宇陀市

【平成 29 年度】
・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)
＞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)
＞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)
＞第二次宇陀川流域における公共用水域の水質保全に寄与する下水道整備の推進
40,000(千円)
＞宇陀市における水・みどりの保全を目指した公園づくり 12,000(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)
・直轄砂防事業
＞木津川水系名張川宇陀川室生口砂防堰堤工 16,100(千円)
・宇陀松山地区保存整備事業 28,350(千円)
・文化遺産総合活用推進事業
＞宇陀市文化遺産活用推進事業 3,873(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞室生寺
-弥勒堂建造物保存修理 16,200(千円)
-木造釈迦如来坐像他 5 件 美術工芸品保存活用整備 27,010(千円)
-木造如意輪観音坐像 美術工芸品保存修理 2,684(千円)
＞歴史活き活き史跡等総合活用整備 宇陀松山城跡 7,500(千円)
＞天然記念物緊急調査 オオサンショウウオ 1,000(千円)
＞天然記念物再生 向渕スズラン群落 1,120(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 2,250(千円)
＞地域の特色ある埋蔵文化財活用 市内埋蔵文化財 1,000(千円)
＞伝統的建造物群基盤強化 宇陀市松山 14,850(千円)
＞文化財建造物等活用地域活性化 宇陀市松山 6,000(千円)
・簡易水道等施設整備費
＞水道未普及地域解消事業 大宇陀田原 8,400(千円)
＞水道未普及地域解消事業（継続）榛原玉立・赤瀬 11,200(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(32 基) 3,810(千円)
・地方創生推進交付金
＞薬草プロジェクト推進事業 3,000(千円)
＞アントレプレナー育成循環事業 6,416(千円)
・伝統文化親子教室事業
＞宇陀百人一首 244(千円)
＞詩舞 407(千円)
・特別交付税 12 月 249,898(千円)
・コミュニティ助成事業
＞菟田野別所自治会 液晶テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,000(千円)

宇陀市

＞大王地区まちづくり協議会

コミュニティ活動備品の整備

2,500(千円)

【平成 28 年度】
・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)
＞第二次宇陀川流域における公共用水域の水質保全に寄与する下水道整備の推進(防災・安全)
20,000(千円）
＞水と緑・歴史と文化が共生するふれあい豊かなまち、みんなでつくる夢ある宇陀
40,339( 千 円 ）
＞宇陀市中心市街地活性化のまちづくり推進計画 58,824(千円）
＞観光県としての魅力向上とみどりの保全を目指した都市公園づくり（御所市・宇陀市）
1,068,881(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)
＞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)
＞観光県としての魅力向上とみどりの保全を目指した都市公園づくり（御所市・宇陀市）
405,000(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)
・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)
・簡易水道等施設整備費(本予算)
＞水道未普及地域解消事業(新設) 大宇陀田原他 16,674(千円)
＞水道未普及地域解消事業(新設) 菟田野松井 16,277(千円)
＞水道未普及地域解消事業(給水区域内無水源) 榛原玉立・赤瀬 27,591(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(新設) 大宇陀田原他 16,400(千円)
＞水道未普及地域解消事業(新設) 菟田野松井 30,600(千円)
＞水道未普及地域解消事業(給水区域内無水源) 榛原玉立・赤瀬 24,480(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(34 基) 3,535(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 森野旧薬園 1,190(千円)

宇陀市

＞歴史活き活き史跡等総合活用事業 宇陀松山城跡 2,700(千円)
＞天然記念物緊急調査 オオサンショウウオ 1,000(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 2,200(千円)
＞地域の特色ある埋蔵文化財活用 市内埋蔵文化財 1,000(千円)
＞伝統的建造物群基盤強化 宇陀市松山(調査) 2,317(千円)
＞伝統的建造物群基盤強化 宇陀市松山 8,196(千円)
＞文化財建造物等活用地域活性化 宇陀市松山 1,916(千円)
＞宇陀市文化遺産活性化事業 3,955(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞菟田野中学校、榛原中学校大規模改造 111,098(千円)
・特別交付税
＞12 月 160,535(千円)
＞3 月 950,608(千円)
・コミュニティ助成事業
＞三本松まちづくり協議会 物置他コミュニティ活動備品の整備 1,700(千円)
＞菟田野稲戸自治会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 2,500(千円)
＞伊那佐地区まちづくり協議会 テント他コミュニティ活動備品の整備 1,700(千円)
＞大宇陀政始まちづくり協議会 印刷機他コミュニティ活動備品の整備 2,500(千円)
＞向渕地区まちづくり協議会 草刈り機他コミュニティ活動備品の整備 2,000(千円)
【平成 27 年度】
・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)
＞宇陀川流域における公共用水域の水質保全に寄与する下水道整備の推進(防災・安全)
31,600(千円)
＞宇陀川流域における公共用水域の水質保全に寄与する下水道整備の推進 7,000(千円)
＞水と緑・歴史と文化が共生するふれあい豊かなまち、みんなでつくる夢ある宇陀
17,920(千円）
＞宇陀市中心市街地活性化のまちづくり推進計画 25,000(千円）
＞宇陀市地域住宅等整備計画 34,433(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)
・農業農村整備事業
＞農業基盤整備促進事業（桜井市・宇陀市) 21,000(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(造林関係分)（22 市町村）253,000(千円)
・林野公共事業(補正予算)

