五條市

【平成 29 年度】
・河川事業 直轄
＞紀の川一般河川改修（五條市・和歌山市・岩出市・九度山町）3,403,000(千円）
・一般国道(直轄）
＞国道 24 号大和御所道路改築 8,611,000(千円)
＞奈良 24 号交通安全対策 474,000(千円)
・社会資本整備総合交付金

＞安心して移動できる快適な都市空間の整備(防災・安全）（24 市町村）1,684,297(千円)
＞安全・安心な道路構造物の保全整備（38 市町村）3,346,305(千円)
＞第 2 期奈良県防災・安全社会資本整備計画(防災・安全）
（37 市町村）367,910(千円)
＞第 2 期奈良県地域住宅等整備計画（39 市町村）743,282(千円)
＞市民の健康増進と安心で安全な暮らしをささえる都市公園の整備 37,000(千円)
＞五條市における生活排水の適切な処理 58,000(千円)
＞五條地区都市再生整備計画 4,000(千円)
・補助事業
＞五條新宮道路 国道１６８号 改築 辻堂バイパス 601,000(千円）
＞五條新宮道路 国道１６８号 改築 坂本工区 771,000(千円）
・紀伊山系直轄砂防事業
＞砂防堰堤の整備 川原樋川床固工群 大塔町清水 560,000(千円）
＞砂防堰堤の整備 清水山復工 大塔町清水 570,000(千円）
・林野公共事業
＞直轄治山事業（五條市・天川村・野迫川村・十津川村）1,448,000(千円）
＞森林環境保全整備事業(吉野)（五條市・大淀町・川上村）17,000(千円)
・林野公共事業 補助
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)（7 市町村）227,000(千円)
・国宝重要文化財保存整備費補助金
＞伝統的建造物群基盤強化 新町 22,148(千円)
＞陀々堂の鬼はしり 8,300(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 1,000(千円)
・文化遺産総合活用推進事業
＞五條市文化遺産総合活用推進事業 7,366(千円)
・地方創生推進交付金
＞地域・産業ブランド推進事業 15,390(千円)
・簡易水道等施設整備費
＞簡易水道再編推進事業 統合簡易水道 白銀南 5,000(千円)
＞簡易水道再編推進事業 統合簡易水道 宗桧上 7,000(千円)
＞簡易水道再編推進事業 統合簡易水道 宗桧上(H28 年度からの繰越分) 60,500(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞マテリアルリサイクル推進施設、施設整備に関する計画支援事業、
浄化槽設置整備事業(258 基) 100,781(千円)
・コミュニティ助成事業
＞あづみ台地区自治連合会 コミュニティ活動備品の整備 2,500(千円)

