平成２１年度予算の重点施策の決算状況
平成21年度は、市民のみなさんが求める生活の姿や奈良市の望ましい都市の姿を、さらに具体化するための「市政
運営４つの柱」に掲げる施策に積極的に取り組みました。
その中で、重点的に取り組んだ主な事業の２１年度の決算状況について、取りまとめました。

１ 市民の生活像づくり
（単位：万円）

（１）安全安心に暮らせる近隣コミュニティづくり
自主防災・防犯組織活動の助成

自治連合会の防災・防犯活動の活性化を図りました。

安全安心まちづくり条例・安全安心ま
ちづくり基本計画の推進

予算額

決算額

2,055

1,965

安全安心まちづくり基本計画に定められた施策の実施により、
安全安心で快適なまちづくりの推進啓発に努めました。

151

119

「放課後子ども教室」の推進
（１０校区→１７校区）

小学生を対象に地域の参画を得て１７校区で実施し、勉強・ス
ポーツ・地域との交流活動に取り組み、安全で健やかな活動場
所の確保に努めました。

2,749

1,915

既存木造住宅等耐震化支援

木造住宅等の所有者に対して、耐震診断と耐震改修の助成を
行いました。地震ハザードマップを全戸配布しました。

1,077

723

（２）生きがいを持ち、健康で長生きできるまちづくり
シニア世代の生きがい教室開催補助

高齢者を対象に、初心者のための写真講座・俳句講座・手芸講
座を開催しました。

70

70

めざせ地域デビュー講座開催

定年後のサラリーマンなど、シニア世代の人たちが地域との関
わりを深め、地域で活躍できるよう地域デビュー講座を4回開催
しました。

60

31

120

35

「高齢者・元気いきいきふれあい交流会」
（仮）高齢者・元気・いきいき・ふれあい 平成22年1月22日 東老春の家 落語
交流集会の開催
平成22年1月29日 西老春の家 踊り
（人権文化センター合同事業）
高齢者のスポーツ施設の利用料軽減

６５歳以上の市民が個人で市営プールを使用する場合、使用料
を免除しました。

460

1,822

公園施設の高齢者向け遊具の設置

高齢者の公園利用の促進及び健康増進のため、平城第４号近
隣公園に高齢者対象の遊具を２基設置しました。

200

105

市民の生きがいづくりを支援し、社会参加、社会活動が活発に
行えるような環境を整えるべく「文化」、「体育・スポーツ」「ボラン
ティア」、「生涯学習」活動などに関する情報を一元化し、イン
生きがい情報総合ネットワークの整備 ターネットを通してその情報を市民の方々に発信するシステム
である「生きがい情報総合ネットワーク（仮称 ならいきがいネッ
ト）」を構築するために、平成21年度は、市内の各団体に対し
て、情報発信の現状についてアンケート調査を行いました。

250

14

（３）子育てを応援する社会づくり
次世代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ社会の
次世代育成支援行動計画（後期）策定 形成のため、次世代育成支援行動計画の後期５か年計画を策
定しました。

300

少子化要因実態調査の実施

１８歳以上４０歳未満の市民３,０００人を対象に、奈良市特有の
少子化の要因と実態を調査しました。

180

民間放課後児童クラブ運営補助

放課後の児童の受け皿を拡大するため、民間事業者の放課後
児童クラブの運営を補助しました。

227

165

東登美ヶ丘バンビ-ホーム新築

児童数の増加に対応するため、東登美ヶ丘バンビ-ホームを新
築しました。

6,200

5,889

（仮）認定こども園都祁保育園建設

都祁地域の保育ニーズに対応するため、保育所型の認定こども
園を建設しました。

62,000

53,831

妊婦一般健康診査経費助成
（５回→１４回）

妊婦の健康管理の充実を図り、妊娠・出産にかかる経済的負担
を軽減しました。

19,800

18,225

児童虐待防止対策の相談員配置

児童虐待防止対策の強化のため、家庭相談員３人を増員し、子
育て課内に配置しました。

608

573

（仮）平城京ハートデー・手のひらコン
サートの開催

「平城京ハートデー・手のひらコンサート」
平成21年9月12日 平城宮跡
遷都祭に先立ち、平城宮跡・朱雀門前で、ソプラノ歌手・渡辺千
賀子さんによる心温まるコンサートを行い、思いやりやつなが
り、人権の大切さを発信しました。
（人権文化センター合同事業）

