高取町

【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)
＞高取町の快適な暮らしを実現する下水道整備の推進 35,000(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)
・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・高取町・橿原市・御所市・斑鳩町)
72,000(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞歴史活き活き史跡等総合活用整備 与楽古墳群に 5,000（千円）
＞町内遺跡の発掘調査等に 1,875（千円）
＞指定文化財管理（国有文化財管理）市尾墓山古墳・宮塚古墳 180（千円）
・史跡等購入費補助金
＞史跡等買上げ（直接買上げ）与楽古墳群に 8,800（千円）
・地方創生推進交付金
＞土佐街道周辺及び高取城跡周辺地区まちづくり事業 6,000(千円)
・浄化槽設置整備事業(15 基） 1,933(千円）
・コミュニティ助成事業
＞谷田大字自治会 和太鼓他コミュニティ活動備品の整備 2,500(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(本予算)
＞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)
＞壺阪山駅周辺地区都市再生整備計画に 15,600（千円）
＞高取町の快適な暮らしを実現する下水道整備の推進 25,000(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）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)

高取町

・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)
・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)
＞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)
＞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）
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(15 基) 1,933(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞歴史活き活き史跡等総合活用整備 与楽古墳群 10,000（千円）
＞町内遺跡の発掘調査等に 2,000（千円）
＞指定文化財管理（国有文化財管理）市尾墓山古墳他 180（千円）
・学校施設環境改善交付金
＞高取町学校給食センター増築・改築 58,402(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)
・コミュニティ助成事業
＞高取町自治会 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】
・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)
＞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)
＞壺阪山駅周辺地区都市再生整備計画に 30,000（千円）
＞高取町の快適な暮らしを実現する下水道整備の推進 19,000(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）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)

高取町

・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)
・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）
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（10 基）1,325(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞歴史活き活き史跡等総合活用整備 与楽古墳群 7,500（千円）
＞町内遺跡発掘調査等 2,400（千円）
＞指定文化財管理 市尾墓山古墳 180（千円）
・史跡等購入費補助金
＞史跡等買上げ 与楽古墳群 16,000（千円）
・コミュニティ助成事業
＞グリーンタウン自治会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,800(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)
＞奈良県地域住宅等整備計画（24 市町村）322,276(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)
＞高取町の快適な暮らしを実現する下水道整備の推進 19,000(千円)
＞壺阪山駅周辺地区都市再生整備計画 26,400（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)
・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）
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
＞史跡等・登録記念物・歴史の道保存整備 与楽古墳群 2,700(千円)

高取町

＞町内遺跡発掘調査等 2,700(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(50 基) 1,325(千円)
・特別交付税 3 月 141,102(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)
＞壺阪山駅周辺地区都市再生整備計画 4,000（千円）
＞高取町の快適な暮らしを実現する下水道整備の促進 14,000(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）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)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞町内遺跡発掘調査等 3,000(千円)
＞指定文化財管理 市尾墓山古墳・宮塚古墳 180(千円)
・史跡等購入費補助金
＞史跡等買上げ 与楽古墳群 32,000(千円)
・浄化槽設置整備事業
＞浄化槽設置整備事業(50 基) 897(千円）
・コミュニティ助成事業
＞高取町 アルミステージの整備 2,500(千円)
＞大字松山自治会 集会所建設 15,000(千円)

