新旧対照表
変更後
１．地域産業資源活用事業の促進に関する
基本的な方針

変更前
１．地域産業資源活用事業の促進に関する
基本的な方針

本県の県内総生産は約３兆８千億円であり、そ

本県の県内総生産は約３兆８千億円であり、そ

のうち、農林水産業は約４百億円、製造業は約７

のうち、農林水産業は約４百億円、製造業は約７

千５百億円、サービス業は約７千４百億円である。

千７百億円、サービス業は約７千３百億円である

工業については、奈良県の地場産業は靴下・ニ

工業については、奈良県の地場産業は靴下・ニ

ットなどの繊維、木材、機械金属をはじめプラス

ットなどの繊維、木材、機械金属をはじめプラス

チック成型、毛皮革製品、サンダル、スポーツ用

チック成型、毛皮革製品、サンダル、スポーツ用

品など多種におよんでいるが、製造品の出荷額で

品など多種におよんでいるが、製造品の出荷額で

見ると、一般機械、電気機械、食料品とプラスチ

見ると、一般機械、電気機械、食料品、電子部品

ックで約６割を占めている。

とプラスチックの６品で６割を占めている。

従業員数で会社の規模を見た場合、卸売・小売業

従業員数で会社の規模を見た場合、卸売・小売

の９７％、製造業の９２％が、また全産業でも９

業の９７％、製造業の９２％が、また全産業でも

６％が従業員２９人以下の中小企業であり、大部

９６％が従業員２９人以下の中小企業であり、大

分が地場産業に従事している。これらの中小企業

部分が地場産業に従事している。これらの中小企

は地場産業の基幹産業として、地域経済を支えて

業は地場産業の基幹産業として、地域経済を支え

いることから、県は、平成２０年度４月 1 日に中

ていることから、県は、経営革新、新規成長産業

小企業の振興に関する施策を総合的な推進を目的

への支援体制、産研学連携による研究支援体制等

に「奈良県中小企業振興基本条例」を制定し、経

を整備し、県内の起業化シーズの発掘・育成に取

営革新、新規成長産業への支援体制、産学官連携

り組んでいる。

による研究支援体制等を整備し、県内の起業化シ
ーズの発掘・育成に取り組んでいる。
また、多くの温泉地が点在していることもあり、

また、多くの温泉地が点在していることもあり、

年間の奈良県への観光客は３万５百人を超えてお

年間の奈良県への観光客は３万４百人を超えてい

り、一定の水準を維持している。

るが、近年、観光客数は、やや減少の傾向にある。

変更後

変更前

２．地域産業資源の内容

２．地域産業資源の内容

（１）農林水産物

（１）農林水産物

名称
あゆ

地域産業資源に係る地域
山添村、五條市、宇陀市、曽爾村、

大和肉鶏

名称
あゆ

山添村、桜井市、五條市、宇陀市、

御杖村、吉野町、大淀町、下市町、

曽爾村、御杖村、吉野町、大淀町、

黒滝村、天川村、十津川村、下北

下市町、黒滝村、天川村、野迫川

山村、上北山村、川上村、東吉野

村、十津川村、下北山村、上北山

村

村、川上村、東吉野村

奈良市、五條市、宇陀市、明日香

大和肉鶏

村、大淀町、桜井市
（２）鉱工業品及び鉱工業品の生産に係る技術
名称

地域産業資源に係る地域

奈良市、天理市、五條市、宇陀市、
明日香村、大淀町、桜井市

（２）鉱工業品及び鉱工業品の生産に係る技術

地域産業資源に係る地域

名称

地域産業資源に係る地域

木 材 工 芸 奈良市、大和郡山市、天理市、桜

木 材 工 芸 奈良市、大和郡山市、天理市、桜

品・焼き杉製 井市、五條市、吉野町、大淀町、

品・焼き杉製 井市、五條市、吉野町、大淀町、

品

品

下市町、黒滝村、天川村、野迫川

下市町、黒滝村、天川村、野迫川

村、十津川村、上北山村、川上村、

村、川上村、東吉野村

東吉野村

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の

観光資源

観光資源
名称

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の

地域産業資源に係る地域

清澄の里

奈良市

金魚の産地

大和郡山市、天理市

名称

地域産業資源に係る地域

世界遺産「古 奈良市

世界遺産「古 奈良市

都奈良の文

都奈良の文

化財」

化財」

（東大寺・興

（東大寺・興

福寺・春日大

福寺・春日大

社・春日山原

社・元興寺・

始林・元興

薬師寺・唐招

寺・薬師寺・

提寺・平城宮

