
（単位：千円）
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787危機管理課 ＡＥＤ設置モデル貸出事業
地域と連携して、誰もがいつでもＡＥＤを使用でき
る安心・安全な環境づくりを行う。

継続

危機管理課 防犯カメラ設置事業
利用者の多い都市公園や交通事故が多発する交
差点付近に防犯カメラを設置することで、犯罪抑
止や交通事故の解決促進を図る。

継続

まちづくり推進課 広陵元気号再編事業
コミュニティバス「広陵元気号」の再編を行い、更な
る利便性の向上を図る。

継続

まちづくり推進課
地方創生総合戦略関係事業
（３世代ファミリー定住支援事業）

少子化対策の一環として、町内に在住する親元へ
町外から戻ってくる子世代に対して経済的支援を
行い、定住人口の増加を図る。

新規

まちづくり推進課
地方創生総合戦略関係事業
（空き家利用促進事業）

空き家対策の一環として、シニア世代の住居や使
わなくなった家を子育て世代に賃貸する制度を活
用し、まちの活性化を図る。

新規

まちづくり推進課 企業立地推進事業

地域経済の活性化及び活力の創出のため優遇施
策を講じることにより、町内企業の育成はもとより
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。

継続

まちづくり推進課 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
る課題や問題について直接話し合う「住民懇談
会」を開催しさまざまな意見を交換することで、解
決に向けた地域と行政の協働による地域づくりを
進める。

継続

企画調整課
第４次広陵町総合計画後期基本計画策定
支援業務委託

平成２８年度が第４次広陵町総合計画の前期基本
計画最終年度となることから、前期基本計画の総
合的評価及び後期基本計画の策定を進め、今後
の町の方向性を定める。

新規

管理課 公共施設無線LAN環境構築事業

本庁、さわやかホール、図書館及びはしお元気村
において誰でも利用出来る無線LAN環境を構築
し、災害時に避難者や支援協力者がパソコン・タブ
レット等で情報を受発信できる環境を整える。

新規

総務部長
査定額

当初予算額
（三役査定額）

備 　　　考

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住民ニーズや地域課
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
ることによって地域コミュニティの活性化及び町職
員の育成を図る。

継続

平成28年度主平成28年度主平成28年度主平成28年度主なななな事業事業事業事業のののの予算要求状況予算要求状況予算要求状況予算要求状況

課　　　名 事　　業　　名 概　　　　　　  　要
新規・
継続

各課要求額
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（単位：千円）

総務部長
査定額

当初予算額
（三役査定額）

備 　　　考

平成28年度主平成28年度主平成28年度主平成28年度主なななな事業事業事業事業のののの予算要求状況予算要求状況予算要求状況予算要求状況

課　　　名 事　　業　　名 概　　　　　　  　要
新規・
継続

各課要求額

10,000

49,912

5,839

222,138

1,988

235

6,200

6,000

（未定）

3,000都市整備課 中ミヨ下池護岸工事
中ミヨ下池の護岸を整備することにより、ため池の
保全及び沿線道路の沈下防止を図る。

継続

新清掃施設建設
準備室

山辺・県北西部広域環境衛生組合の設立

ごみ処理集約化によるスケールメリットを最大限に
享受することを目的に、１０市町村によるごみ処理
施設を共同設置するための広域事務組合を設立
する。

新規

生活環境課
社会資本整備総合交付金事業
（空き家実態調査事業）

適切な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、生活環境の保全と空き家を有効
活用を図るため実態調査を行う。

新規

生活環境課
屋外広告物（違反広告物）適正化システム
導入事業

中和幹線、大和高田斑鳩線等の広告景観の向上
と、屋外広告物の適正化及び規制誘導を促進する
ため、香芝市と連携しシステムの構築を図る。

新規

保健センター 健康づくり推進における人材育成
これからの保健事業の担い手となり、主体的に地
域で活躍できる人材の育成を目指し、畿央大学と
協働して実施する。

新規

保健センター イベント「“命”を守ろうフェスタ」

住民一人ひとりが多目的視点（健康、食の安全、
虐待予防、防災、防犯）から「命を守る」ことの意識
を向上させ、自分の命は自分で守るための行動が
できるよう啓発イベントを開催する。

