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事業実施計画の概要  

１ 実施計画の目的  

実施計画は「第４次広陵町総合計画基本構想（平成２４

年度～平成３３年度）」に定めた将来像の実現を目指し、「後

期基本計画（平成２９年度～平成３３年度）に掲げた政策

目標と施策を達成するため、主要な事業を位置づけるもの

で、計画期間における予算編成方針の基本方針となる計画

を策定するものです。  

 

２ 実施計画の期間  

実施計画の期間は、事業を効率的に推進するため、平成

２９年度～平成３１年度の３か年とし、毎年見直しを図る

ローリング方式とします。  

 

３ 実施計画の対象事業  

実施計画における対象事業は、町が特に必要とする事業

を掲げており、単年度で１事業あたり積算価格が概ね５０

万円を超えるものを対象とし、「法律等で実施又は負担が定

められているもの」や「各種団体への負担金、義務的な補

助金、保守管理費用等の固定経費的なもの」は対象事業か

ら除いています。  

 

 

４ 事業の分類  

第４次総合計画は１～６までの政策目標と、政策目標の

下に５～６の施策から構成しています。  

 この施策ごとに実施計画を作成しておりますが、施策の中

には３か年で執行しない、もしくは少額である事業があるた

め、すべての施策において実施計画を計上しているわけでは

ありません。また、施策項目がまたがる場合においては、備

考欄に「再掲」と記しています。  

 

５ 予算編成との関係  

  平成２９年度から平成３１年度までの３か年の事業費を

見込みましたが、事業費と事業内容については、事業内容

を具体的な実施段階まで調整したものではなく、それらの

事業実施及び事業費の全てを担保するものではありません。 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 500 500 500

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 500 500 500

事業費 322 322 322

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 322 322 322

事業費 7,600 0 0

(国県支出金) 3,800

(地方債)

(その他)

(一般財源) 3,800

事業費 1,000 0 0

(国県支出金) 500

(地方債)

(その他)

(一般財源) 500

第１章「住みよい美しい安全な環境づくり」

　１　環境保全の推進

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

不法投棄物撤去委託
大口な産業廃棄物の不法投棄による処分業
務

産業廃棄物の撤去及び処理費用 生活環境課

クリーンキャンペーン
町民参加による河川清掃及び町内清掃ボラン
ティア事業

各種消耗品及び損害保険料 生活環境課

空家対策計画策定業務
委託

適正に管理が行われていない空き家が、防
災、衛生等の面で地域住民の生活環境に影
響を及ぼしていることから、実態調査の結果を
基に今後の対策等を示した計画を策定する。

実態調査をもとにした空家等対策
計画策定、空家対策協議会設立

生活環境課

不法投棄及び違法看板
行為者特定用監視カメ
ラ導入事業

移動式監視カメラを設置して、町内の不法投
棄及び違法看板の撲滅、環境保全の向上を
図る。

不法投棄監視カメラの購入及び設
置

生活環境課

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 2,592 0 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 2,592

事業費 0 17,000 0

(国県支出金) 5,600

(地方債)

(その他)

(一般財源) 11,400

事業費 28,417 28,417 28,417

(国県支出金)

(地方債)

(その他) 620 620 620

(一般財源) 27,797 27,797 27,797

事業費 4,000 0 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 4,000

生活環境課

第１章「住みよい美しい安全な環境づくり」

　２　環境衛生の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

石塚古墳調整池整備工
事

集中豪雨等の大雨に備え、地盤の安定化及
び洪水等の災害対策を図る。

石塚霊園及び周辺町有地の排水
用調整池の整備工事

生活環境課
※墓地事業特
別会計

担当課 備考

斎場火葬炉修繕
現在の火葬場は昭和58年に建設され、経年
使用によるメンテナンスを行うもの。

1.　火葬炉耐火材修繕
2.　3号炉炉内台車修繕
3.　3号炉火葬炉設備機器修繕

山辺・県北西部広域環
境衛生組合運営負担金

H28年度設立された広域組合（１０市町村：大
和高田市・天理市・山添村・三郷町・安堵町・
川西町・三宅町・上牧町・広陵町・河合町）でご
み焼却施設及びリサイクル施設の建設・運営
し、H35年度稼働を目指して事業を実施する。

・広域組合への負担金拠出
　（運営に対する負担金・地元振興
基金の負担金）
・環境影響評価、DBO及びPFI導入
可能性調査、都市計画決定支援の
業務

新清掃施設
建設準備室

・各年度のごみ処理
量により負担金が
決定される。
・奈良モデル補助金
を予定しているが金
額は現地点での数
値であるので、確定
ではない。

一般廃棄物処理基本計
画策定事業

広域組合において、H28年度中に「ごみ処理
基本計画」を策定する中、それに伴い各市町
村においても、廃棄物処理法第６条第１項の
規定により、ごみ処理の広域化に向け、現在
の経済社会状況やごみ量の変化などを的確
に反映した計画を策定する。

・ごみ処理の現状及び課題
・基本方針及び減量化目標の設定
・ごみの排出抑制のための方策
・分別収集計画
・ごみの適正処理計画
・ごみ処理施設等整備計画の概要
・計画の推進　　　　　　　　　　　等

新清掃施設
建設準備室

・H28年度に広
域で策定される
計画を参考に
する。

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 - 4 -



年度 29年度 30年度 31年度

事業費 300 300 300

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 300 300 300

事業費 1,800 1,800 1,800

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 1,800 1,800 1,800

第１章「住みよい美しい安全な環境づくり」

　２　環境衛生の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

家庭用生ごみ処理機等
設置費補助金

生ごみの減量化を促進するとともに、ごみに
対する町民意識の向上を図るため、家庭用生
ごみ処理機又はＥＭ菌生ごみ処理容器を設置
する者に対し、補助金を交付する。
＊EM＝Effective　Microorganisms（有用微生
物群）

処理容器等（生ごみ処理機、コンポ
スト、ＥＭ容器）を購入し、家庭内で
生ごみを自家処理される方に購入
費用の一部を補助する。

クリーンセン
ター

再生資源集団回収助成
金

再生利用が可能な古紙等の集団回収活動を
自主的に行う団体に対し、助成金を交付する
ことにより、その活動の活性化を図り、ごみの
減量化と資源の有効利用に役立てる。

自治会、子供会等地域住民で組織
する、営利を目的としない団体に対
し助成金を交付する。

クリーンセン
ター

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 71,800 30,000 20,000

(国県支出金) 18,000 10,000 5,000

(地方債) 34,800 20,000 15,000

(その他)

(一般財源) 19,000

事業費 246,800 0 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 246,800

事業費 400,000 400,000 400,000

(国県支出金) 99,230 85,885 89,315

(地方債)

(その他) 68,412 71,748 70,890

(一般財源) 232,358 242,367 239,795

事業費 22,860 22,860 15,240

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 22,860 22,860 15,240

第１章「住みよい美しい安全な環境づくり」

　３　上・下水道の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

都市水環境整備下水道
事業

快適で潤いのある生活環境を確保するために
未整備地区の普及促進に努めるとともに、下
水道長寿命化計画に基づいて管渠の改築を
実施する。

H29　管渠布設工事、改築工事
H30　管渠布設工事、改築工事
H31　管渠布設工事、改築工事

施設整備課
※下水道事業
会計

真美ヶ丘配水場整備事
業

真美ヶ丘配水場内の配水池等の補修工事及
び場内配管の耐震化工事を実施する。

H29　受水槽の修繕等、自家発電
設備、場内配管の耐震化工事

施設整備課
※水道事業会
計

水道管路耐震化推進事
業

重要給水施設配水管の更新
H29　管延長＝2,750ｍ
H30　管延長＝4,355ｍ
H31　管延長＝4,052ｍ

施設整備課
※水道事業会
計

水道業務の包括委託

窓口業務、休・開栓業務、滞納整理に関する
業務の一部を民間業者に委託することで、定
型業務に関わるコストの縮減、業務執行体制
のスリム化並びに町民サービスの向上を図
る。

