橿原市

【平成 29 年度】
・河川事業
＞大和川総合水係環境整備事業（大阪府 13 市町村、奈良県 23 市町村）71,000(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 8,611,000(千円)
＞国道 165 号大和高田バイパス（香芝市～橿原市区間）100,000(千円)
＞国道 24 号新堂ランプ～土橋町南交差点改良 6,000(千円)
＞国道 24 号橿原地区歩道拡幅 48,000(千円)
＞国道 24 号電線共同溝 140,000(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)
＞観光振興と地域の魅力創造（20 市町村）2,406,126(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)
＞安心・安全で「すこやか」に暮らせるまちかしはら 257,106(千円)
＞歴史・文化を活かした都市公園の整備 159,000(千円)
＞人とともに、歴史とともに、やさしく強いまちかしはら 274,324(千円)

・農業農村整備事業
＞国営かんがい排水事業(国営農業用水再編対策事業)大和紀伊平野(一期)
（和歌山県 7 市町、奈良県 20 市町）191,000(千円)
＞国営かんがい排水事業(国営農業用水再編対策事業)大和紀伊平野(二期)
（和歌山県 7 市町、奈良県 20 市町）323,000(千円)
＞農業水利施設保全合理化事業（橿原市、桜井市）15,000(千円)
・林野公共事業
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)(大和・木津川)（22 市町村）163,000(千円)
＞森林環境保全整備事業(大和・木津川)(奈良市・橿原市・御所市・高取町・斑鳩町)
72,000(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞市内遺跡発掘調査等 4,551(千円)
＞橿原市今井町 伝統的建造物群基盤強化 17,000(千円)
＞橿原市今井町 文化財建造物等活用地域活性化 19,631(千円)
＞文化財保存修理 称念寺本堂 195.500(千円)
・史跡等購入費補助金
＞丸山古墳史跡等買上げ 18,693(千円)
・日本遺産魅力発信推進事業
＞竹内街道・横大路（大道）日本遺産魅力発信発信推進事業
（大和高田市・橿原市・桜井市・葛城市・明日香村・大阪府）39.363(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(40 基) 8,967(千円)
・伝統文化親子教室事業
＞橿原百人一首 244(千円)
・特別交付税 12 月 138,204(千円)
・コミュニティ助成事業
＞千塚自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,400(千円)
＞木原町自治会 コミュニティ活動備品の整備 2,200(千円)

橿原市

＞別所町自治会

コミュニティセンターの建設及び備品の整備

8,900(千円)

【平成 28 年度】
・河川事業
＞大和川総合水係環境整備事業（大阪府 13 市町村、奈良県 23 市町村）65,000(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 17,083,000(千円)
＞国道 165 号大和高田バイパス（香芝市～橿原市区間）10,000(千円)
＞国道 24 号橿原地区歩道整備・拡幅 105,000 (千円)
＞国道 24 号電線共同溝 30,000(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）230,000(千円)
＞国道 165 号防災・老朽化対策維持管理（香芝市～橿原市）250,000(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)
＞観光振興と地域の魅力創造（17 市町村）2,629,712(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)
＞安心・安全で「すこやか」に暮らせるまちかしはら 342,285(千円)
＞人とともに、歴史とともに、やさしく強いまち かしはら 305,948(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)
＞観光振興と地域の魅力創造（19 市町村）792,315(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)
＞安心・安全で「すこやか」に暮らせるまちかしはら 11,000(千円)
・農業農村整備事業
＞国営かんがい排水事業 第二十津川紀の川（20 市町村) 100,000(千円)
＞国営かんがい排水事業(国営農業用水再編対策事業)大和紀伊平野(一期)（20 市町村）
335,000(千円)
＞国営かんがい排水事業(国営農業用水再編対策事業)大和紀伊平野(二期)（20 市町村）
1,825,000(千円)
＞農業水利施設保全合理化事業（橿原市・桜井市）19,000(千円)
＞慈明寺町農村地域防災減災事業 13,000(千円)
・農業農村整備事業(補正予算)
＞農業水利施設保全合理化事業（橿原市・桜井市）30,000(千円)
・林野公共事業
＞森林環境保全整備事業 大和・木津川（奈良市・橿原市・御所市・斑鳩町・高取町）
74,000(千円)
＞森林環境保全整備事業 大和・木津川(造林関係分)（22 市町村）241,000(千円)
・林野公共事業(補正予算)

