十津川村

【平成 29 年度】
・一般国道
＞国道１６８号 十津川道路改築 2,070,000(千円)
＞国道１６８号 五條新宮道路（風屋川津・宇宮原工区）改築
＞国道１６８号 長殿道路改築 450,000(千円)
・直轄事業
＞林道平谷竹筒線 猿飼橋修繕 90,000(千円)
・地方創生道整備推進交付金
＞人自然の共生を目指す森林づくり計画 8,000(千円)
・社会資本整備総合交付金

100,000(千円)

＞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)
＞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)971,910(千円)
・林野公共事業
＞直轄治山事業（五條市・十津川村・天川村・野迫川村）1,448,000(千円)
＞森林環境保全整備事業（下北山村・上北山村・十津川村・天川村・野迫川村）
101,000(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)（下北山村・上北山村・
十津川村・天川村・野迫川村）250,000(千円)
＞復旧治山事業 杉清小井谷 60,000(千円)
＞水源森林再生対策事業 10,000(千円)
・紀伊山系直轄砂防事業
＞砂防堰堤の整備 長殿谷砂防堰堤群 砂防堰堤工 330,000(千円)
＞砂防堰堤の整備 栗平川砂防堰堤群 砂防堰堤工 520,000(千円)
＞砂防堰堤の整備 神納川砂防堰堤群 砂防堰堤工 150,000(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞十津川第一小学校 体育館 防災機能強化 4,322(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 7,747(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）2,574(千円)
【平成 28 年度】
・一般国道
＞国道１６８号 十津川道路改築 1,610,000(千円)
＞国道１６８号 五條新宮道路（風屋川津・宇宮原工区）改築
＞国道１６８号 長殿道路改築 140,000(千円)
・直轄国道(補正予算)
＞国道１６８号 十津川道路 517,000(千円)
＞国道１６８号 長殿道路 295,000(千円)
・地方創生道整備推進交付金

100,000(千円)

十津川村

＞人と自然の共生を目指す森林づくり計画 2,000(千円)
・直轄事業
＞林道平谷竹筒線 猿飼橋修繕 40(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)
・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)
・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)
・直轄砂防事業
＞特定緊急砂防 排水路工 長殿地区 長殿 865,000(千円)
＞特定緊急砂防 排土工 栗平地区 内原 347,000(千円)
・林野公共事業
＞直轄治山事業（五條市・十津川村・天川村・野迫川村）1,548,000(千円)
＞森林環境保全整備事業（天川村・野迫川村・十津川村・下北山村・上北山村）
24,000(千円)
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)（天川村・野迫川村・十津川村・
下北山村・上北山村）369,000(千円)
＞復旧治山事業 山手谷 33,000(千円)
＞復旧治山事業 上野池河津谷 23,000(千円)
・林野公共事業(補正予算)
＞直轄治山事業（五條市・天川村・十津川村・野迫川村）100,000(千円)
＞森林環境保全整備事業（天川村・野迫川村・十津川村・下北山村・上北山村）
32,000(千円)
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)（天川村・野迫川村・十津川村・
下北山村・上北山村）143,000(千円)
・簡易水道等施設整備費
＞水道未普及地域解消事業 平谷 81,920(千円)
・簡易水道等施設整備費(補正予算)
＞水道未普及地域解消事業 平谷 48,163(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業（26 基）1,872(千円)
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【平成 2７年度】
・一般国道(直轄)
＞国道 168 号 十津川道路改築 180,000(千円)
＞国道 168 号 五條新宮道路（風屋川津・宇宮原工区）改築 100,000(千円)
＞国道 168 号 長殿道路改築 140,000(千円)
＞国道 169 号 奥瀞道路（Ⅱ期）改築 1,160,000(千円)
＞国道 168 号 五條新宮道路（川津道路）改築 770,000(千円)
・一般国道(補正予算)
＞国道 168 号 五條新宮道路（川津道路）改築 100,000(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)
・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)
・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)
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)（天川村・野迫川村・十津川村・
下北山村・上北山村）65,000(千円)
・道整備交付金
＞人と自然の共生を目指す森林づくり計画 10,000(千円)
・直轄砂防事業
＞特定緊急砂防 熊野川 長殿谷 排土工 445,000(千円)
＞特定緊急砂防 熊野川 栗平川 砂防堰堤工 830,000(千円)
・直轄砂防事業(補正予算)
＞特定緊急砂防 排水路工 長殿地区 350,000(千円)
＞特定緊急砂防 砂防堰堤工 栗原地区 600,000(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（天川村・野迫川村・十津川村・
下北山村・上北山村）18,000(千円)
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)（天川村・野迫川村・十津川村・
下北山村・上北山村）387,000(千円)
＞復旧治山事業 杉清小井谷 50,000(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)
・簡易水道等施設整備費
＞水道未普及地域解消事業 小原 74,054(千円) / 平谷 52,252(千円)
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・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(26 基) 2,704(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞十津川第二小学校
屋内教育環境、防災機能強化、単独校調理場