窓口業務、休・開栓業務、滞納整理
に関する業務の一部を委託

業務課
H28.12～31.11
※水道事業会
計

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 - 6 -



年度 29年度 30年度 31年度

事業費 14,000 79,240 0

(国県支出金) 7,000 39,620

(地方債)

(その他)

(一般財源) 7,000 39,620

事業費 49,000 50,000 50,000

(国県支出金) 21,000 25,000 25,000

(地方債)

(その他)

(一般財源) 28,000 25,000 25,000

事業費 41,053 41,053 41,053

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 41,053 41,053 41,053

事業費 540 540 540

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 540 540 540

花いっぱい運動補助金
大字・自治会の行う緑化運動を活性化するた
め補助金を交付する。

年間50,000円を上限に、各大字・自
治会が行う緑化運動の補助

地域振興課

第１章「住みよい美しい安全な環境づくり」

　４　公園・緑地の保全

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

公園施設長寿命化対策
支援事業

公園施設老朽化等により安全性の確保を図
る。

遊具の更新等・公園内の園路の改
良及び広場の整備

都市整備課
事業計画期間
H26～30年度
150,000千円

西谷公園整備事業

集会所機能を合わせ持った公園管理事務所
の整備、遊具等の更新、園路の修繕を行い、
新たなコミュニティづくりの拠点となる都市公
園づくりを行う。

都市公園事業としての公園等修繕
及び改築工事、地方創生事業とし
て集会所やカフェ等施設の整備

都市整備課
事業計画期間
H29～33年度
299,000千円

公園等管理業務委託
町内の公園や緑地施設の整備、老朽化への
対応や緑の環境を守る。

公園緑地の清掃
遊具等の安全チェック
園内の草刈り

都市整備課

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 - 7 -



年度 29年度 30年度 31年度

事業費 5,000 5,000 5,000

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 5,000 5,000 5,000

事業費 0 0 4,000

(国県支出金)

(地方債) 4,000

(その他)

(一般財源)

事業費 4,212 0 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 4,212

事業費 2,000 0 0

(国県支出金) 2,000

(地方債)

(その他)

(一般財源)

防災重点ため池防災減
災整備事業

周辺住民に不安を与えないために、ため池決
壊時のハザードマップを作成、周知を行うこと
により、地域住民の生命を守る。

H29　　　　委託
H30以降　地元周知

都市整備課

消防指令車更新事業
耐用年数の経過に伴い、消防団指令車を更
新する。

消防団指令車更新事業

同報系親局改修及び電話応答装
置増設

現況の防災無線による放送では、アナウンス
の内容が聴き取りにくい地域があるため、アナ
ウンス内容を電話で確認できる機能を増設す
る。

危機管理課

危機管理課
防災無線への電話応答
装置増設

担当課 備考

備蓄資機材整備事業
発災に備え、避難所運営や災害拠点運営に
必要な備品、資機材を揃える。

備品・資機材の購入 危機管理課

第１章「住みよい美しい安全な環境づくり」

　５　消防・防災の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 1,426 0 0

(国県支出金) 600

(地方債)

(その他)

(一般財源) 826

事業費 8,000 8,000 8,000

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 8,000 8,000 8,000

事業費 3,000 50,000 102,560

(国県支出金) 1,650 27,500 56,408

(地方債) 1,200 20,200 41,500

(その他)

(一般財源) 150 2,300 4,652

事業費 10,000 50,000 50,000

(国県支出金) 5,500 27,500 27,500

(地方債) 4,000 20,200 20,200

(その他)

(一般財源) 500 2,300 2,300

事業費 10,000 10,000 10,000

(国県支出金) 5,500 5,500 5,500

(地方債) 4,000 4,000 4,000

(その他)

(一般財源) 500 500 500

第１章「住みよい美しい安全な環境づくり」

　６　防犯・交通安全の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

防犯カメラ設置事業

広陵町生活安全推進協議会や、香芝警察・奈
良県防犯設備士協会との連携により、子ども、
女性及び高齢者等を狙った犯罪の抑止を図
り、町民及び訪問者が安全で安心して過ごせ
る環境づくりを行う。

防犯カメラの設置 危機管理課

交通安全施設等整備工
事

ガ－ドレ－ル・フェンス区画線設置工事及び街
路灯設置工事等により、交通安全施設の整備
を行う。

H29　工事
H30　工事
H31  工事

都市整備課

交通安全施設等整備事
業（百済赤部線）

歩道の整備することにより、歩行者の安全の
確保を図る。

H29　歩道整備
H30　歩道整備
H31  歩道整備

都市整備課
事業計画期間
H15～31年度
679,970千円

交通安全施設等整備事
業（南郷８号線）

歩道を整備することにより、歩行者の安全の
確保を図る。

H29　歩道整備
H30　歩道整備
H31　歩道整備

都市整備課
事業計画期間
H21～32年度
202,500千円

交通安全施設等整備事
業（上田部奥鳥井線外）

馬見丘陵公園や竹取公園等の集客施設が隣
接しており通行量多いため安全を確保する。

H29  工事
H30　工事
H31  工事

都市整備課
事業計画期間
H29～31年度
30,000千円

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 5,000 20,000 20,000

(国県支出金) 2,750 11,000 11,000

(地方債) 2,000 8,000 8,000

(その他)

(一般財源) 250 1,000 1,000

事業費 1,000 1,000 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 1,000 1,000

事業費 20,000 22,000 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 20,000 22,000

第１章「住みよい美しい安全な環境づくり」

　６　防犯・交通安全の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

町道南２２号線外整備
事業

重要な生活道路の路肩整備や歩行及び自転
車空間の確保により安全な通行形態の確保を
行う。

H29　　工事
H30　　工事
H31　　工事

都市整備課
事業計画期間
H27～32年度
100,000千円

通学路交通安全対策事
業

通学路の緊急合同点検により判明した危険箇
所を改善し、通学児童の安全を確保する。

H29　通学路整備工事
H30　通学路整備工事

都市整備課

街路灯LED化更新事業
町道維持管理費の削減と地球温暖化対策推
進のため、水銀灯全灯のLED化を図る。

H29　更新工事
H30　更新工事

都市整備課
事業計画期間
H26～30年度
66,788千円

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 10,529 10,529 10,529

(国県支出金) 5,264 5,264 5,264

(地方債)

(その他)

(一般財源) 5,265 5,265 5,265

事業費 3,073 0 0

(国県支出金) 2,304

(地方債)

(その他)

(一般財源) 769

事業費 5,816 5,816 5,816

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 5,816 5,816 5,816

事業費 26,862 26,862 26,862

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 26,862 26,862 26,862

事業費 2,080 2,080 2,080

(国県支出金) 2,046 2,046 2,046

(地方債)

(その他)

(一般財源) 34 34 34

第２章「いきいき健康・福祉のまちづくり」

　１　保健・医療の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

精神障がい者医療助成
事業

自立支援医療受給者及び精神障害者保健福
祉手帳1,2級保持者の医療費助成制度

・受給資格証交付（手帳保持者）
･医療費から一部負担を引いた金
額を助成

社会福祉課

療育教室事業
発達障害のある、あるいは疑いのある子ども
と保護者に対して、個々に応じた関わり方や
遊び方の指導を行う。

毎週２回の教室実施
保健セン
ター

療育教室として
はH29年度で廃
止し、H30年度
からは支援形
態を変更する予
定。

母子保健事業
母子の健康確保はもとより、育児不安や孤立
防止、虐待発生予防に向け、子どもの健康管
理に努める。

パパママクラス
マザークラス
相談（すくすく・１歳児・こども）
離乳食教室
むし歯予防教室

保健セン
ター

妊婦健康診査事業
高齢や若年、ストレス等を抱えているハイリス
ク妊婦が増加傾向にあり、妊娠中の健康管理
を行い支援する。

妊婦健康診査にかかる費用の助成
保健セン
ター

新生児訪問事業

全ての新生児、乳児がいる家庭を訪問し、子
育てに関する情報提供、母子の健康管理や育
児に対する助言を行い、母子保健の充実を図
る。

助産師あるいは保健師が全戸訪問
を実施

保健セン
ター

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 2,052 2,052 2,052

(国県支出金) 1,020 1,020 1,020

(地方債)