（50）
103

103

ＤＶ防止及び被害者支援基本計画の
策定

「DV防止及び被害者支援基本計画委員会」を設置し、「DV防止
および被害者支援基本計画」の策定に係る審議を行いました。

27

19

395

（４）人権意識にあふれ、すべての人が心豊かに暮らせる社会づくり
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（５）確かな学力と規律あるたくましい子どもを育む教育のまちづくり
（仮）富雄第三小中学校校舎設計

富雄第三小学校の敷地内に中学校を新設し、小中一貫教育を
実施するために、平成23年度開校に向け平成21年度は設計業
務の委託を行いました。(平成２２年度へ2,000万円繰越）

4,500

新しい世界遺産学習の推進

小学校5年生を対象にした現地学習会や学習テキストの作成を
行いました。また「世界遺産学習全国サミット２０10inなら」を開
催し、講演会、配付用テキスト作成などを行いました。

859

校舎・屋内運動場の耐震診断と補強

小学校・中学校・高等学校の校舎・屋内運動場の耐震化を計画
的に推進しました。（平成22年度へ39,466万円繰越）

（78,670）
109,970

1,171

814

63,171

２ 市の都市像づくり

（１）文化観光集客都市づくり
ＪＲ奈良駅周辺の整備のため、設計・整備工事を行いました。
JR奈良駅東口駅前広場昇降施設ほか
（平成22年度へ59,507万円繰越）
整備

81,030

11,775

あやめ池疋田線道路新設事業

西部地域の交通の利便性と渋滞緩和を図るため、あやめ池周
辺地域と主要地方道奈良生駒線（阪奈道路）を結ぶ新しい道路
を整備しています。（平成22年度へ5,830万円繰越）

14,300

8,470

地域交通システム調査

バスサービスの維持向上を目的として、公共交通の空白地域を
把握するための基礎調査を実施しました。

527

174

観光客の誘致や観光振興を推進する（社）県観光連盟と、コン
一般財団法人県ビジターズビューロー ベンション（国際的な会議）の誘致、支援等を行う（財）奈良コン
の設立
ベンンションビューローを統合して、両方の取り組みを一体的に
行いました。

8,540

8,399

ならまちまちかど博物館

ならまち地域の仕事場の一角や個人の収集品などを公開し、旅
行者等に地域の文化に触れる機会を提供しました。

90

43

冬花火の祭典

若草山焼き行事にあわせ、全国大会等で受賞した花火を盛大
に打ち上げ、観光客・宿泊客の誘致を図りました。

400

400

全国梅サミット開催

「梅」を共通の資源とする市町村相互の交流等により、梅を生か
した観光文化の振興等を図りました。

301

195

全国茶サミット開催

お茶の多機能性のPR並びにお茶の安全管理、需要開発、消費
拡大及び文化・地域振興を図りました。

700

700

奈良公園冬の灯り

奈良公園周辺を歩いて楽しめる新たな夜の賑わいを作り出し、
観光客、宿泊客の少ない冬季の誘客を図りました。

800

800

月ヶ瀬梅の資料館建設
（調査設計）

「名勝月瀬梅林」に関する歴史資料を保存展示し,観光情報の発
信の拠点として観光案内所の機能を持つ「梅の資料館」を建設
するために、地質調査・設計を行いました。

800

785

ＪＲ旧奈良駅舎の運営

ＪＲ奈良駅前にある旧奈良駅舎を観光案内所として開館し、観
光情報の提供及び発信を行いました。

1,810

1,728

史跡朱雀大路保存整備

朱雀大路跡の保存を図るため、補償調査に着手しました。
（平成22年度に８４１万円繰越）

平城遷都１３００年市民連携企画事業 奈良市平城遷都1300年記念市民連携企画事業として実施する
の実施
クイズラリーのホームページを構築しました。

841

0

200

163

（２）緑あふれる、美しいまちづくり
屋外広告景観調査

地域活性化・経済対策臨時交付金による奈良市沿道景観助成
モデル事業を実施することとなったため不用となりました。

200

0

歴史的風致町並み資産調査

歴史的建造物や人々の営みが一体となった歴史的町並みを有
する地域で、それらを後世に継承するまちづくりを推進するため
の調査を実施しました。

300

294

路上喫煙防止啓発活動

路上喫煙を防止する条例を策定し、国際文化観光都市としての
美観をまもるとともに、安全で快適な生活環境を維持するため、
巡回指導する指導員を配置し、啓発指導に努めました。