五條市

【平成 28 年度】
・河川事業
＞紀の川一般河川改修（五條市・和歌山市・橋本市・岩出市・九度山町）2,181,000(千円)
・河川事業(補正予算)
＞紀の川一般河川改修（五條市・和歌山県 5 市町）760,000(千円)
＞紀の川河川維持修繕（五條市～河口）201,000(千円)
・一般国道(直轄)
＞国道 24 号大和御所道路改築(大和郡山市～五條市）17,083,000(千円)
＞奈良２４号交差点改良 本町地区歩道設置 3,000(千円)
・一般国道(直轄)(補正予算)
＞国道 24 号大和御所道路（京奈和自動車道）改築 1,969,000(千円)
＞国道 24 号交通安全施設等整備（奈良市～橿原市～五條市）258,000(千円)
＞国道 24 号防災・老朽化対策維持管理（奈良市～橿原市～五條市）30,000(千円)
・補助事業(本予算)
＞五條新宮道路 国道１６８号 改築 辻堂バイパス 900,000(千円）
＞五條新宮道路 国道１６８号 改築 坂本工区 600,000(千円）
・補助事業(補正予算)
＞五條新宮道路 国道１６８号 改築 辻堂バイパス 210,000(千円）
＞五條新宮道路 国道１６８号 改築 坂本工区 210,000(千円）
・社会資本整備総合交付金
＞安心して移動できる快適な都市空間の整備(防災・安全）（24 市町村）3,095,404(千円)
＞安全・安心な道路構造物の保全整備（39 市町村）4,256,222(千円)
＞奈良県防災・安全社会資本整備計画(防災・安全)（38 市町村）32,162(千円)
＞第 2 期奈良県防災・安全社会資本整備計画(防災・安全）
（38 市町村）293,272(千円)
＞奈良県地域住宅等整備計画（38 市町村）19,240(千円)
＞第 2 期奈良県地域住宅等整備計画（39 市町村）788,430(千円)
＞南部・東部地域における災害に対し強靭な輸送ネットワークの構築（8 市町村）
824,090(千円)
＞市民の健康増進と安全で安心な暮らしをささえる都市公園の整備 211,000(千円)
＞五條市における生活排水の適切な処理 44,600(千円）
＞五條地区都市再生整備計画 43,500(千円）
・社会資本整備総合交付金（補正予算）
＞安心して移動できる快適な都市空間の整備(防災・安全）（24 市町村）528,731(千円)
＞安全・安心な道路構造物の保全整備（39 市町村）929,800(千円)
＞第 2 期奈良県地域住宅等整備計画（39 市町村）3,125(千円)
＞南部・東部地域における災害に対し強靭な輸送ネットワークの構築（9 市町村）
136,209(千円)
＞五條市における生活排水の適切な処理(第二次) 20,000
・直轄砂防事業
＞特定緊急砂防 赤谷川 赤谷地区 砂防堰堤工 1,271,000(千円）
＞特定緊急砂防 熊野川 宇井地区 護岸工 1,535,000(千円）
・紀伊山地特定緊急砂防事業
＞平成 23 年 9 月の台風 12 号の被害に対し砂防堰堤等の整備、再度災害の防止
（五條市・天川村・野迫川村・十津川村・和歌山県）9,796,000(千円)
・林野公共事業(本予算)
＞直轄治山事業（五條市・天川村・十津川村・野迫川村）100,000(千円)

五條市

＞直轄治山事業（五條市・天川村・野迫川村・十津川村）1,548,000(千円)
＞復旧治山事業 簾 9,000(千円)
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)(7 市町村) 336,000(千円)
・林野公共事業(補正予算)
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)(7 市町村) 130,000(千円)
＞復旧治山事業 大塔篠原 40,000(千円)
・国宝重要文化財保存整備費補助金
＞陀々堂の鬼はしり 3,050(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 1,200(千円)
＞新町伝統的建造物群基盤強化 24,247(千円)
・簡易水道等施設整備費
＞簡易水道再編推進事業 統合簡易水道 宗桧上 50,364(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞マテリアルリサイクル推進、計画支援事業 5,825(千円)
＞浄化槽設置整備事業(47 基) 5,215(千円)
・農業農村整備事業
＞農業競争力強化基盤整備事業 山陰 6,000(千円）
＞農村地域防災減災事業 暮ヶ谷池 80,000(千円）
・農業農村整備事業(補正予算)
＞農業基盤整備促進事業 8,000(千円)
・文化遺産を活かした地域活性化事業
＞五條市文化遺産を活用した地域活性化事業 10,305(千円)
・特別交付税
＞12 月 134,250(千円)
＞3 月 1,008,026(千円)
【平成 27 年度】
・河川事業
＞紀の川一般河川改修（五條市・和歌山市・岩出市・かつらぎ町・九度山町）
2,309,000(千円)
・河川事業(補正予算)
＞紀の川河川維持修繕 26,000(千円)
＞紀の川一般河川改修 200,000(千円)
・一般国道(直轄)
＞国道 24 号大和御所道路（京奈和自動車道）改築 14,600,000(千円)
＞国道 24 号交差点改良 本町地区歩道設置 285,000(千円）
＞国道 24 号電線共同溝 本町電設共同溝 102,000(千円）
＞五條新宮道路 国道１６８号 改築 辻堂バイパス 1,186,000(千円）
＞五條新宮道路 国道１６８号 改築 坂本工区 50,000（千円）
・一般国道(直轄)(補正予算)
＞国道 24 号大和御所道路（京奈和自動車道）改築 1,072,000(千円)
＞国道 24 号大和御所道路（京奈和自動車道）改築 300,000(千円)
＞国道 24 号防災・震災対策（奈良市～五條市) 100,000(千円)
＞国道 24 号防災・震災対策（奈良市～五條市) 150,000(千円)
＞国道 24 号老朽化対策（奈良市～五條市) 185,000(千円)
＞五條新宮道路 国道１６８号 辻堂バイパス 1,100,000(千円）