(その他) 550 550 550

(一般財源) 482 482 482

事業費 2,805 2,805 2,805

(国県支出金) 533 533 533

(地方債)

(その他)

(一般財源) 2,272 2,272 2,272

事業費 1,253 1,253 1,253

(国県支出金)

(地方債)

(その他) 264 264 264

(一般財源) 989 989 989

事業費 553 553 553

(国県支出金) 256 256 256

(地方債)

(その他)

(一般財源) 297 297 297

事業費 4,278 4,278 4,278

(国県支出金) 1,610 1,610 1,610

(地方債)

(その他) 560 560 560

(一般財源) 2,108 2,108 2,108

健康増進事業 健康教育や健康相談の充実に努める。
地域巡回型健康教室「広陵元気
塾」　　　健康ぷらす教室
歯周疾患検診　　　　　　　など

保健セン
ター

若年者健康診査事業

２０歳から３９歳までの住民に対して、健康診
査を行うことにより、若い時期から生活習慣病
予防を意識するとともに、定期的な健康診査
受診へと導く。

健康診査および結果説明会
保健セン
ター
保険年金課

がん検診推進事業

特定の年齢に達した方に対して、検診手帳お
よび検診費用が無料となるクーポンを送付し、
がん検診の受診促進を図り、正しい健康意識
の普及啓発を高める。

無料クーポン券（子宮がん・乳が
ん）を対象者に送付

保健セン
ター

地域巡回型がん検診

集団実施しかできない肺がん検診を、住民の
方が受診しやすいよう地域を巡回して実施す
る。また、同時受診の機会として大腸がん検
診も実施する。

地域を巡回した肺がん・大腸がん
検診の実施

保健セン
ター

担当課 備考

未熟児養育医療事業
未熟児で出生した養育医療を必要とする新生
児に対し、医療費の助成を行う。

養育医療を必要とする新生児への
医療費助成
必要に応じて訪問指導

保健セン
ター

第２章「いきいき健康・福祉のまちづくり」

　１　保健・医療の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 - 12 -



年度 29年度 30年度 31年度

事業費 2,013 2,013 2,013

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 2,013 2,013 2,013

事業費 47,836 47,836 47,836

(国県支出金) 21,355 21,355 21,355

(地方債)

(その他)

(一般財源) 26,481 26,481 26,481

事業費 1,741 1,741 1,741

(国県支出金) 1,741 1,741 1,741

(地方債)

(その他)

(一般財源)

事業費 6,450 6,450 6,450

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 6,450 6,450 6,450

事業費 998 998 998

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 998 998 998

人間ドック・脳ドック助成
事業

健康保持、増進を図ることを目的に費用の一
部を助成する。

国保の被保険者に対する人間ドッ
クの助成
（上限15,000円）　定員　330人
町住民（後期高齢者医療被保険者
を除く）に対する脳ドックの助成
（上限10,000円）　定員　150人

保険年金課
※一部、国民健
康保険特別会
計

レセプト点検関係事業 医療費の適正化への取り組み。
国保の被保険者が柔道整復等の
受診をした場合の療養費支給申請
書の二次点検業務

保険年金課
※国民健康保
険特別会計

特定健康診査・特定保
健指導事業

特定健康診査受診の促進により、生活習慣病
予防のための保健事業を効果的に実施し、国
保被保険者の疾病予防、健康の保持・増進、
医療費削減に取り組む。

特定健康診査・特定保健指導の実
施
特定健康診査未受診者、特定保健
指導未利用者対策
特定健康診査結果説明会・ヘルス
アップ教室の実施

保険年金課
※国民健康保
険特別会計

医療費通知事業

被保険者に医療機関等で受診した医療費の
額を通知することにより、健康に対する認識を
深めるとともに、医療機関等請求内容の確認
の参考とする。

医療費通知作成委託
医療費通知郵送

保険年金課
※国民健康保
険特別会計

担当課 備考

「いのちを守るまちづく
り」イベント事業

住民一人ひとりが多目的視点に立ち「命を守
る」行動ができるような啓発の機会とする。ま
た、実施にあたり他機関との連携を図る。

「健康の視点」「食の安全」「虐待予
防」「防災対策」「防犯対策」などを
目的としたイベント

保健セン
ター

※一部、国民健
康保険特別会
計

第２章「いきいき健康・福祉のまちづくり」

　１　保健・医療の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 733 733 733

(国県支出金) 733 733 733

(地方債)

(その他)

(一般財源)

事業費 492 492 492

(国県支出金) 389 389 389

(地方債)

(その他)

(一般財源) 103 103 103

後発医薬品利用啓発事
業

後発医薬品の利用促進により医療費の削減
に取り組む

後発医薬品への変更により生じる
差額通知を送付する。通知者の３ヶ
月後の受診状況を痛惜調査し、削
減効果を検証する。

保険年金課
※国民健康保
険特別会計

事業費（千円）
担当課 備考

療養費審査関係事業
柔道整復師の施術の療養費の適正化に取り
組む。

国保の被保険者が柔道整復等の
受診をした場合の療養費支給申請
書の二次点検業務

保険年金課
※国民健康保
険特別会計

第２章「いきいき健康・福祉のまちづくり」

　１　保健・医療の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 6,000 6,000 6,000

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 6,000 6,000 6,000

事業費 5,956 5,956 5,956

(国県支出金) 3,410 3,410 3,410

(地方債)

(その他)

(一般財源) 2,546 2,546 2,546

事業費 0 128,000 0

(国県支出金)

(地方債) 23,200

(その他)

(一般財源) 104,800

事業費 110,142 110,142 110,142

(国県支出金) 47,792 47,792 47,792

(地方債)

(その他) 1,500 1,500 1,500

(一般財源) 60,850 60,850 60,850

事業費 21,590 21,590 21,590

(国県支出金) 7,755 7,755 7,755

(地方債)

(その他) 1,000 1,000 1,000

(一般財源) 12,835 12,835 12,835

第２章「いきいき健康・福祉のまちづくり」

　２　子育て支援の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

病児・病後児保育事業
病気及び病気の回復期に有り、集団保育が困
難な児童の保育需要に対応するため、専門ス
タッフのもと、一時的に保育を行う。

病児保育実施施設：ぞうさんのおう
ち（大和高田市）
病後児保育実施施設：馬見労祷保
育園及びH30からは広陵北かぐや
こども園でも実施

子ども支援
課

３世代ファミリー定住支
援事業

まちの賑わい＝魅力を取り戻すため、３世代
同居・近居を推奨し、人口の増加によるまちの
活性化を図る。

3世代ファミリー定住支援補助金の
支給
・住宅取得補助金…20万円（一律）
・住宅リフォーム補助金…上限20万
円　（費用の３分の１の補助）

まちづくり推
進課

広陵北かぐやこども園
建設工事

北幼稚園と北保育園を統廃合し、新たに子育
て支援機能も兼ね備えた、質の高い教育・保
育が提供できる幼保連携型の認定こども園を
設置する。

H29　本体工事・特殊付帯工事・備
品

H30　北幼・北保解体工事、園庭整
備工事、園舎移築工事、遊具工事

認定こども
園準備室

Ｈ29　繰越事業
事業費763,000千
円
Ｈ29～30
1,010,911千円

子ども医療費助成事業
0歳から中学校卒業までの児童を対象とし、医
療費を助成することで子育てを支援する。

医療費の自己負担分から一部負担
金を除いた金額を助成

保険年金課

ひとり親家庭等の医療
費助成事業

ひとり親家庭を対象に医療費の助成をするこ
とで子育てを支援する。

18歳未満の児童を扶養している配
偶者のない方等及びその児童に医
療費の自己負担分から一部負担金
を除いた金額を助成

保険年金課

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 6,189 6,189 6,189

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 6,189 6,189 6,189

事業費 6,961 6,961 6,961

(国県支出金) 2,610 2,610 2,610

(地方債)

