吉野町

【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)
＞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)
＞吉野町における快適で活力のある暮らしの実現 10,000(千円）
・林野公共事業
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)（7 市町村）227,000(千円)
＞保安林整備事業 六田 2,000（千円）／ 喜佐谷 6,000(千円)
＞緊急予防治山事業 樫尾 30,000（千円）／ 楢井 30,000(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽施設整備(105 基) 3,111(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 宮滝遺跡 4,090(千円)
＞指定文化財管理（国有文化財管理）妹山樹叢 339(千円)
・自然公園等事業費
＞奈良県自然環境整備計画吉野熊野国立公園（吉野町・天川村・下北山村・上北山村）
事業費 7,000(千円)うち、国費 3,500(千円)
＞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）55,087(千円)うち、国費 24,789(千円)
・コミュニティ助成事業
＞国栖地区自治協議会 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)
＞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)
＞吉野町における快適で活力ある暮らしの実現(第二次) 8,000(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)
＞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)

吉野町

・林野公共事業(本予算)
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)(7 市町村) 336,000(千円)
＞保安林整備事業 六田 8,000(千円）／ 喜佐谷 6,000(千円）
＞緊急予防治山事業 樫尾 38,000(千円）
・林野公共事業(補正予算)
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)(7 市町村) 130,000(千円)
＞緊急予防治山事業 楢井 24,000(千円)
・自然環境整整備交付金
＞吉野熊野国立公園（吉野町・天川村・下北山村・上北山村）
事業費 21,300(千円)うち、国費 10,850(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 宮滝遺跡 2,300(千円)
＞指定文化財管理（国有文化財管理）姉山樹叢 339(千円)
・学校施設環境改善交付金
＞明日香小学校・聖徳中学校・明日香幼稚園大規模改造 25,319(千円)
・文化遺産を活かした地域活性化事業
＞世界遺産吉野大峯活性化事業 17,881(千円)
・伝統文化親子教室事業
＞吉野町伝統文化和装礼法親子教室 356(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)
＞吉野町における快適で活力のある暮らしの実現 10,000(千円)
＞安心して健やかに暮らすための公園整備(防災・安全)
（大和高田市・大和郡山市・天理市・広陵町・吉野町） 99,000(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)
＞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)
・林野公共事業
＞保安林整備事業 六田 10,000(千円) ／ 喜佐谷 4,000(千円)
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)（7 市町村） 353,000(千円)
・林野公共事業(補正予算)
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)（7 市町村） 59,000(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 宮滝遺跡 1,300(千円)
＞指定文化財管理（国有文化財管理）姉山樹叢 339(千円)

吉野町

＞重文木造蔵王権現立像（安禅寺旧本尊）美術工芸品保存修理事業 120(千円)
＞吉水神社書院の建造物保存修理に 64,400(千円)
＞文化財保存事業費 金峯山寺 木造金剛力士立像 5,970(千円)
＞指定文化財管理（国有文化財管理）姉山樹叢 339(千円)
・簡易水道等施設整備
＞簡易水道再編推進事業統合整備 吉野山 116,031(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業（21 基）639(千円)
・伝統文化親子教室事業
＞吉野町伝統文化和装礼法親子教室 402(千円)
・文化遺産を活かした地域活性化事業
＞世界遺産吉野大峯活性化事業 13,100(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)
＞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)
＞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)
＞吉野町地域住宅整備計画 5,400（千円）
＞吉野町における快適で活力のある暮らしの実現 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）445,699(千円)
・林野公共事業
＞森林環境保全整備事業(造林関係分)（7 市町村）190,000(千円)
＞保安林整備事業 六田 10,000(千円)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞指定文化財管理（国有文化財管理）姉山樹叢 339(千円)
＞木造蔵王権現立像（蔵王堂安置）美術工芸品保存修理事業 9,372(千円)
・伝統文化親子教室事業
＞吉野町伝統文化和装礼法親子教室 424(千円)
・がんばる地域交付金 58,922(千円)
・特別交付税 3 月 290,415(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)
＞奈良県地域住宅等整備計画（24 市町村） 745,952(千円)
＞吉野町における快適で活力ある暮らしの実現 17,000(千円)
＞吉野町地域住宅等整備計画に 11,016(千円)

吉野町

・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)
＞健やかに暮らせるまちづくりを目指した、安全で安心な都市公園の整備(防災・安全)
（8 市町村）50,000(千円)
・国立公園等整備費
＞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)
・国宝重要文化財等保存整備費補助金
＞金峯山寺木造蔵王権現立像 美術工芸品保存修理 8,824(千円)
＞指定文化財管理（国有文化財管理）姉山樹叢 339(千円)
・文化財を活かした地域活性化事業
＞吉野町文化遺産記録作成、活用事業 6,343(千円)
・循環型社会形成推進交付金
＞浄化槽設置整備事業(203 基) 924(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 58,238(千円)