唐招提寺・平

跡・春日山・

城宮跡）

原始林）

正暦寺

奈良市

正歴寺

奈良市

竹内街道

葛城市

竹ノ内街道

葛城市

変更後

変更前

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の

観光資源
名称
菜の花畑

宇陀金ごぼ

観光資源
地域産業資源に係る地域
奈良市、大和郡山市、天理市、橿
宇陀市、斑鳩町、田原本町、高取

葛城市、宇陀市、斑鳩町、田原本

町、明日香村、王寺町、河合町、

町、高取町、明日香村、王寺町、

大淀町、下市町

河合町、大淀町、下市町

宇陀市

宇陀金ごぼ

県全域

うの産地
川西町

結崎ネブカ

県全域

の産地
山添村

の産地
下北春まな

奈良市、大和郡山市、天理市、橿
原市、桜井市、生駒市、香芝市、

の産地
片平あかね

菜の花畑

地域産業資源に係る地域

原市、桜井市、生駒市、葛城市、

うの産地
結崎ネブカ

名称

片平あかね

県全域

の産地
下北山村

の産地

下北春まな

県全域

の産地

ヤマトポー

奈良市、天理市、五條市、宇陀市、

ヤマトポー

奈良市、天理市、五條市、宇陀市、

クの産地

田原本町、広陵町、河合町、吉野

クの産地

山添村、田原本町、広陵町、河合
町、吉野町、大淀町

町、大淀町
木 材 工 芸 奈良市、大和郡山市、天理市、桜

木材工芸

品・焼き杉製 井市、五條市、吉野町、大淀町、

品・焼き杉製 井市、五條市、吉野町、大淀町、

品の産地

品の産地

下市町、黒滝村、天川村、野迫川
村、十津川村、上北山村、川上村、
東吉野村

奈良市、大和郡山市、天理市、桜
下市町、黒滝村、天川村、野迫川
村、川上村、東吉野村

変更後

変更前

３．地域資源を用いて行う地域資源活用を促進する

３．地域資源を用いて行う地域資源活用を促進する

ことにより当該地域資源に係る地域の経済の

ことにより当該地域資源に係る地域の経済の

活性化を推進する方策

活性化を推進する方策

１．個別地域産業資源に関する施策

１．個別地域産業資源に関する施策

（１）農林水産物に関する施策

（１）農林水産物に関する施策

施策

内容

施策

内容

①大和茶産地強

老木園の改植や上級茶種の生

①飲むなら大和

大和茶のブランド化推進のた

化支援事業

産を支援する。

茶推進事業

め、県内外でのＰＲ活動を支援
する。

③特産品販路開

県産農産物の国内・海外市場の

③農産物輸出促

県内農産物の海外輸出を行う

拓事業

開拓を行うモデルケースを支

進事業

モデルケースを支援し、海外販

援する。

路開拓に取り組む。

④大和野菜推進

ブランド力強化のため、産地づ

④大和野菜推進

ブランド力強化のため、産地づ

事業、大和野菜

くりや消費者への情報発信等

事業

くりや消費者への情報発信等

マーケティング

を支援するとともに、流通業

事業

者、販売店、県関係課によりプ
ロジェクトチームを創設し、生
産・流通・販売戦略を効率的に
推進する。

⑩大和畜産ブラ

県産畜産ブランド（大和肉鶏、

ンド推進事業

大和牛、ヤマトポーク、大和な
でしこ卵、県産ハチミツ）の品
質向上と知名度向上を図る。

⑪あゆ・あまご

あゆ・あまご等県産淡水魚のＰ

消費ＰＲ事業

Ｒ等を支援し、消費拡大を図
る。

⑫食と農のプロ

奈良の食と農の魅力を発信す

モーション事業

るため、多様なプロモーション
を展開する。

⑬食と農の販路

多様な流通経路の開拓・形成に

拡大事業

よる県産農林水産物の販路拡
大を図る。

を支援する。

変更後

変更前

１．個別地域産業資源に関する施策

１．個別地域産業資源に関する施策

（２）鉱工業品または鉱工業品の生産に係る

（２）鉱工業品または鉱工業品の生産に係る

技術に関する施策
施策

技術に関する施策
内容

施策

内容

①地場産業振興

県内地場産業に携わる中小企

①地場産業振

県内地場産業に携わる中小企

補助事業

業団体等が実施する各種事業

興補助事業

業団体等が実施する各種事業

のうち、製品の販路拡大・PR

のうち、製品の販路拡大・PR

事業や新商品開発事業を支援

事業や新商品開発事業を支援

する。

する。

・販路拡大

・販路拡大

スポーツ用品見本市、履物見

スポーツ用品見本市、履物

本市、毛皮革フェア IN

見本市、特産皮革・はきもの

UTANO、繊維製品市場開拓