(その他) 1,949 1,949 1,949

(一般財源) 2,402 2,402 2,402

事業費 22,471 22,471 22,471

(国県支出金) 13,146 13,146 13,146

(地方債)

(その他)

(一般財源) 9,325 9,325 9,325

事業費 12,000 12,000 12,000

(国県支出金)

(地方債)

(その他) 10,967 10,967 10,967

(一般財源) 1,033 1,033 1,033

事業費 525 525 525

(国県支出金)

(地方債)

(その他) 512 512 512

(一般財源) 13 13 13

第２章「いきいき健康・福祉のまちづくり」

　３　高齢者支援の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

敬老事業

すべての高齢者が地域社会の一員として尊重
され、元気でいきいきと暮らせるまちづくりを進
めるとともに、多年にわたり社会に貢献された
方々に対して、長寿をお祝いし、敬老精神の
高揚を図る。

・健康福祉大会の開催
・敬老品の配布　100歳・90歳到達
者に敬老金、70歳・80歳到達者に
敬老祝品の配布を行う。

介護福祉課

一般介護予防事業

元気な時から住民自身が、介護予防に取り組
み、住民同士の繋がりができる場づくりと、お
互いに助け合いができる仕組みづくりを目的と
する。

・介護予防リーダー養成講座
・KEEPはつらつ教室等

介護福祉課
※介護保険特
別会計

包括的支援事業・任意
事業

医療や介護が必要になっても、高齢者が住み
慣れた地域で自分らしい生活が継続できるよ
うな、地域住民への普及啓発と体制整備を目
的とする。

・認知症初期集中支援チーム
・認知症サポーター養成講座
・医療・介護連携推進協議会
・生活支援体制整備　　　　　　ほか

介護福祉課
※介護保険特
別会計

健康診査事業
健康診査受診の促進により、高齢者の疾病予
防、健康の保持・増進に取り組む。

後期高齢者医療被保険者に健康
診査の実施

保険年金課
※後期高齢者
医療特別会計

人間ドック・脳ドック助成
事業

健康保持、増進を図ることを目的に費用の一
部を助成する。

後期高齢者被保険者に対する人間
ドックの助成
（上限15,000円）　定員　２０人
後期高齢者被保険者に対する脳
ドックの助成
（上限10,000円）　定員　１５人

保険年金課
※後期高齢者
医療特別会計

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 21,350 21,350 21,350

(国県支出金) 9,821 9,821 9,821

(地方債)

(その他)

(一般財源) 11,529 11,529 11,529

第２章「いきいき健康・福祉のまちづくり」

　３　高齢者支援の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

重度心身障がい老人等
医療費助成事業

心身障がい者等の高齢者を対象に医療費を
助成

後期高齢者医療保険の被保険者
で身体障がい者手帳１・２級または
療育手帳A１・２をお持ちの方及び
ひとり親家庭医療費助成事業の該
当者に対して医療費の自己負担分
から一部負担金を除いた金額を助
成する。

保険年金課

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 10,529 10,529 10,529

(国県支出金) 5,264 5,264 5,264

(地方債)

(その他)

(一般財源) 5,265 5,265 5,265

事業費 1,469 1,469 1,469

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 1,469 1,469 1,469

事業費 22,803 22,803 22,803

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 22,803 22,803 22,803

事業費 306 306 306

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 306 306 306

事業費 39,270 39,270 39,270

(国県支出金) 15,517 15,517 15,517

(地方債)

(その他) 3,000 3,000 3,000

(一般財源) 20,753 20,753 20,753

自立支援医療受給者及び精神障害者保健福
祉手帳1,2級保持者の医療費助成制度

・受給資格証交付（手帳保持者）
･医療費から一部負担を引いた金
額を助成

社会福祉課

心身障がい医療費助成
事業

心身障がい者を対象に医療費を助成

満１才以上で身体障がい者手帳１．
２級また療育手帳Ａ１．２をお持ち
の方（後期高齢者医療被保険者を
除く）に対して、医療費の自己負担
分から一部負担金を除いた金額を
助成する。

保険年金課

障がい福祉年金

社会保障の理念に基づき、障がい者または障
がい児を監護している者に、愛護と生の希望
を抱かせるため、障がい福祉年金を支給する
ことにより生活の安定と福祉の増進に寄与す
る。

18歳以上の身体障がい者手帳1～
3級、療育手帳A・B、精神障がい
者、保健福祉手帳1・2級、18歳未満
の手帳所持者に対し、福祉年金（月
額2,500円または1,000円）を6ヶ月
分ずつ年2回支給する。

社会福祉課

手話奉仕員養成講座

聴覚障がい者の生活及び関連する福祉制度
等について理解ができ、手話で日常会話を行
うに必要な手話語彙及び手話表現技術を習
得した手話奉仕員を養成する。

事業を社会福祉協議会に委託し、
講座を開講する。

社会福祉課

担当課 備考

重度心身障がい者・児
福祉タクシー

重度心身障がい者・児の生活行動範囲の拡
大と社会参加の促進を図るため、タクシーの
利用料金の一部を助成し、重度心身障がい
者・児の福祉の増進に寄与する。

身体障がい者手帳1.2級、療育手帳
A所持者に対し、基本料金を助成す
るタクシーチケットを年間24枚交付
する。

社会福祉課

（再掲）

第２章「いきいき健康・福祉のまちづくり」

　４　障がい者支援の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

精神障がい者医療助成
事業

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 - 18 -



年度 29年度 30年度 31年度

事業費 1,316 1,316 1,316

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 1,316 1,316 1,316

事業費 2,405 2,405 2,405

(国県支出金)

(地方債)

(その他) 2,405 2,405 2,405

(一般財源)

元気の出る講座
老若男女を問わず、心身ともに健康になる講
座を開催する。

（定期講座）骨盤健康体操、ズン
バ、　セラピー心理学、ベリーエクサ
サイズ、　カラオケ、実用書道外
　（一般開放講座）骨盤エクササイ
ズ、ビューティヨーガ、シェイプアッ
プエアロビクス

はしお元気
村

担当課 備考

戦没者追悼式
過去の戦争で亡くなられた方々に対し、哀悼
の意を表し、平和への誓いを新たにするため
に追悼式を執り行う。

・祭壇設営委託
・供物購入
・案内状郵便代
・バス借り上げ料
・お茶代等

社会福祉課

第２章「いきいき健康・福祉のまちづくり」

　５　地域福祉の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 47,836 47,836 47,836

(国県支出金) 21,355 21,355 21,355

(地方債)

(その他)

(一般財源) 26,481 26,481 26,481

事業費 1,741 1,741 1,741

(国県支出金) 1,741 1,741 1,741

(地方債)

(その他)

(一般財源)

事業費 6,450 6,450 6,450

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 6,450 6,450 6,450

事業費 998 998 998

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 998 998 998

事業費 492 492 492

(国県支出金) 389 389 389

(地方債)

(その他)