1,170

1,012

（３）交流・ふれあいのまちづくり
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市民ふれあい交流事業

世界遺産や地域の遺産を巡る市民交流ウォークの実施や、東
部農山村地域とまちなか地域との交流事業を実施しました。

125

37

揚州市（中国）との国際交流の推進

友好代表団の揚州訪問、揚州での写真展開催等により、友好
都市提携に向けて交流を行いました。

688

284

（４）もてなしのデザインあふれるまちづくり
もてなしのまちづくり推進プログラム策 奈良市もてなしのまちづくり条例に基づき、奈良市もてなしのま
定
ちづくり推進行動計画を策定しました。

435

269

2,000

2,000

（５）都市サービスの充実したまちづくり
休日夜間応急診療所の診療時間の拡 休日夜間応急診療所の診療時間を土曜日の午後にも拡充して
大
診療を行いました。
新型インフルエンザ対策

新型インフルエンザの発生に備え、救急隊員等の感染防止対
策として、防護衣等の備蓄をしました。

(1,400)
3,500

2,847

女性消防団の設置

女性消防団を設置し、火災予防啓発、応急手当普及啓発講習
会等の普及活動の充実を図りました。

1,000

992

青山その他浄化センター耐震化計画
策定

下水道処理施設の耐震化を図るために計画策定業務委託を行
いました。

3,000

3,000

山村地域の活性化と定住促進のため、都祁・月ヶ瀬地域で生産
山村地域振興：特産物インターネット販
された農産物を特産品として商品化をめざし、地産地消やＰＲに
売、農林産物販売、特産品開発
努めました。

200

199

３ 市政運営の仕組みづくり

市民企画事業の展開

市民企画事業として、生きつづける木簡、鳥見ビオパークつく
り、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
を行いました。

420

401

自治会活動保険
（市民総合賠償補償保険）

自治会活動をはじめ、市管理下のボランティア活動に対して保
険を適用し、安心して活動できる環境を整えました。

400

380

次期総合計画の策定

奈良市第４次総合計画を策定するために、奈良市まちづくり市
民会議を８回開催し、市民の意見を報告いただきました。また、
奈良市総合計画審議会を２回開催しました。

1,500

1,180

774

221

1,000

550

131

87

550

519

育児の援助を受けたい人と行いたい人の相互援助活動の調整
ファミリーサポートセンター事業民間委
を行うファミリーサポートセンター事業を民間事業者に委託しま
託の実施
した。

530

501

鴻ノ池陸上競技場使用料の改定

大規模改修を機に受益者負担を見直しました。（歳入：使用料）
午前 3,300円 → 4,800円 等

270

130

下水道事業の公営企業法適用化

佐保台浄化センターの固定資産調査及び資産評価を行い、固
定資産台帳を作成しました。

500

473

第三セクター等の改革プラン策定

第三セクター等の改革プランについては、平成２１年度策定予
定でありましたが、平成22年度以降に計画を策定することとなっ
たため不用となりました。

47

0

収納窓口の多様化推進経費
（コンビニ・郵便局）

収納窓口の多様化と市民の利便性向上、収納率向上をめざし、
コンビニ・郵便局での収納を実施しました。

2,919

2,919

「奈良市情報化推進計画基本計画」の策定に取り組み、また、
情報化システムの現状把握と最適化による効果を算定し、業務
情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官の設 の見直しを含む情報システムの刷新を計画的に実施するため、
置及び情報化推進基本計画の策定
公募により外部から情報化推進アドバイザー（CIO補佐官）の任
用を行いました。
庁内パソコンを使用する際に、職員証やＩＣカードによる認証を
必要とする「職員認証基盤システム」の導入、また、パソコンや
プリンタなどの情報機器やソフトウェアを常時監視する「情報資
情報セキュリティ対策ＩＣカード導入
産管理システム」を導入することで情報セキュリティの向上を図
りました。
窓口業務の改善

受付のカウンターに仕切り板を設置することにより、来庁者のプ
ライバシーの保護を確保しました。

４ 市政運営を支える行財政改革の推進

地域子育て支援センター事業民間委
託の実施

子育てに関する専門的支援を行う拠点である地域子育て支援
センターの事業を民間事業者に委託しました。

※予算額は最終予算額（カッコ内は当初予算額）を記載しています。
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