宇陀市

＞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)
・簡易水道等施設整備費
＞水道未普及地域解消事業 新設 14,291(千円)
＞水道未普及地域解消事業 新設 菟田野松井 17,324(千円)
＞水道未普及地域解消事業 給水区域内無水源 榛原玉立・赤瀬 28,381(千円)
＞簡易水道再編推進事業 統合簡易水道 室生中央 17,561(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞資料調査 片岡家文章 1,500(千円)
＞史跡等保存活用計画策定 森野旧薬園 1,000(千円)
＞歴史活き活き史跡等総合活用事業 宇陀松山城跡 3,375(千円)
＞天然記念物緊急調査 オオサンショウウオ 1,000(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 2,200(千円)
＞重要伝統的建造物群保存地区・保存修理 宇陀市松山伝統的建造物群保存地区
14,405(千円)
＞文化財建造物等活用地域活性化 宇陀市松山伝統的建造物群保存地区 1,834(千円)
＞伝統的建造物群保存対策調査 宇陀市松山伝統的建造物群保存地区 2,000(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞室生小学校改修 69,649(千円)
＞榛原西小学校・榛原中学校 地震補強・大規模改造 72,598(千円)
・文化遺産を活かした地域活性化事業
＞宇陀市文化遺産活性化事業 3,277(千円)
・伝統文化親子教室事業
＞宇陀百人一首教室 402(千円)
＞詩舞 402(千円)
・特別交付税 12 月 151,711(千円)
・特別交付税 3 月 1,020,507(千円)
・コミュニティ助成事業
＞本郷まちづくり協議会 一般コミュニティ活動に係る備品の整備 1,900(千円)
＞内牧地域まちづくり協議会 まちづくり協議会活動活性化のための備品整備 2,300(千円)
【平成 26 年度】
・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)
＞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）
1,455,226(千円)
＞みどりを保全・活用したまちづくりと観光県としての魅力の強化（9 市町村）
1,188,000(千円)
＞宇陀川流域における公共用水域の水質保全に寄与する下水道整備の推進(防災・安全)
19,000(千円)
＞宇陀川流域における公共用水域の水質保全に寄与する下水道整備の推進 7,000(千円)
＞水と緑・歴史と文化が共生するふれあい豊かなまち、みんなでつくる夢ある宇陀
209,427(千円）
＞宇陀市中心市街地活性化のまちづくり推進計画 23,575(千円）
＞宇陀市地域住宅等整備計画 19,584(千円)

宇陀市

・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
＞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)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞宇陀市松山伝統的建造物群保存地区買上げ 3,342(千円)
＞宇陀市松山伝統的建造物群保存地区保存修理 18,403(千円)
＞史跡等・登録記念物・歴史の道確保 3,650(千円)
＞史料調査 片岡家文章 1,500(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(256 基）2,190(千円)
・公立学校施設整備費負担金
＞室生小学校校舎統合 70,292(千円)
＞室生小学校体育館統合 88,763(千円)
・伝統文化親子教室事業
＞宇陀百人一首教室 442(千円)
＞詩舞 354(千円)
・がんばる地域交付金 48,698(千円)
・特別交付税 12 月 149,240(千円)
・特別交付税 3 月 1,022,188(千円)
・コミュニティ助成事業
＞小附一区自治会 冷蔵庫他コミュニティ活動備品の整備 2,400(千円)
＞おおうだ南部地域まちづくり協議会 テレビ他コミュニティ活動備品の整備 1,800(千円)
＞室生連合自治会 複合機他コミュニティ活動備品の整備 2,500(千円)
＞天満台西 2 丁目自治会 倉庫他コミュニティ活動備品の整備 1,100(千円)
＞古市場自治会 エアコン他コミュニティ活動備品の整備 2,500(千円)
【平成 25 年度】
・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)
＞宇陀川流域における公共用水域の水質保全に寄与する下水道整備の推進(防災・安全)
9,000(千円)
＞宇陀川流域における公共用水域の水質保全に寄与する下水道整備の推進
2,000(千円)
＞宇陀市地域住宅等整備計画 18,482(千円)
＞水と緑・歴史と文化が共生するふれあい豊かなまち、みんなでつくる夢ある宇陀
107,100(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)

宇陀市

＞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)
＞宇陀川流域における公共用水域の水質保全に寄与する下水道整備の推進(防災・安全)
11,000(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）12,000(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞史料調査 片岡家文章 1,500(千円)
＞史跡等・登録記念物・歴史の道確保 宇陀松山城跡 4,000(千円)
＞天然記念物再生 向淵スズラン群落 2,000(千円)
＞市内遺跡発掘調査等 2,750(千円)
＞重要伝統的建造物群保存地区保存修理 宇陀市松山伝統的建造物群保存地区
16,843(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業 6,563(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞榛原東小学校・室生中学校地震補強、大規模改造 107,685(千円)
＞榛原東小学校 改築・太陽光発電等 391,167(千円)
＞大宇陀小学校 太陽光発電等 18,726(千円)
＞榛原小学校 改築・太陽光発電等 569,890(千円)
・文化遺産を活かした地域活性化事業
＞宇陀市文化遺産を活用した地域活性化事業 475(千円)
・特別交付税 12 月 137,278(千円)
・特別交付税 3 月 1,079,089(千円)
・コミュニティ助成事業
＞菟田野佐倉自治会 エアコン他コミュニティセンター備品の整備 2,500(千円)
＞榛原萩乃里自治会 テレビ他コミュニティセンター備品の整備 1,900(千円)
＞榛原宮本自治会 太鼓台の修繕及び提灯ほかお祭り用備品の整備 2,500(千円)
＞室生連合自治会 座卓テーブル他コミュニティセンター備品の整備 2,500(千円)