橿原市

＞森林環境保全整備事業
＞森林環境保全整備事業

大和・木津川(造林関係分)（22 市町村）93,000(千円)
大和・木津川（奈良市・橿原市・御所市・斑鳩町・高取町）
40,000(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(40 基) 4,422(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金(本予算)
＞市内遺跡発掘調査等 4,705(千円)
＞橿原市今井町 伝統的建造物群基盤強化 26,750(千円)
＞橿原市今井町 文化財建造物等活用地域活性化 870(千円)
・史跡等購入費補助金
＞丸山古墳 史跡等買上げ 36,175(千円)
＞藤原宮跡 史跡等買上げ 4,912(千円)
・伝統文化親子教室事業
＞橿原百人一首教室 356(千円)
＞箏・親子教室 349(千円)
＞奈良県子ども観光大使 213(千円)
・日本遺産魅力発信推進事業
＞日本国創成のとき-飛鳥を翔けた女性たち- 28,935(千円)
・特別交付税
＞12 月 140,785(千円)
＞3 月 770,969(千円)
・コミュニティ助成事業
＞地黄町第三区自治会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500(千円)
＞新口町自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500(千円)
＞豊田町本村自治会 パソコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500(千円)
＞川西町自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500(千円)
【平成 27 年度】
・一般国道(直轄)(本予算)
＞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 165 号大和高田バイパス（香芝市～橿原市区間）10,000(千円)
＞国道 24 号橿原地区歩道整備・拡幅 183,000(千円)
＞国道 24 号電線共同溝 20,000(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)ゼロ国債
＞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)
＞国道 165 号老朽化対策（香芝市～橿原市）35,000(千円)
・河川事業
＞大和川総合水係環境整備事業（大阪府 13 市町村、奈良県 23 市町村）72,000(千円)
・社会資本整備総合交付金(本予算)
＞安心して移動できる快適な都市空間の整備(防災・安全）（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)

橿原市

＞観光振興と地域の魅力創造（15 市町村）1,194,662(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)
＞安心・安全で「すこやか」に暮らせるまちかしはら 357,386(千円)
＞人とともに、歴史とともに、やさしく強いまち かしはら 362,780(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)
・農業農村整備事業
＞国営かんがい排水事業 第二十津川紀の川（20 市町村) 178,000(千円)
＞国営かんがい排水事業(国営農業用水再編対策事業)大和紀伊平野(一期)（20 市町村）
610,000(千円)
＞国営かんがい排水事業(国営農業用水再編対策事業)大和紀伊平野(二期)（20 市町村）
2,366,000(千円)
＞慈明寺町農村地域防災減災事業 59,000(千円)
・農業農村整備事業(補正予算)
＞国営かんがい排水事業 第二十津川紀の川（20 市町村) 50,000(千円)
＞国営かんがい排水事業(国営農業用水再編対策事業)大和紀伊平野(一期)（20 市町村）
160,000(千円)
＞国営かんがい排水事業(国営農業用水再編対策事業)大和紀伊平野(二期)（20 市町村）
670,000(千円)
＞農業水利施設保全合理化事業（橿原市・桜井市）67,000(千円)
・林野公共事業
＞森林環境保全整備事業 大和・木津川（奈良市・橿原市・御所市・斑鳩町・高取町）
43,000(千円)
＞森林環境保全整備事業 大和・木津川(造林関係分)（22 市町村）253,000(千円)
・林野公共事業(補正予算)
＞森林環境保全整備事業 大和・木津川(造林関係分)（22 市町村）42,000(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(35 基) 3,603(千円)
・生活基盤施設耐震化等交付金 2,671(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞橿原神宮 建造物修理保存 83,050(千円)
＞史跡等保存活用計画策定 市内遺跡名勝 3,500(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 4,506(千円)
＞橿原市今井町 重要伝統的建造物群保存地区・保存修理 25,300(千円)
＞橿原市今井町 文化財建造物等活用地域活性化 15,500(千円)
＞称念寺本堂 建造物保存修理 168,725(千円)
・史跡等購入費補助金
＞丸山古墳 史跡等買上げ 73,660(千円)
＞植山古墳 史跡等買上げ 21,065(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞耳成小学校・白橿北小学校・耳成西小学校・大成中学校地震強化、畝傍東幼稚園大規模改造
126,182(千円)
・伝統文化親子教室事業
＞箏親子教室 395(千円)