(一般財源) 103 103 103

第２章「いきいき健康・福祉のまちづくり」

　６　社会保障の適正運用

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

後発医薬品利用啓発事
業

後発医薬品の利用促進により医療費の削減
に取り組む

後発医薬品への変更により生じる
差額通知を送付する。通知者の３ヶ
月後の受診状況を痛惜調査し、削
減効果を検証する。

保険年金課
（再掲）
※国民健康保
険特別会計

特定健康診査・特定保
健指導事業

特定健康診査受診の促進により、生活習慣病
予防のための保健事業を効果的に実施し、国
保被保険者の疾病予防、健康の保持・増進、
医療費削減に取り組む。

特定健康診査・特定保健指導の実
施
特定健康診査未受診者、特定保健
指導未利用者対策
特定健康診査結果説明会・ヘルス
アップ教室の実施

保険年金課
（再掲）
※国民健康保
険特別会計

医療費通知事業

被保険者に医療機関等で受診した医療費の
額を通知することにより、健康に対する認識を
深めるとともに、医療機関等請求内容の確認
の参考とする。

医療費通知作成委託
医療費通知郵送

保険年金課
（再掲）
※国民健康保
険特別会計

人間ドック・脳ドック助成
事業

健康保持、増進を図ることを目的に費用の一
部を助成する。

国保の被保険者に対する人間ドッ
クの助成
（上限15,000円）　定員　330人
町住民（後期高齢者医療被保険者
を除く）に対する脳ドックの助成
（上限10,000円）　定員　150人

保険年金課

（再掲）
※一部、国民健
康保険特別会
計

レセプト点検関係事業 医療費の適正化への取り組み。
国保の被保険者が柔道整復等の
受診をした場合の療養費支給申請
書の二次点検業務

保険年金課
（再掲）
※国民健康保
険特別会計

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 9,940 9,940 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 9,940 9,940

事業費 0 0 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源)

事業費 0 0 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源)

非構造部材改修事業
学校施設の非構造部材の耐震化を図り、施設
の安全性を高め、児童・教職員及び施設利用
者の安全を確保する。

H28　設計
H29　補助金申請
H30　工事

教育総務課

工事費につい
ては、３月末に
確定するため
未定

小中学校普通教室等空
調設置事業

児童生徒の学習環境を整えるため、普通教室
等に空調を設置する。

H28　設計
H29　工事

教育総務課
Ｈ29　繰越事業
事業費749,860千
円

担当課 備考

小中学校便所洋式化事
業

小・中学校の児童・生徒等が快適な環境の中
で学習することができるよう、トイレの一部を和
式から洋式へ改修を進める。
３年間で、洋式化率５０％を目標とする。

和式便器を洋式便器へ改修。
H28　小10箇所・中4箇所　改修済
H29においては、各学校２機ずつ改
修予定。

教育総務課

第３章「文化の薫り高いまちづくり」

　１　学校教育の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 917 917 917

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 917 917 917

事業費 5,197 5,197 5,197

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 5,197 5,197 5,197

事業費 1,500 1,500 1,500

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 1,500 1,500 1,500

事業費 3,807 3,807 3,807

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 3,807 3,807 3,807

事業費 15,000 15,000 15,000

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 15,000 15,000 15,000

中央公民館講座・教室
主催事業

町民が自主的に学び自己実現を図ることによ
り、充実した生活を送り、その結果がより良く
社会に還元される学習環境づくりを図る。

・講座・教室の主催
・女性学級・実年学級の主催
・公民館活動発表会の主催

中央公民館

図書館資料の購入事業

生涯学習の拠点として、新鮮な図書を購入し、
蔵書の充実を図る。また、電子書籍において
も利用者のニーズにあった資料を備え、利用
促進を図る。

成人用図書
児童用図書
リクエスト用図書
視聴覚用資料
赤ちゃん講座用図書
電子書籍

図書館

地区公民館・集会所修
繕補助事業

各地区の公民館・集会所を修繕することで、地
域を拠点とした自主的な学習活動や様々な防
災に対する訓練等に活用され、地域づくりの
参画が図れる。

公民館等の修繕の補助（50％補
助：例外あり）

生涯学習課

清掃施設周辺大字関連
補助事業

清掃施設の操業にあたり、協定を締結した大
字に対し、地域住民のコミュニティの場として、
公民館等の修繕を行う。

清掃施設の建築に関連している大
字の公民館の修繕の補助（100％
補助）

生涯学習課

担当課 備考

町成人式事業
新成人の新たな門出を祝うため、新成人自身
が成人式実行委員を担い、成人式を運営す
る。

成人の日に開催。広陵金明太鼓の
演奏に始まり、式典後に記念アル
バム用の写真撮影を行う。

生涯学習課

第３章「文化の薫り高いまちづくり」

　２　生涯学習の推進

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 1,641 2,735 2,735

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 1,641 2,735 2,735

事業費 318 318 318

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 318 318 318

事業費 23,000 23,000

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 23,000 23,000

事業費 8,700

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 8,700

第３章「文化の薫り高いまちづくり」

　３　スポーツの振興

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

町民体育祭開催事業
スポーツを通じて、町民同士の親睦や地域の
連携の強化を図る。

町民体育祭の開催
スポーツ振
興課

※29年度事業
費 が 少 額 な の
は、28年度が中
止 で あ っ た た
め、賞品等を購
入 す る 必 要 が
ないため

スポーツふれあい事業
幅広い年齢層の町民が軽スポーツを通じ交流
を図るとともに、自身の体力を再認識し、健康
増進につなげることを目的とする。

・チャレンジデーの開催
・軽スポーツふれあいフェスタの開
催

スポーツ振
興課

町立体育館アリーナ床
面張替事業

老朽化した床面の張替により施設の利用推進
と利用者の足腰への負担軽減を図る。

町立体育館アリーナ床面の張替
Ｈ29　広陵西体育館
Ｈ30　広陵北体育館

スポーツ振
興課

Ｈ28真美ヶ丘体
育館

町立体育館照明ＬＥＤ
化事業

維持管理経費の削減と地球温暖化対策推進
のため、照明のLED化を図る。

町立体育館の照明のＬＥＤ化工事
Ｈ29　真美ヶ丘体育館

スポーツ振
興課

Ｈ26広陵北体育館
Ｈ27広陵東体育館
Ｈ28広陵西体育館

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 4,916 6,790 6,790

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 4,916 6,790 6,790

事業費 7,520 0 0

(国県支出金) 5,000 0 0

(地方債)

(その他)

(一般財源) 2,520 0 0

第３章「文化の薫り高いまちづくり」

　４　文化芸術の振興

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

町文化祭事業
文化協会等と連携し、町の文化芸術の振興
と、作品展示の機会を提供するため、文化祭
を開催する。

文化の日を中心に、各種文化行事
（文化展覧会、幼稚園・中学生等の
絵画展、文化財速報展等）を開催
する。

生涯学習課

第３２回国民文化祭市
町村連携事業

国民文化祭のテーマに沿った２つの事業を通
して、文化や歴史の楽しさを実感できる場を提
供するとともに、質の高い文化・芸術に触れる
機会を創出する。

町を代表するイベントである「かぐ
や姫まつり」及び「町文化祭」の中
で、各種文化事業（和太鼓競演・講
演会・古代体験・参加体験型教室
等）を実施する。

生涯学習課
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 46,527 45,000 45,000

(国県支出金) 21,450 29,250 29,250

(地方債)

(その他)