五條市

・社会資本整備総合交付金
＞安心して移動できる快適な都市空間の整備(防災・安全）（21 市町村）2,322,104(千円)
＞安全・安心な道路構造物の保全整備（39 市町村）4,111,260(千円)
＞奈良県防災・安全社会資本整備計画(防災・安全)（37 市町村）248,640(千円)
＞奈良県地域住宅等整備計画（38 市町村）34,265(千円)
＞第 2 期奈良県地域住宅等整備計画（39 市町村）628,899(千円)
＞南部・東部地域における災害に対し強靭な輸送ネットワークの構築（8 市町村）
1,389,566(千円)
＞五條市における生活排水の適切な処理 48,000(千円)
＞五條市地区都市再生整備計画 14,300(千円)
・社会資本整備総合交付金(補正予算)
＞安心して移動できる快適な都市空間の整備(防災・安全）（23 市町村）122,606(千円)
＞安全・安心な道路構造物の保全整備（39 市町村）404,737(千円)
＞南部・東部地域における災害に対し強靭な輸送ネットワークの構築（8 市町村）
585,257(千円)
・直轄砂防事業
＞特定緊急砂防 赤谷川 砂防堰堤工 1,573,000(千円)
＞特定緊急砂防 熊野川 斜面対策工 969,000(千円)
・直轄砂防事業(補正予算)
＞特定緊急砂防 赤谷地区 砂防堰堤 800,000(千円）
＞特定緊急砂防 宇井地区 斜面対策工 400,000(千円）
・農業農村整備事業
＞農業競争力強化基盤整備事業 山陰 10,000(千円)
＞農業基盤整備促進事業 五條吉野 2,000(千円)
＞農村地域防災減災事業 暮ヶ谷池 34,000(千円)
・農業農村整備事業(補正予算)
＞農村地域防災減災事業 暮ヶ谷池 55,000(千円)
・紀伊山地特定緊急砂防事業
＞平成 23 年 9 月の台風 12 号の被害に対し砂防堰堤等の整備、再度災害の防止
（五條市・天川村・野迫川村・十津川村・和歌山県）8,560,000(千円)
・林野公共事業
＞直轄治山事業（五條市・天川村・野迫川村・十津川村）1,550,000(千円)
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)（7 市町村）353,000(千円)
＞地すべり防止事業 中原 45,000(千円)
・林野公共事業(補正予算)
＞直轄治山事業（五條市・天川村・野迫川村・十津川村）185,000(千円)
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)（7 市町村）59,000(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(47 基) 5,428(千円)
・簡易水道等施設整備費
＞水道未普及地域解消事業 飛地区域宇井 13,466(千円)
＞簡易水道再編推進事業 統合簡易水道 宗桧上 36,550(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞新町伝統的建造物群保存地区 保存修理 22,555(千円)
＞新町伝統的建造物群保存地区 防災施設等 2,328(千円)
＞カモシカ天然記念物食害対策 1,348(千円)

