葛城市

【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)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞中之坊書院 保存修理 39,970(千円)
＞村井家住宅主屋及び内蔵 保存修理 56,000(千円)
＞村井家住宅主屋ほか 2 棟に防災・耐震対策重点強化 12,750(千円)
＞當麻寺
-當麻寺西塔 建造物保存修理 106,250(千円)
-綴織当麻曼陀羅図 美術工芸品保存修理 9,632(千円)
-乾漆四天王立像ほか一点 美術工芸品本修理 11,594(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 1,000(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)
＞大規模水害等に備えた総合的な流域減災対策(防災・安全）
（13 市町）133,000(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)
＞安心して健やかに暮らすための公園整備(防災・安全)（8 市町村）84,000(千円)
＞葛城市における市街地の良好な水環境の形成(防災・安全) 10,000(千円)
＞葛城市における市街地の良好な水環境の形成 60,00(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)
＞葛城山麓 農村地域防災減災事業 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)
・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 171,683(千円)
・地方創生推進交付金
＞相撲と広域連携を軸にした持続的なツアー商品形成事業 10,374(千円)
・特別交付税 56,220(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)
・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)

葛城市

＞第 2 期奈良県地域住宅等整備計画（39 市町村）788,430(千円)
＞安心して健やかに暮らすための公園整備(防災・安全)（8 市町村）99,000(千円)
＞葛城市のおける市街地の良好な水環境の形成(防災・安全) 3,000(千円)
＞葛城市のおける市街地の良好な水環境の形成 14,000(千円)
＞緑と潤いのある生活環境づくり 68,000(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）（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)
＞大規模水害等に備えた総合的な流域減災対策(防災・安全)(13 市町村) 79,000(千円)
＞葛城市のおける市街地の良好な水環境の形成(防災・安全) 2,000(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（19 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)
・林野公共事業
＞森林環境保全整備事業 大和・木津川(造林関係分)（22 市町村）241,000(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）93,000(千円)
・自然環境整備交付金
＞奈良自然環境整備計画、室生赤目青山国定公園、金剛生駒紀泉国定公園、
大和青垣国定公園、近畿自然歩道（11 市町村）事業費 40,980(千円)うち国費 18,441(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞新庄小学校、忍海小学校、新庄北小学校、磐城小学校、當麻小学校の大規模改造、
磐城小学校付属幼稚園改築 92,227(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞村井家住宅主屋及び内蔵 保存修理 78,200(千円)
＞當麻寺
-当麻寺本堂 2,500(千円)
-綴織当麻曼陀羅図 美術工芸品保存修理 4,074(千円)
-乾漆四天王立像(所在金堂)ほか一件 美術工芸品本修理 8,349(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 1,000(千円)
・文化遺産を活かした地域活性化事業
＞太田秋の例大祭保存継承事業 6,645(千円)
・先導的官民連携支援事業
＞葛城市新町スポーツゾーン事業における PEI 事業手法検討等委託 19,980(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞リサイクルセンター、剪定枝等破砕堆肥化施設、熱回収施設、有機性廃棄物リサイクル推進
施設 336,134(千円)
・特別交付税
＞12 月 86,396(千円)
＞3 月 950,608(千円)

葛城市

【平成 27 年】
・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
＞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)
＞大規模水害等に備えた総合的な流域減災対策(防災・安全)（12 市町村）578,000(千円)
＞観光振興と地域の魅力創造（15 市町村）1,194,662(千円)
＞観光振興と地域の魅力創造（9 市町村）10,000(千円)
＞葛城市における市街地の良好な水環境の整備 8,000(千円)
＞葛城山麓周辺地区都市再生整備計画 416,000(千円)
＞緑と潤いのある環境づくり 100,000(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）（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)
＞大規模水害等に備えた総合的な流域減災対策(防災・安全)(12 市町村) 23,000(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) 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)
・林野公共事業
＞森林環境保全整備事業 大和・木津川(造林関係分)（22 市町村）253,000(千円)
＞農村地域防災減災事業 野田谷池 36,000(千円)
・自然環境整備交付金
＞奈良自然環境整備計画、室生赤目青山国定公園、金剛生駒紀泉国定公園、
大和青垣国定公園、近畿自然歩道（9 市町村）事業費 56,700(千円)うち、国費 25,515(千円)
・国宝重要文化財保存等保存整備費補助金
＞村井家住宅主屋及び内蔵 保存修理 33,490(千円)
＞當麻奥院本堂ほか 2 棟 建造物防災施設等 28,770(千円)
＞當麻奥院本堂及び方丈 建造物保存修理 31,145(千円)
＞當麻寺
-綴織当麻曼陀羅図 美術工芸品保存修理 14,492(千円)
-乾漆四天王立像(所在金堂)ほか一件 美術工芸品本修理 11,401(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 1,000(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞新庄北小学校大規模改造 2,989(千円)
＞新庄北小学校付属幼稚園大規模改造 12,003(千円)
・文化遺産を活かした地域活性化事業
＞菅原神社禮大祭の保存伝統と地域活性化事業 6,211(千円)
・特別交付税 12 月 44,866(千円)

葛城市

・特別交付税 3 月 590,056(千円)
・コミュニティ助成事業
＞林堂本郷自治会 コミュニティセンターの建築

15,000(千円)