47,497(千円)

【平成 2６年度】
・一般国道(直轄)
＞国道 168 号十津川道路改築 540,000(千円)
＞国道 168 号五條新宮道路改築 50,000(千円)
＞国道 168 号長殿道路改築 140,000(千円)
＞国道 169 号奥瀞道路(Ⅱ基)改築 1,535,000(千円)
＞国道 168 号五條新宮道路(川津道路)改築 1,200,000(千円)
・一般国道(直轄)(補正予算)
＞国道 168 号五條新宮道路(川津道路)改築 380,000(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)
・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 熊野川 長殿谷 排土工 600,000(千円)
＞特定緊急砂防 熊野川 栗平川 砂防堰堤工 1,200,000(千円)
＞激特通常 院宮川 大畑瀞 渓流保全工 重里 100,000(千円)
・直轄砂防事業(補正予算)
＞特定緊急砂防 熊野川 栗平川 砂防堰堤工 550,000(千円)
・地すべり対策事業
＞地すべり激甚災害対策特別緊急 アンカーエ 小井 93,000(千円)
＞地すべり激甚災害対策特別緊急 押さえ盛土工 宇宮原 70,000(千円)
＞地すべり激甚災害対策特別緊急 押さえ盛土工 折立 564,000(千円)
＞地すべり激甚災害対策特別緊急 アンカー工 今西 62,000(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・野迫川村・十津川村）1,398,000(千円)
＞森林環境保全整備事業（天川村・野迫川村・十津川村・
下北山村・上北山村）1,000(千円)
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)（天川村・野迫川村・十津川村・
下北山村・上北山村）208,000(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 熊野参詣道小辺路 1,553(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(130 基) 2,543(千円)
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・がんばる地域交付金 84,747(千円)
・特別交付税 61,252(千円)
・コミュニティ助成事業
＞武蔵青年会 やぐら他コミュニティ活動備品の整備

1,200(千円)

【平成 25 年度】
・一般国道(直轄)
＞国道 168 号十津川道路改築 540,000(千円)
＞国道 168 号五條新宮道路改築 50,000(千円)
＞国道 168 号長殿道路改築 140,000(千円)
＞国道 169 号奥瀞道路(Ⅱ基)改築 1,540,000(千円)
＞国道 168 号川津道路改築 970,000(千円)
・一般国道(直轄)(補正予算)
＞国道 169 号奥瀞道路(Ⅱ基)改築 300,000(千円)
・道整備交付金(補正予算)
＞心身再生の郷づくり計画 10,000(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)
＞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)
・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)
＞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)
・直轄砂防事業
＞特定緊急砂防 長殿 砂防堰堤工 817,000(千円)
＞特定緊急砂防 滝川 栗平 砂防堰堤工 636,000(千円)
＞激特通常 新宮川 大畑瀞 渓流保全工 30,000(千円)
・直轄砂防事業(補正予算)
＞特定緊急砂防 熊野川 長殿谷 排土工 260,000(千円)
・地すべり対策事業
＞地すべり激甚災害対策特別緊急 アンカーエ 小井 55,000(千円)
＞地すべり激甚災害対策特別緊急 押さえ盛土工 宇宮原 294,000(千円)
＞地すべり激甚災害対策特別緊急 押さえ盛土工 折立 310,000(千円)
＞地すべり激甚災害対策特別緊急 アンカー工 今西 88,000（千円）
・地すべり対策事業
＞地すべり激甚災害対策特別緊急 押さえ盛土工 宇宮原 10,000(千円)
＞地すべり激甚災害対策特別緊急 押さえ盛土工 折立 70,000(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 熊野参詣道小辺路ほか 7,553(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(130 基) 2,427(千円)
・国立公園等整備費
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＞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)