市、毛皮革フェア IN

など

UTANO、繊維製品市場開拓

・新商品開発

など

毛皮革デザイン開発、スポー
ツ用品デザイン開発、履物デザ
イン開発

・新商品開発
毛皮革デザイン開発、スポ
ーツ用品デザイン開発、履物
デザイン開発

変更後

変更前

１．個別地域産業資源に関する施策

１．個別地域産業資源に関する施策

（３）観光資源に関する施策

（３）観光資源に関する施策

施策

内容

施策

内容

③首都圏におけ

東京日本橋の情報発信拠点「奈

④ｉスタジオ事

代官山ｉスタジオを活用し、奈

る情報発信事業

良まほろば館」において、奈良

業

良県情報を効率的にＰＲする。

⑥観光見本市の

魅力ある旅行商品造成を推進

開催

するために、旅行会社の商品企

の観光情報発信及びイベント
等の企画展示事業を実施。

画責任者等を招聘し、県の魅力
をアピールする。
⑤ひろげよう！

平成 20 年度の「歩く奈良」に

「歩く奈良」推

関わる諸事業の成果を活かし、

進事業

「歩く奈良」の魅力の創造、魅
力の増強、魅力を伝える働きか
けを展開。

⑥中南和宿泊魅

十津川村等をモデルにして、地

力創出事業

域活性化に向けた参加型ワー
クショップ事業を実施。

⑦バスを利用し

御所市・五條市の金剛葛城エリ

た周遊観光支援

アの観光資源の活性化のため、

事業

モデル事業として、乗降自由臨
時路線バスを運行し、新観光ル
ートを開発。

⑧宿泊観光を促

来訪者の滞在時間を延ばすた

す地域の魅力づ

めのモデル事業創設をＮＰＯ

くり事業

等に呼びかけ、地域の魅力づく
りを支援。

変更後
２．関連する施策
①経営資源確保のための総合的支援

変更前
２．関連する施策
①経営資源確保のための総合的支援

更に、中小企業者の知的財産戦略を支援する事

更に、中小企業者の知的財産戦略を支援する事

業を実施する。商工会・商工会議所では、経営改

業を実施する。地域中小企業支援センターにおい

善普及事業により、広く経営に関する指導、あっ

ては、創業者や地域の中小企業者のニーズに応じ

せんや地域の活性化又は商工業の振興に関する事

て、コーディネーターによる支援事業や情報の収

業の実施とともに情報の収集、提供等を行う。ま

集・提供を行う。商工会・商工会議所では、経営

た、
「地域力連携拠点」として中小企業が直面する

改善普及事業により、広く経営に関する指導、あ

課題に対してワンストップできめ細かな支援を行

っせんや地域の活性化又は商工業の振興に関する

う。

事業の実施とともに情報の収集、提供等を行う。

④にぎわいのあるまちづくり支援

④にぎわいのあるまちづくり支援

商店街等の人材育成を推進する他、ソフト事
業・ハード事業に対する支援を行う。
町家を活用した飲食店等、魅力のある良質な飲

商店街等の環境整備事業に対する支援や、地域
産品の販路拡大を図る。また、中心市街地商業活
性化のためのソフト事業への支援も行う。

食店の創業を促進する。
⑤新しい産業の振興

⑤新しい産業の振興

県内の中小企業のシーズ創出、新商品・新役務

県内の中小企業のシーズ創出、新商品・新役務

開発、販路開拓への取り組みを支援する補助制度

開発、販路開拓への取り組みを支援する補助制度

を整備する。

を整備する。

また、インキュベーション機能を強化し、起業

また、インキュベーション機能を強化し、起業

家への支援を図る。加えて、平城遷都 1300 年に向

家への支援を図る。加えて、平城遷都 1300 年に向

けて、地域ブランド商品の開発を支援する。

けて、地域ブランド商品や奈良の魅力ある土産物
の新商品開発を支援する。

⑥産学官の連携と研究開発の推進による競争力の

⑥産研学の連携と研究開発の推進による競争力の

強化

強化

企業が抱える技術ニーズを発掘し、産学官連携

企業が抱える技術ニーズを発掘し、産研学連携

の仕組みを活用して新産業の創出を図る。県内の

の仕組みを活用して新産業の創出を図るための

大学、公的試験研究機関、企業等が結集して、基

「奈良県版技術移転機関」を運営する。県内の大

盤技術（コア技術）を有する卓越した研究開発拠

学、公的試験研究機関、企業等が結集して、基盤

点を創成する。その他、企業が有する技術課題の

技術（コア技術）を有する卓越した研究開発拠点

解決と技術基盤の強化を図る。

を創成する。その他、企業が有する技術課題の解
決と技術基盤の強化を図る。

