・巨樹マップを小中学校へ配置（4 月）
・巨樹観察会（6 月）を行う。

○「奈良小唄」と『奈良盆踊』の復活
提案者：奈良の唄保存会 代表 山下喜明
担当課：市民活動部

文化・スポーツ振興課

予算額：H19 年度 100 万円
H20 年度 120 万円
H21 年度 50 万円
H19 年度
・ＣＤ500 枚制作（奈良めぐり、奈良小唄、奈良行進曲、奈良はなつかし、奈良音
頭、奈良ばやし）
（10／30）
・なら 100 年会館で唄と踊りの披露（H20．3／15）
H20 年度
・リーダー講習会（7 月）、大宮小学校で盆踊り講習会（11／24）
H21 年度
＜これからの予定＞
・奈良小唄等のＣＤ1000 枚制作
・盆踊り講習会を 2 回開催

市民企画事業 19 年度採択事業の進捗状況
○奈良のむかし話を子どもたちに伝承する
提案者：奈良のむかし話を伝承する会 代表 河瀬紀江
担当課：学校教育部

学校教育課、保健福祉部

保育課

予算額：H20 年度 70 万円
H21 年度 56 万円
H20 年度
・紙芝居「良弁杉」
（9 月完成）、保・幼・小へ配布
・主として市内の保育園・幼稚園・小学校などで実演
H21 年度
＜これまでの取り組み＞
・紙芝居 2 作目「いうなの地蔵」（5 月完成）
、保・幼・小へ配布
＜これからの予定＞
・紙芝居 3 作目製作、保・幼・小へ配布・実演

○世界遺産東大寺転害門に隣接する町屋を活用した地域活性化計画
提案者：世界遺産東大寺転害門に隣接する町屋活用協議会 代表 田辺和夫
担当課：観光経済部

観光企画課

予算額：H20 年度 100 万円
H21 年度 10 万円
H20 年度
・提案団体と利用形態に係る協議（建物の耐震化などについて）
・基本構想の策定
H21 年度
＜これからの予定＞
・基本構想に基づき、提案団体と協議

○大和茶「手もみ」技術の伝承（事業終了）
提案者：奈良手もみ茶振興会
担当課：観光経済部
予算額：H20 年度

会長 大谷喜徳

農林課

120 万円

H20 年度
・ほいろ製作、なら 100 年会館で実演（6 月）
・全国手もみ茶品評会出品（7 月）
・市民ふれあい交流事業で実演（8 月、イトーヨーカドー）
・針テラスで実演（10 月）
・手もみ茶体験講習

○（仮称）佐保川今在家桜公園整備計画
提案者：佐保川今在家桜公園整備検討委員会 代表 池田将光
担当課：都市整備部

公園緑地課

予算額：H20 年度 50 万円
H21 年度 40 万円
H20 年度
・オリーブ基金から助成（約 28 万円）
・桜（ソメイヨシノ）成木 11 本植樹
H21 年度
＜これからの予定＞
・照明灯

5基

設置

○「蒼池湿原・自然型公園（ビオトープ）」への活用
提案者：蒼池を美しくする会（現 蒼池ビオトープ市民の会）会長
担当課：都市整備部

小山修三

公園緑地課

予算額：H20 年度 100 万円（H21 年度へ繰越）
H21 年度

100 万円

H20 年度
・提案団体と地元自治会が意見交換会を行ったが、進展せず。
H21 年度
＜これからの予定＞
・提案団体と地元自治会との協議が難航している。
引き続き理解を得るため協議

○鹿が取り持つご縁「奈良と鹿嶋の交流と活性化を図る」
提案者：NPO 法人奈良元気もんプロジェクト推進会議 奈良 2010 年塾 鹿嶋部会
部会長 河村共之
担当課：観光経済部

観光交流課

予算額：H20 年度 165 万 5 千円
H21 年度 170 万円
H20 年度
・鹿嶋市から平城遷都祭（5 月）
、鹿の角きり（10 月）に来寧
・庁舎 1 階で交流パネル展
・天平行列、観光ブース出店などで鹿嶋まつりに参加（10／25，26）
H21 年度
＜これからの予定＞
・天平行列、鹿のポスター展、せんべいとばしなどで鹿嶋まつりに参加（10 月）
・鹿嶋歴史ウォーキングと「奈良の桜並木」植樹に参加（11 月）
・鹿嶋市から遷都祭、角きりに来寧

市民企画事業 20 年度採択事業の進捗状況
○鳥見ビオパークつくり
提案者：鳥見ビオパークつくり隊 代表 市原康二
担当課：都市整備部
予算額：H21 年度

公園緑地課

150 万円

H20 年度
・提案者との協議
・池の樋の改修
H21 年度
＜これからの予定＞
・エコ小屋の製作
・樹木の間伐、スロープの整備

○ライブカメラによる世界遺産「奈良」の四季パノラマ動画配信
提案者：情報化支援ネットワーク 代表 森本勝美
担当課：観光経済部
予算額：H21 年度

観光交流課

100 万円

H21 年度
＜これからの予定＞
・提案者と協議しながら、事業化に向けて検討

○生きつづける木簡
提案者：もっかん市民グループ（現 平成木簡の会）代表 金田充史
担当課：企画部 企画政策課
予算額：H21 年度 150 万円（補助金）
H21 年度
＜これからの予定＞
・提案者と協議しながら、事業を進める

○山辺の道・北道の活性化事業
提案者：山辺の道・北道を考える会（現 山の辺の道「奈良道」を考える会）
代表

金澤

担当課：観光経済部
予算額：H21 年度

運
観光企画課

20 万円

H21 年度
＜これまでの取組内容＞
・山辺の道・北道のコースを決定（4／29）
＜これからの予定＞
・提案者と協議しながら、事業を進める