(一般財源) 25,077 15,750 15,750

事業費 3,240 2,160 2,160

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 3,240 2,160 2,160

第３章「文化の薫り高いまちづくり」

　５　文化財の保存・活用

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

特別史跡巣山古墳整備
事業

広陵町のシンボルとして史跡整備を行い、文
化財保護意識高揚の場として活用を図る。住
民の憩える場となるように整備する。

・発掘調査
・設計監理
・整備工事

文化財保存
課

デジタルアーカイブ構築
事業

文化財保存センター保管の考古資料をデータ
ベース化して、デジタルアーカイブを構築す
る。

3Dデジタルデータ作成
文化財保存
課

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 1,500 1,500 1,500

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 1,500 1,500 1,500

事業費 2,500 2,500 2,500

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 2,500 2,500 2,500

事業費 4,000 0 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他) 800

(一般財源) 3,200

事業費 699 699 699

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 699 699 699

事業費 112 112 112

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 112 112 112

第４章「活力あふれる産業づくり」

　１　農業の振興

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

土地改良事業補助金
大字、水利組合、土地改良区が行う農道、た
め池、農業水利施設の修繕及び新設工事の
補助。

事業費が20万円以上の工事に対
し、事業費の1／2以内の範囲で補
助金を交付する。ただし、補助対象
事業費は100万円を限度とする。

都市整備課

農道及び農用水路工事 町内の農道等の整備を図る。
Ｈ28　分筆・設計、工事
Ｈ29　分筆・設計、工事
Ｈ30　分筆・設計、工事

都市整備課

中ミヨ下池護岸工事
護岸整備により、ため池の保全及び沿線道路
の沈下防止を図る。

Ｈ28　設計、工事
Ｈ29　設計、工事

都市整備課
事業計画期間
Ｈ27～Ｈ29年度
8,000千円

大和平野土地改良区賦
課金納付組合補助金

吉野川分水の受益する地区が、納付組合ごと
に分水の賦課金を取りまとめ、徴収・納付した
額に対して補助金を交付する。

各納付組合が納付した賦課金の
3.5％を補助する。

地域振興課

野菜価格安定対策事業
補助金

県の産地指定を受けた作物（なす・小松菜）の
販売価格が暴落し、一定基準額を下回った場
合に、国・県・生産者が事前に積み立てた資
金を生産者に補給金として交付する事業の生
産者が負担する資金に対して、補助金を交付
する。

生産者が積み立てる資金の１／２
以内を補助する。

地域振興課

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 2,000 2,000 2,000

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 2,000 2,000 2,000

事業費 1,100 1,100 1,100

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 1,100 1,100 1,100

事業費 5,053 5,100 5,100

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 5,053 5,100 5,100

事業費 302 0 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 302

第４章「活力あふれる産業づくり」

　１　農業の振興

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

小麦育成助成金
国の制度である経営所得安定対策加入者（小
麦の販売者）に上乗せ助成として、小麦の作
付け面積に対して助成金を交付する。

小麦の栽培面積に対して、20,000
円／10aの助成金を交付する。

地域振興課

野菜等（小麦除く）転作
助成金

国の制度である経営所得安定対策加入者（農
産物の販売者）に上乗せ助成として、認定農
業者（専業農家）及びその他の農業者及び加
工米・飼料用米等出荷者に区分し、販売農産
物の作付け面積に対して助成金を交付する。

【一般農業者（野菜等販売）】
5,000円／10aの助成金を交付
【認定農業者（野菜等販売）】
10,000円／10aの助成金を交付
【加工用・飼料用米等販売農家】
6,000円／10aの助成金を交付

地域振興課

広陵町農業塾
新たに農業を始めようと考えている町民等を
対象に農業研修講座及び実習を開講し、野菜
の直売所出荷を想定した農業者を育成する。

農産物の生産性の向上。直売所の
活用を推進することで、農産物の地
産地消を促進。

地域振興課

広陵町の農産物と農業
者のＰＲ事業

町内で活躍している農家及びその農産物の紹
介をすることにより、地産地消の推進や農業
者間のネットワーク作り及び新規就農者の呼
び込みにつなげる。

・新規就農者や若手後継者、女性
農業者、ベテラン農業者への取材
・広報への取材内容の掲載
・取材内容を集約しパンフレット作
成
・直売所等でのパンフレット配布

地域振興課

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 7,924 300 300

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 7,924 300 300

事業費 8,000 6,500 0

(国県支出金) 4,000 3,250

(地方債)

(その他)

(一般財源) 4,000 3,250

事業費 3,000 3,000 3,000

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 3,000 3,000 3,000

事業費 200 200 200

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 200 200 200

事業費 3,000 3,000 3,000

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 3,000 3,000 3,000

「活力あふれるまちづく
り」ブランド戦略展開事
業

地域ブランドの確立を図り、売れる商品を創出
し、販路の拡大等を図ることで、地域産業全体
の底上げを行い、若者の雇用を創出し、担い
手不足や後継者不足といった課題を克服す
る。

平成28年度に実施した庁内事業者アンケー
ト調査を分析した結果を基に、広陵ブランド
のPRに必要な方法を模索し、併せて靴下デ
ザインコンテストで選考された結果及び産学
連携により、売れる商品づくりの開発に向け
て、事業者へ新商品開発に関する補助金等
を交付する。

地域振興課

中小企業設備投資促進
補給金

競争力の強化や技術力の向上に積極的に取
り組む町内の中小企業者が、町内の事業所に
おいて設備投資を行う場合に、その費用の一
部を補助する。

償却資産のうち、機械及び装置並
びに工具、器具及び備品として本
町の償却資産台帳に登録されるも
ので、取得価格1台200万円以上、
補助率1/10、上限150万円、1企業1
年度に1回限り。

地域振興課

住宅リフォーム補助金
事業

町内在住者が居住する住宅のリフォームを町
内建築業者等へ発注させることにより、町内
業者の振興を図る。

1件につき100,000円を上限として、
住民が所有し居住する住宅につい
て、登録町内建築業者によるリ
フォーム工事の代金の1割を補助す
る。

地域振興課

中小企業債務保証料補
給金

町内企業家が金融機関から融資を受けやす
いように奈良県信用保証協会の「債務保証
料」を補給する。

町内の企業家が金融機関から融資
を受ける際に、奈良県信用保証協
会・奈良県による一定の融資制度
を利用する場合、「債務保証料」を
補給する制度。

地域振興課

担当課 備考

企業立地推進事業

地域経済と活力創出のため、優遇施策を講じ
ることにより、町内企業の育成と町外からの企
業立地を促進し、雇用の拡大、産業の振興を
図る。

企業立地奨励金、記念品の支給
（H29）
企業立地促進に伴う優遇措置周知
のためのパンフレット作成

まちづくり推
進課

第４章「活力あふれる産業づくり」

　２　商工業の振興

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 4,000 0 0

(国県支出金) 2,000

(地方債)

(その他)

(一般財源) 2,000

事業費 8,998 10,500 10,500

(国県支出金)

(地方債)

(その他) 548 548 548

(一般財源) 8,450 9,952 9,952

事業費 1,092 1,092 1,092

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 1,092 1,092 1,092

広陵かぐや姫まつり
住民どおしのふれあいと賑わいの場を提供す
るとともに魅力あるイベントを企画・開催するこ
とで、多くの観光客を誘致する。

・各種物産展
・H２９は国民文化祭と共催し、あす
か組・広陵金明太鼓が共演。
・竹灯り点灯式
・その他

地域振興課

地域間交流事業

友好交流都市である福井県美浜町を、小学生
児童が訪れ、自然の雄大さやすばらしさを感
じるとともに、仲間と協力することの大切さを
学び友達との絆を深める。

小学生児童（５年生）が福井県美浜
町を１泊２日の日程で訪れ、波止釣
りやボート体験等を行う。

生涯学習課

備考

賑わい拠点整備事業
竹取公園周辺一帯の魅力を向上させるよう周
辺整備を図るとともに、歩くことを意識したまち
づくりを行うため、基本構想を策定する。

竹取公園・馬見丘陵公園周辺を拠
点としたまちづくりの検討及び基本
構想の策定

まちづくり推
進課

　３　観光・交流の振興

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課

第４章「活力あふれる産業づくり」

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 4,000 0 0

(国県支出金) 2,000

(地方債)