五條市

＞市内遺跡発掘調査等 1,000(千円)
・伝統文化親子教室事業
＞伝統文化を学ぼう！着付け(和のこころ育成)親子教室事業 384(千円)
・社会福祉施設等施設整備費補助金
＞あすなろ園 23,134(千円)
・文化遺産を活かした地域活性化事業
＞五條市文化遺産を活かした地域活性化事業 2,375(千円)
・特別交付税 12 月 118,339(千円)
・特別交付税３月 1,004,229(千円)
・コミュニティ助成事業
＞秋祭り実行委員会 秋祭り用衣装等備品整備 2,500(千円)
【平成 26 年度】
・河川事業 直轄
＞紀の川一般河川改修（五條市・和歌山県 5 市）2,561,000(千円)
・河川事業(補正予算)
＞紀の川一般河川改修（五條市・岩出市）200,000(千円)
＞紀の川河川維持修繕（五條市～河口）18,000(千円)
・一般国道(直轄)
＞国道 24 号大和御所道路（京奈和自動車道）改築 10,660,000(千円)
＞奈良２４号交差点改良 本町地区歩道設置 303,000(千円）
＞奈良２４号電線共同溝 本町電線共同溝 21,000(千円）
＞五條新宮道路 国道 168 号 改築 辻堂バイパス 1,210,000(千円）
＞五條新宮道路 国道 168 号 改築 坂本工区 50,000(千円)
・一般国道(直轄)(補正予算)
＞国道 24 号大和御所道路（京奈和自動車道）改築 230,000(千円)
＞国道 24 号防災・震災対策維持管理（奈良市～五條市) 150,000(千円)
＞国道 24 号老朽化対策維持管理（奈良市～五條市）108,000(千円)
＞五條新宮道路 国道１６８号 改築 辻堂バイパス 480,000(千円)
・社会資本整備総合交付金
＞安心して移動できる快適な都市空間の整備(防災・安全）（21 市町村）2,895,304(千円)
＞安全・安心な道路構造物の保全整備（39 市町村）4,261,125(千円)
＞奈良県防災・安全社会資本整備計画(防災・安全)（38 市町村）409,102(千円)
＞奈良県地域住宅等整備計画（24 市町村）322,276(千円)
＞南部・東部における災害に対し強靭な輸送ネットワークの構築（8 市町村）
1,455,226(千円)
＞市民の健康増進と安全で安心な暮らしを支える都市公園の整備 176,000(千円)
＞五條市における生活排水の適切な処理 48,000(千円)
＞五條地区都市再生整備計画 10,000(千円)
・社会資本整備総合交付金(補正予算)
＞安全・安心な道路構造物の保全整備（39 市町村）445,699(千円)
・直轄砂防事業
＞特定緊急砂防 赤谷川 砂防堰堤工 1,048,000(千円）
＞特定緊急砂防 熊野川 排土工 1,000,000(千円）
＞激特通常 柳谷 砂防堰堤工 4,000(千円）
＞激特通常 鍛治屋谷 山腹工 37,000(千円）

五條市

・直轄砂防事業(補正予算)
＞特定緊急砂防 赤谷川 砂防堰堤工 100,000(千円)
・農業農村整備事業
＞農業基盤整備促進事業 五條吉野 3,000(千円)
＞農村地域防災減災事業 暮ヶ谷池 22,000(千円)
・紀伊山地特定緊急砂防事業
＞平成 23 年 9 月の台風 12 号の被害に対し砂防堰堤等の整備、再度災害の防止
（五條市・天川村・野迫川村・十津川村・和歌山県）8,268,000(千円)
・林野公共事業
＞直轄治山事業（五條市・天川村・野迫川・十津川村） 1,398,000(千円)
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)（7 市町村） 190,000(千円)
＞直轄森林環境保全整備事業(五條市・大淀町・川上村) 27,000(千円)
＞地すべり防止事業 中原 108,000(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞天然記念物食害対策 カモシカ 2,444(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 1,000(千円)
＞新町伝統的建造物群保存地区 保存修理 31,915(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞有機性廃棄物リサイクル推進施設 浄化槽施設整備事業(235 基) 105,063(千円)
・簡易水道等施設整備費
＞簡易水道再編推進事業統合簡易水道 宗桧上 1,398,000(千円)
・がんばる地域交付金 322,561(千円)
・特別交付税 12 月 233,377(千円)
・特別交付税 3 月 939,218(千円)
【平成 25 年度】
・河川事業(直轄)
＞紀の川一般河川改修（五條市・和歌山県６市町）1,961,000(千円)
・河川事業(直轄)(補正予算)
＞紀の川一般河川改修（五條市・和歌山県 3 市町）1,310,000(千円)
＞紀の川河川維持修繕（五條市～河口） 217,000(千円)
・一般国道(直轄)
＞国道 24 号大和御所道路（京奈和自動車道）改築 8,042,000(千円)
＞国道 24 号交差点改良 本陣交差点改良 6,000(千円)
＞国道 24 号交差点改良 本町地区歩道設置 234,000(千円）
＞国道 24 号電線共同溝 本陣・本町電線共同溝 16,000(千円）
＞五條新宮道路 国道 168 号 改築 辻堂バイパス 1,620,000(千円）
・一般国道(直轄)(補正予算)
＞国道 24 号大和御所道路（京奈和自動車道）改築 150,000(千円)
＞国道 24 号老朽化対策維持管理（奈良市～五條市）20,000(千円)
＞国道 24 号老朽化対策維持管理（奈良市～五條市）60,000(千円)（ゼロ国債）
・社会資本整備総合交付金
＞安心して移動できる快適な都市空間の整備(防災・安全）
（20 市町村）4,709,521(千円)
＞安全・安心な道路構造物の保全整備（39 市町村）3,083,913(千円)
＞奈良県防災・安全社会資本整備計画(防災・安全)（38 市町村）184,690(千円)
＞奈良県地域住宅等整備計画（24 市町村）745,952(千円)

