桜井市

【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)
・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)
＞良質な都市の水環境の保全(防災・安全）15,000(千円)
＞良質な都市の水環境の保全 95,000(千円)
＞桜井駅前整備事業 11,500(千円)
＞都市環境の向上を目指す公園づくり 10,000(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)
＞農村地域防災減災事業 玉池 2,000(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)
・自然環境整備交付金
＞奈良県自然環境整備計画（9 市町村） 事業費 55,087(千円)、国費 24,789(千円)
・地域居住機能再生推進事業
＞大福駅前整備事業 106.764(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費
＞纒向遺跡保全整備 5,000(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 7,400(千円)
・史跡等購入費
＞墓古墳周濠 76,000(千円)
＞吉備池廃寺跡 26,000(千円)
・鳥見山公園整備事業 1,000(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業（30 基）3.755(千円)

・自然公園等事業費
＞奈良県自然環境整備計画、室生赤目青山国定公園、金剛生駒紀泉国定公園、
大和青垣国公園、近畿自然歩道（9 市町村）55,087(千円)うち、国費 24,789(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞桜井市学校給食センター改築・太陽光発電等 228,826(千円)
・地域居住機能再生推進事業
＞近鉄大福駅周辺地区 29,440(千円)
・空き家対策総合支援事業 77,441(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

桜井市

（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)
・特別交付税 12 月 102,016(千円)
・コミュニティ助成事業
＞瀧倉区 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,300(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)
＞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)
＞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）170,000(千円)
＞都市環境の向上を目指す公園づくり(防災・安全) 10,000(千円)
＞良質な都市の水環境の保全(防災・安全)（第二次）30,000（千円）
＞良質な都市の水環境の保全(第二次) 74,100（千円）
＞桜井駅周辺の都市機能強化による、多世代がにぎわう利便性の高い中心街地の形成
23,500（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)
＞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)
・農業農村整備事業(本予算)
＞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)
＞農業水利施設保全合理化事業（橿原市・桜井市）19,000(千円)
・農業農村整備事業(補正予算)
＞農業基盤整備促進事業（桜井市・宇陀市）29,000 (千円)
＞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(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)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(30 基) 3,266(千円)

桜井市

・地域居住機能再生推進事業
＞近鉄大福駅周辺地区 29,440(千円)
・空き家対策総合支援事業(本予算) 77,441(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費(本予算)
＞歴史活き活き史跡等総合活用事業 纒向遺跡史跡整備事業
＞市内遺跡発掘調査等 8,000(千円)
＞指定文化財管理 天王山古墳、山田寺跡 1,021(千円)
・史跡等購入費補助金
＞纏向遺跡史跡等買上げ 52,000(千円)
＞吉備池廃寺跡等買上げ 39.557(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞桜井西中学校大規模改造 9,336(千円)
・伝統文化親子教室事業
＞伝統文化茶道親子教室 356(千円)
＞竹林野点教室 356(千円)
・特別交付税
＞12 月 86,616(千円)
＞3 月 942,328(千円)
・コミュニティ助成事業
＞大福北区自治会 放送設備他コミュニティ活動備品の整備
＞大豆越区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備

25,000(千円)

2,500(千円)
2,500(千円)

【平成 27 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）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)
＞良質な都市の水環境の保全(防災・安全) 10,000(千円)
＞良質な都市の水環境の保全 79,400(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)
＞農業基盤整備促進事業（桜井市・宇陀市) 21,000(千円)
・農業農村整備事業(補正予算)