(その他)

(一般財源) 2,000

事業費 6,000 80,000

(国県支出金) 3,300 44,000

(地方債) 2,400 32,400

(その他)

(一般財源) 300 3,600

事業費 9,000 60,000

(国県支出金) 4,950 33,000

(地方債) 3,600 24,300

(その他)

(一般財源) 450 2,700

真美ヶ丘東地域道路整
備事業

真美ヶ丘東地域道路の整備を行う。
Ｈ29　地元協議
Ｈ30　測量・設計
Ｈ31　用地取得

都市整備課
事業計画期間
H28～H32年度
130,000千円

箸尾準工地域道路整備
事業

箸尾準工地域道路の整備を行う。
Ｈ29　地元協議
Ｈ30　測量・設計
Ｈ31　用地取得

都市整備課
事業計画期間
H28～H34年度
260,000千円

担当課 備考

賑わい拠点整備事業
竹取公園周辺一帯の魅力を向上させるよう周
辺整備を図るとともに、歩くことを意識したまち
づくりを行うため、基本構想を策定する。

竹取公園・馬見丘陵公園周辺を拠
点としたまちづくりの検討及び基本
構想の策定

まちづくり推
進課

（再掲）

第５章「さらなる発展への基盤づくり」

　１　計画的な土地利用の推進

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 3,750 3,700 3,700

(国県支出金) 1,750 1,700 1,700

(地方債)

(その他) 600 600 600

(一般財源) 1,400 1,400 1,400

事業費 6,000 6,000 6,000

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 6,000 6,000 6,000

事業費 36,500

(国県支出金) 18,250

(地方債)

(その他)

(一般財源) 18,250

事業費 2,000 2,000 2,000

(国県支出金) 1,500 1,500 1,500

(地方債)

(その他)

(一般財源) 500 500 500

まちづくり推
進課

第５章「さらなる発展への基盤づくり」

　３　住宅施策の推進と定住・転入の促進

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

古寺町営住宅地上式受
水槽設置事業

受水槽を地下式から地上式にすることで、安
全で安心な飲料水を継続的に給水できるよう
にする。

Ｈ２９　設計・工事 都市整備課

空き家等利活用移住推
進事業

生産年齢人口を確保するため、空き家を有効
な住宅ストックと捉え、行政だけではなく民間
活力を最大限活用し、本町への社会流入の促
進を図る。

ＪＴＩ制度活用事業、移住・定住拠点
整備事業（移住・定住サロン整備、
ホームページ作成）

３世代ファミリー定住支
援事業

まちの賑わい＝魅力を取り戻すため、３世代
同居・近居を推奨し、人口の増加によるまちの
活性化を図る。

3世代ファミリー定住支援補助金の
支給
・住宅取得補助金…20万円（一律）
・住宅リフォーム補助金…上限20万
円　（費用の３分の１の補助）

まちづくり推
進課

（再掲）

住宅耐震改修工事補助
金

Ｓ56以前の旧耐震診断で建築された建物を診
断し、耐震基準を満たなかった建物の改修工
事に対して補助金を出す。

上限50万円×4件 都市整備課

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 64,000 64,000 64,000

(国県支出金) 8,370 8,370 8,370

(地方債)

(その他) 3,250 3,250 3,250

(一般財源) 52,380 52,380 52,380

事業費 1,376 1,000 1,000

(国県支出金) 400

(地方債)

(その他)

(一般財源) 976 1,000 1,000

事業費 48,000 50,000 81,600

(国県支出金) 26,400 27,500 44,880

(地方債) 19,400 20,200 33,000

(その他)

(一般財源) 2,200 2,300 3,720

事業費 4,000 16,000 30,000

(国県支出金) 2,200 8,800 16,500

(地方債) 1,600 6,400 12,100

(その他)

(一般財源) 200 800 1,400

事業費 35,000 30,000 28,000

(国県支出金) 19,250 16,500 15,400

(地方債) 14,100 12,100 11,300

(その他)

(一般財源) 1,650 1,400 1,300

大谷奥鳥井線整備事業
幹線道路の舗装面老朽化による舗装更新工
事の実施により、道路構造体の長寿命化を図
る。

H29　舗装修繕工事
H30　舗装修繕工事
H31  舗装修繕工事

都市整備課
事業計画期間
H26～31年度
110,000千円

百済中央線バイパス整
備事業

県道大和郡山広陵線の整備による県道交通
量の増加により、百済地区から町内他地区へ
のアクセスが困難となるため、県道との交差
点へ接続するバイパス道路の整備を行う。

H29　道路改良工事
H30　道路改良工事
H31  道路改良工事

都市整備課
事業計画期間
H24～32年度
188,000千円

古寺中線整備事業
クリ－ンセンタ－広陵及び多目的広場への進
入道路を整備する。

H29　工事
H30　工事
H31  工事

都市整備課
事業計画期間
H15～31年度
890,000千円

広陵元気号運行事業
地域に身近な公共交通として運行することで、
移動に関する利便性を向上させる。

広陵元気号の運行委託
まちづくり推
進課

モビリティ・マネジメント
路線バスやコミュニティバスなどの公共交通を
賢く利用し、歩くまちづくりへの転換を促す。

公共交通マップ、企画切符、ノベル
ティグッズ、高齢者運転免許返納品
の作成。

まちづくり推
進課

第５章「さらなる発展への基盤づくり」

　４　道路・交通網の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 5,000 0 0

(国県支出金) 2,750

(地方債) 2,000

(その他)

(一般財源) 250

事業費 8,000 20,000 20,000

(国県支出金) 4,000 11,000 11,000

(地方債) 3,600 8,100 8,100

(その他)

(一般財源) 400 900 900

事業費 10,000 0 0

(国県支出金) 5,500

(地方債) 4,000

(その他)

(一般財源) 500

事業費 30,000 30,000 30,000

(国県支出金) 16,500 16,500 16,500

(地方債) 12,100 12,100 12,100

(その他)

(一般財源) 1,400 1,400 1,400

事業費 35,000 35,000 35,000

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 35,000 35,000 35,000

第５章「さらなる発展への基盤づくり」

　４　道路・交通網の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

百済７３号線整備事業

旧農免道路百済工区における未整備区間の
改良とともに、ポケットパークの整備を一体的
に実施することにより、道路利用者の憩いの
場を形成する。

H29　工事 都市整備課
事業計画期間
H26～29年度
25,322千円

百済（淵口）道路整備事
業

集落内の道路幅員を拡幅することにより、生
活道路としての機能を向上させるとともに、安
全な道路環境を整備する。

H29　測量設計
H30  工事
H31  工事

都市整備課
事業計画期間
H29～33年度
60,000千円

橋りょう長寿命化修繕
計画策定事業

高度成長期に建造された橋梁の修繕費用の
平準化を図る。

H29　　委託 都市整備課
事業計画期間
H29年度
10,000千円

橋りょう長寿命化修繕
事業

点検により修繕が必要と判断された橋りょうの
修繕を実施し、長寿命化を図る。

H29　　工事
H30　　工事
H31　　工事

都市整備課
事業計画期間
H24～70年度
500,000千円

舗装・擁壁・水路修繕工
事

町内の道路橋梁の維持修繕を図る。
H29　　工事
H30　　工事
H31　　工事

都市整備課

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 29,500 29,500 23,000

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 29,500 29,500 29,500

事業費 5,000 20,000 20,000

(国県支出金) 2,750 11,000 11,000

(地方債) 2,000 8,000 8,000

(その他)

(一般財源) 250 1,000 1,000

事業費 3,000 50,000 102,560

(国県支出金) 1,650 27,500 56,408

(地方債) 1,200 20,200 41,500

(その他)