五條市

＞地域の特徴を活かした魅力あるまちづくりの推進（21 市町村) 1,403,764(千円)
＞五條市における生活排水の適切な処理(防災・安全) 5,000(千円)
＞五條市における生活排水の適切な処理 37,000(千円)
・社会資本整備総合交付金(補正予算)
＞安心して移動できる快適な都市空間の整備(防災・安全）
（20 市町村）973,162(千円)
＞安全・安心な道路構造物の保全整備（39 市町村）693,174(千円)
＞奈良県防災・安全社会資本整備計画(防災・安全)（38 市町村）282,756(千円)
＞奈良県地域住宅等整備計画（24 市町村）484,997(千円)
＞南部・東部地域における災害に対し強靭な輸送ネットワークの構築（8 市町村）
409,002(千円)
＞市民の健康増進と安全で安心な暮らしをささえる都市公園整備 750,000(千円)
・直轄砂防事業
＞特定緊急砂防 赤谷地区 砂防堰堤工 908,000(千円)
＞特定緊急砂防 宇井地区 排土工 690,000(千円)
＞激特通常 柳谷 砂防堰堤工 140,000(千円）
＞激特通常 鍛治屋谷 山腹工 204,000(千円）
・直轄砂防事業(補正予算)
＞特定緊急砂防 赤谷地区 砂防堰堤工 260,000(千円)
・補助砂防事業(補正予算)
＞激特通常 新宮川柳谷 砂防堰堤工 60,000(千円）
＞激特通常 新宮川鍛冶屋谷 砂防堰堤工 80,000(千円）
＞特定緊急砂防 川原樋川 砂防堰堤工 260,000(千円）
・林野公共事業
＞地すべり防止事業 中原 30,000(千円)
・紀伊山地特定緊急砂防事業
＞平成 23 年 9 月の台風 12 号の被害に対し砂防堰堤等の整備、再度災害の防止
（五條市・天川村・野迫川村・十津川村・和歌山県）7,052,000(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞天然記念物再生 二見の大ムク 1,000(千円)
＞新町伝統的建造物群保存地区 保存対策調査 1,750(千円)
＞新町伝統的建造物群保存地区 保存修理 22,701(千円)
＞カモシカ天然記念物食害対策 2,448(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 1,000(千円)
・国立公園等整備費
＞近畿自然歩道線道路・大台ケ原自然再生事業・地域整備計画・
大台ケ原周回線道路・清浄大橋園（7 市町村））121,400(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞有機性廃棄物リサイクル推進施設・浄化槽設置整備事業(235 基) 139,640(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞西吉野中学校 防災機能強化 3,773(千円)
＞五條小学校 学校水泳プール 25,646(千円)
・特別交付税 12 月 248,018(千円)
・特別交付税 3 月 1,021,437(千円)
・コミュニティ助成事業
＞五條市 長机他コミュニティ備品の整備 2,500(千円)