桜井市

＞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)
・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)
・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)
・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(23 基) 3,053(千円)
・簡易水道等施設整備費
＞簡易水道再編推進事業統合整備 笠・小夫 31,548(千円)
＞水道未普及地域解消事業 竜谷 36,904(千円)
・生活基盤施設耐震化等交付金 1,165(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞史跡等保存活用計画策定 纒向遺跡 2,800（千円）
＞歴史活き活き史跡等総合活用整備 纒向遺跡史跡整備事業 3,750(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 6,600(千円)
＞指定文化財管理 天王山古墳、山田寺跡 1,021(千円)
＞片岡家 資料調査 15,000(千円)
＞建造物群保存修理 長谷寺本堂及び仁王門 50,000(千円)
・史跡等購入費補助金
＞史跡等買上げ 纒向遺跡 28,000(千円)
＞史跡等買上げ 吉備池廃寺跡 23,512(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞安倍小学校・桜井西中学校防災機能強化、桜井西幼稚園地震補強 24,036(千円)
・伝統文化親子教室事業
＞奈良県子ども観光大使 338(千円)
＞なら竹教室 402(千円)
＞伝統文化茶道親子教室 402(千円)
・特別交付税 12 月 73,619(千円)
・コミュニティ助成事業
＞初瀬馳向区自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,300(千円)
＞大西区 発電機他コミュニティ活動備品の整備 2,200(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)
・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)

桜井市

＞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)
＞良質な都市の水環境の保全(防災・安全) 7,000(千円)
＞良質な都市の水環境の保全 45,000(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)
・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)
＞農業基盤整備促進事業（桜井市、宇陀市）14,000(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）136,000(千円)
・自然環境整備交付金
＞奈良自然環境整備計画、金剛生駒紀泉国定公園、大和青垣国定公園、近畿自然歩道
（8 市町）事業費 22,000(千円)うち、国費 9,900(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(118 基)1,940(千円)
・簡易水道等施設整備費
＞簡易水道再編推進事業統合整備 笠・小夫 11,166(千円)
＞簡易水道再編推進事業統合整備 竜谷 9,240(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞史跡等保存管理計画策定 纒向遺跡 1,500(千円)
＞建造物群保存修理 長谷寺及び仁王門 1,000(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 11,700(千円)
＞指定文化財管理 山田寺跡ほか 1,022(千円)
・史跡等購入費補助金
＞吉備池廃寺跡等買上げ 22,279(千円)
・伝統文化親子教室事業
＞桜井市子ども観光大使教室 353(千円)
＞伝統文化茶道親子教室 357(千円)
・がんばる地域交付金 20,167(千円)
・特別交付税 12 月 63,787(千円)
・特別交付税 3 月 961,540(千円)
・コミュニティ助成事業
＞忍阪区 アンプ他コミュニティ活動備品の整備 2,500(千円)
＞岩坂区 複合機他コミュニティ活動備品の整備 1,300(千円)
＞大福・吉備区会 テント他コミュニティ活動備品の整備 2,500(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)
・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)

桜井市

＞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)
＞良質な都市の水環境の保全(防災・安全) 13,000(千円)
＞良質な都市の水環境の保全 67,000(千円)
＞桜井市地域住宅整備計画 13,863(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)
・農業農村整備事業(補正予算)
＞農業基盤整備促進事業（桜井市・宇陀市）12,000(千円)
＞農業基盤整備促進事業 8,000(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 10,250(千円)
＞指定文化財管理 山田寺跡他 1,022(千円)
＞吉備池廃寺跡 27,904(千円)
・史跡等購入費補助金
＞纏向遺跡史跡買上げ 18,760(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞廃棄物処理施設基幹的設備改良事業、浄化槽設置整備事業(118 基)、
長寿命化計画策定支援事業 30,409(千円)
・地域文化遺産を活用した地域活性化事業 3,099(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞桜井西中学校大規模改修事業 9,250(千円)
・特別交付税 12 月 62,176(千円)
・特別交付税 3 月 949,977(千円)

・コミュニティ助成事業
＞高家区 エアコン他コミュニティセンター備品の整備 1,400(千円)
＞高田区自治会 テレビ他コミュニティセンター備品の整備 1,600(千円)
＞和田区 エアコン他コミュニティセンター備品の整備 2,500(千円)