(一般財源) 150 2,300 4,652

事業費 10,000 50,000 50,000

(国県支出金) 5,500 27,500 27,500

(地方債) 4,000 20,200 20,200

(その他)

(一般財源) 500 2,300 2,300

事業費 1,000 1,000 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 1,000 1,000

第５章「さらなる発展への基盤づくり」

　４　道路・交通網の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

町道新設改良工事
町道の舗装・擁壁・側溝の新設改良工事を行
う。

H29　　工事
H30　　工事
H31　　工事

都市整備課

町道南２２号線外整備
事業

重要な生活道路の路肩整備や歩行及び自転
車空間の確保により安全な通行形態の確保を
行う。

H29　　工事
H30　　工事
H31　　工事

都市整備課

（再掲）
事業計画期間
H27～32年度
100,000千円

交通安全施設等整備事
業（百済赤部線）

歩道の整備することにより、歩行者の安全の
確保を図る。

H29　歩道整備
H30　歩道整備
H31  歩道整備

都市整備課

(再掲）
事業計画期間
H15～31年度
679,970千円

交通安全施設等整備事
業（南郷８号線）

歩道を整備することにより、歩行者の安全の
確保を図る。

H29　歩道整備
H30　歩道整備
H31　歩道整備

都市整備課

（再掲）
事業計画期間
H21～32年度
202,500千円

通学路交通安全対策事
業

通学路の緊急合同点検により判明した危険箇
所を改善し、通学児童の安全を確保する。

H29　通学路整備工事
H30　通学路整備工事

都市整備課 （再掲）

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 8,000 8,000 8,000

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 8,000 8,000 8,000

第５章「さらなる発展への基盤づくり」

　４　道路・交通網の充実

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

交通安全施設等整備工
事

ガ－ドレ－ル・フェンス区画線設置工事及び街
路灯設置工事等により、交通安全施設の整備
を行う。

H29　工事
H30　工事
H31  工事

都市整備課 （再掲）

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 44,805 44,805 44,805

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 44,805 44,805 44,805

事業費 1,610 3,046 3,046

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 1,610 3,046 3,046

事業費 20,000 0 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 20,000

第５章「さらなる発展への基盤づくり」

　５　情報化の推進

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

7市町　基幹21業務ｼｽﾃ
ﾑ共同化利用事業

基幹業務システムを、近隣7市町基幹システ
ム共同化事業で、7市町で共同利用を行う。

広陵町単独で導入している22の基
幹業務で使用しているシステムを、
平成24年3月から近隣7市町基幹シ
ステム共同化事業で、7市町で共同
利用を行う。

総務課 H29.3～H34.2

広陵町議会用タブレット
導入事業

タブレット端末を導入することにより議会資料
のペーパーレスの推進及び業務の効率化を
図る。

タブレットの導入 総務課
Ｈ29.10～
リース予定

広陵町議場音響システ
ム整備事業

スピーカーの配置も含め、議場内の改善を図
り、音響システムの整備を行う。また、住民へ
議会の関心を高めるためには、本議会中継の
実施と委員会の会議録の早期公開が不可欠
であるため、録音、録画、中継に向けての必
要な整備を行う。

本議場においての音響システム他
の改修及び議会映像配信システム
の構築。

議会事務局

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 3,893 890 890

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 3,893 890 890

第６章「みんなの力で進めるまちづくり」

　２　男女共同参画社会の形成

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

広陵町男女共同参画行
動計画策定事業

広陵町の男女共同参画に資する計画を策定
し、住民全体が男女共同参画の意識を高める
とともに、男女ともに尊重し合える社会を目指
す。

広陵町男女共同参画行動計画策
定
・広陵町男女共同参画行動計画審
議会の開催
・町内アンケートの実施
※30年度以降は講演会や研修会
の実施

企画調整課

広陵町事業実施計画書 平成29年度～平成31年度 
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 765 765 765

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 765 765 765

事業費 5,197 5,197 5,197

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 5,197 5,197 5,197

事業費 1,500 1,500 1,500

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 1,500 1,500 1,500

地区公民館・集会所修
繕補助事業

各地区の公民館・集会所を修繕することで、地
域を拠点とした自主的な学習活動や様々な防
災に対する訓練等に活用され、地域づくりの
参画が図れる。

公民館等の修繕の補助（50％補
助：例外あり）

生涯学習課 （再掲）

清掃施設周辺大字関連
補助事業

清掃施設の操業にあたり、協定を締結した大
字に対し、地域住民のコミュニティの場として、
公民館等の修繕を行う。

清掃施設の建築に関連している大
字の公民館の修繕の補助（100％
補助）

生涯学習課 （再掲）

備考

地域担当職員の配置

多様化かつ複雑化しているニーズや地域課題
に対応するため、町内の各大字・自治会に地
域担当職員を配置し、地域と行政との協働を
推進することで、地域コミュニティの活性化及
び町職員の育成を図る。

地域担当職員制度の見直し（検討
委員会での協議）、コミュニティカル
テの作成、活性化プランの作成

まちづくり推
進課

　３　コミュニティの育成

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課

第６章「みんなの力で進めるまちづくり」
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 972 0 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 972

事業費 286 286 286

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 286 286 286

事業費 765 765 765

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 765 765 765

第６章「みんなの力で進めるまちづくり」

　４　協働のまちづくりの推進

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

広報紙面電子化事業
過去の広報紙が、紙媒体のみの保管となって
いるため、電子化し、ホームページ上に掲載、
多くの方へ閲覧してもらえるようにする。

過去の広報紙（昭和３０年～平成２
２年）の電子化委託事業

企画調整課

住民懇談会の実施

町内の大字・自治会において、町政や地域で
抱える課題・問題について直接話し合う「住民
懇談会」を開催し、様々な意見交換をして、解
決に向けて地域と行政が協働することで、地
域の実情に合った地域づくりを推進する。

住民懇談会の開催
地域づくりの推進

まちづくり推
進課

地域担当職員の配置

多様化かつ複雑化しているニーズや地域課題
に対応するため、町内の各大字・自治会に地
域担当職員を配置し、地域と行政との協働を
推進することで、地域コミュニティの活性化及
び町職員の育成を図る。

地域担当職員制度の見直し（検討
委員会での協議）、コミュニティカル
テの作成、活性化プランの作成

まちづくり推
進課

（再掲）
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年度 29年度 30年度 31年度

事業費 3,000 2,500 2,500

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 3,000 2,500 2,500

事業費 6,900 3,000 3,000

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 6,900 3,000 3,000

事業費 16,000 0 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 16,000 0 0

事業費 14,500 0 0

(国県支出金)

(地方債)

(その他)

(一般財源) 14,500 0 0

第６章「みんなの力で進めるまちづくり」

　５　自立した自治体運営の推進

事業の名称 事業の概要 事業の内容
事業費（千円）

担当課 備考

公共施設マネジメント
公共施設等総合管理計画のもと、コスト削減
や新たな財源確保などの公共施設の維持・管
理や運営方法の見直しを図る。

住民ワークショップ
まちづくり推
進課

財務書類作成事業
公共施設等のマネジメントや中長期的な財政
運営等に活用するため、固定資産台帳に基づ
く財務書類を作成する。

全国統一的な基準に基づく財務書
類の作成。

総務課

役場庁舎便所改修工事

　役場庁舎の各階のトイレを乾式床面として段
差の解消を図るとともに、老朽化したブース及
び便器を更新し、漏水及び衛生面の改善を行
う。

トイレブース及び便器の更新
床修繕（乾式化）及び段差改修
天井及び壁面修繕
配管工事

総務課

役場庁舎屋上防水工事
　老朽化し、雨漏りしている庁舎屋上を防水改
修し、庁舎の長寿命化を図る。

屋上防水シートの張替 総務課
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