橿原市

・特別交付税 12 月 131,818(千円)
・特別交付税 3 月 836,766(千円)
・コミュニティ助成事業
＞見瀬町自治会 集会所内集会用備品及び自治会活動広報のための印刷機 2,500(千円)
＞一町自治会 会議用テーブル他コミュニティ活動備品の整備 2,500(千円)
＞飯高町飯高自治会 小餅切機他コミュニティ活動備品の整備 2,500(千円)
【平成 26 年度】
・河川事業
＞大和川総合水係環境整備事業（大阪府 13 市町村、奈良県 23 市町村）82,000(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)
＞国道 165 号大和高田バイパス（香芝市～橿原市区間）10,000(千円)
＞国道 24 号橿原地区歩道整備・拡幅 168,000(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)
＞国道 165 号防災・震災対策維持管理（香芝市～橿原市）400,000(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)
＞安心・安全で「すこやか」に暮らせるまちかしはら 360,389(千円)
＞人とともに、歴史とともに、やさしく強いまち かしはら 337,701(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)
＞安心・安全ですこやかに暮らせるまちかしはら 65,000(千円)
・農業農村整備事業
＞国営かんがい排水事業 第二十津川紀の川（20 市町村) 781,000(千円)
＞国営かんがい排水事業(国営農業用水再編対策事業)大和紀伊平野(一期)（20 市町村）
584,000(千円)
＞国営かんがい排水事業(国営農業用水再編対策事業)大和紀伊平野(二期)（20 市町村）
4,311,000(千円)
＞慈明寺町農村地域防災減災事業 40,000(千円)
・農業農村整備事業(補正予算)
＞慈明寺町農村地域防災減災事業 86,000(千円)
・林野公共事業(本予算)
＞森林環境保全整備事業 大和・木津川（奈良市・橿原市・御所市・斑鳩町・高取町）
30,000(千円)
＞森林環境保全整備事業 大和・木津川(造林関係分)（22 市町村）136,000(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞市内遺跡発掘調査等 5,780(千円)
＞橿原市今井町 重要伝統的建造物群保存地区・保存修理 4.700(千円)
＞橿原市今井町 文化財建造物等活用地域活性化 982(千円)
＞称念寺本堂 建造物保存修理 68,000(千円)

橿原市

＞史跡等保存活用計画策定 市内遺跡名勝 3,000(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(225 基) 3,823(千円)
・伝統文化親子教室事業
＞箏親子教室 368(千円)
＞橿原百人一首教室 442(千円)
・がんばる地域交付金 9,894(千円)
・特別交付税 12 月 152,518(千円)
・特別交付税 3 月 824,614(千円)
・コミュニティ助成事業
＞今井地区自治委員会 だんじり他コミュニティ活動備品の修繕 2,100(千円)
＞新賀自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500(千円)
＞山之坊町自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,900(千円)

【平成 25 年度】
・河川事業
＞大和川総合水係環境整備事業（大阪府 13 市町村、奈良県 23 市町村）122,000(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 165 号大和高田バイパス（香芝市～橿原市区間）10,000 千円)
＞国道 24 号橿原地区歩道整備・拡幅 312,000(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 165 号大和高田バイパス事前防災・減災対策維持管理（香芝市～橿原市区間）
140,000(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）
＞国道 165 号老朽化対策維持管理（香芝市～橿原市）4,000(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）
（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)
＞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)
＞高速 IC アクセス道路の整備による地域経済の活性化 730,209(千円)
＞安心・安全で快適な暮らしを支える水環境の整備 283,000(千円)
＞緑豊かな憩いの場の整備～橿原・かしはら～ 196,900(千円)
＞安心・安全のまちづくりと橿原市らしい快適で良好な住環境の整備 95,160(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)
＞災害に強く安全で安心な都市公園づくり～橿原・かしはら～(防災・安全) 10,000(千円)
・農業農村整備事業
＞慈明寺町農村地域防災減災事業 12,000(千円)
・農業農村整備事業(補正予算)
＞慈明寺町農村地域防災減災事業 20,000(千円)

橿原市

・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞建造物保存修理 称念寺本堂 72,250(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 11,100(千円)
＞重要伝統的建造物群保存地区・保存修理 今井町 22,000(千円)
・史跡等購入費補助金
＞史跡等買上げ 丸山古墳 20,755(千円)
＞史跡等買上げ 植山古墳 55,696(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(225 基) 932(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞畝傍北小学校・真菅小学校・光陽中学校地震補強 106,427(千円)
＞金橋小学校 太陽光発電等 12,664(千円)
・特別交付税 12 月 81,971(千円)
・特別交付税 3 月 888,050(千円)
・コミュニティ助成事業
＞金橋地区自治委員会 長胴太鼓他お祭り用備品の整備 2,500(千円)
＞高殿町自治会 会議用テーブル他コミュニティーセンター備品の整備 2,500(千円)
＞兵部町東町内会 脚折りたたみ式テーブル棚付他コミュニティーセンター備品の整備
2,500(千円)