継続

認定こども園準
備室

北幼保連携型認定こども園整備事業（設
計）

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。

新規

子ども支援課 保育園、幼稚園防犯カメラ設置事業
保育園及び幼稚園に防犯カメラを設置することで、
外部侵入者の抑止を図り、防犯効果を高める。

新規

住民課 証明書コンビニ交付事業

マイナンバーカードを利用して、コンビニエンススト
アで平日の夜間や休日でも自分の都合に合わせ
て住民票の写しなど各種証明書を取得できるサー
ビスを開始する。

新規

地域振興課 第２２回かぐや姫まつり

多くの町民がふれあうことができる憩いと賑わいの
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、町外からも多くの観光客を誘致す
る。

継続
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（単位：千円）

総務部長
査定額

当初予算額
（三役査定額）

備 　　　考

平成28年度主平成28年度主平成28年度主平成28年度主なななな事業事業事業事業のののの予算要求状況予算要求状況予算要求状況予算要求状況

課　　　名 事　　業　　名 概　　　　　　  　要
新規・
継続

各課要求額

7,000

775

5,632

3,000

8,000

45,000

30,000

25,000

7,000

55,000都市整備課
社会資本整備総合交付金事業（橋りょう等
定期点検事業）

町が管理する橋りょうやカルバート等について、近
接目視による点検を実施し老朽化による災害を防
止するとともに、適正な維持管理を行うための基
礎資料を得る。

継続

都市整備課 町道百済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
ことで、道路利用者の憩いの場を形成する。

継続

都市整備課 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を
実施することで、道路構造体の長寿命化を図る。

継続

都市整備課
社会資本整備総合交付金事業（橋りょう長
寿命化修繕事業）

平成22年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画に
基づき、補修が必要な損傷のある橋りょうを順に
補修する。

継続

都市整備課
社会資本整備総合交付金事業（百済中央
線バイパス）

県道大和郡山広陵線の整備に伴い、更なる交通
量の増加が見込まれる。このことにより、百済地区
から町内他地区へのアクセスが困難になるため、
県道との交差点へと接続するバイパス道路を整備
する。

継続

都市整備課
社会資本整備総合交付金事業　（古寺中
線）

多目的広場整備に伴う進入道路を整備する。 継続

都市整備課 集中豪雨被害軽減対策事業

開発行為等による土地利用の変化や局所的大規
模豪雨の発生などが原因で、住宅地を中心に内
水氾濫の被害リスクが増大している。浸水が想定
される区域を調査し、被害を最小化するための効
率的な対策を検討する。

継続

地域振興課
地方創生総合戦略関係事業
（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実施し、野菜の出荷を
想定した農業者を育成する。新規就農者を確保
し、産業としての農業振興とともに遊休農地の解
消と農地及び景観の保全を図る。

継続

地域振興課 健楽（けんぎょう）農業
遊休農地や耕作をしなくなる農地を利活用し、農
業を通じて町民の健康や地域コミュニティの活性
化とともに、新たな遊休農地の発生防止を図る。

新規

都市整備課 農業水利施設保全合理化事業（井堰診断）

町内にある農業水利施設（井堰）の効率的な機能
保全のため、機能診断によって性能低下の要因と
状況を把握するとともに、これに対応する複数の
対策を比較検討する。

継続
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（単位：千円）

総務部長
査定額

当初予算額
（三役査定額）

備 　　　考

平成28年度主平成28年度主平成28年度主平成28年度主なななな事業事業事業事業のののの予算要求状況予算要求状況予算要求状況予算要求状況

課　　　名 事　　業　　名 概　　　　　　  　要
新規・
継続

各課要求額

20,000

20,000

20,000

10,000

25,000

80,000

21,000

4,320

40,000

50,700危機管理課 広陵町中央体育館災害対策設備改修工事

避難所である中央体育館に、災害時の非常用電
源の確保のため太陽光パネルを設置するととも
に、省エネ型のLED電球への取り替え及びトイレ
の改修等を行う。

新規

危機管理課 消防用ポンプ車更新事業
前回の更新から２０年が経過し老朽化した消防ポ
ンプ車を更新することで、消防力の強化を図るとと
もに維持管理経費の削減を図る。

新規

都市整備課 古寺町営住宅地上式受水槽設置事業
現在の受水槽は地下式コンクリート製であるた
め、地上式にすることで汚水事故を防ぎ安心・安
全な飲料水を供給できるようにする。

新規

都市整備課
社会資本整備総合交付金事業（安心・防
災・安全公園整備事業）

公園施設の老朽化に対する安全確保のため、遊
具の更新・公園内の遠路の改良・広場等の整備を
行い、安心して安全に利用できる都市公園にす
る。

継続

都市整備課 地形図等修正業務
地形図等を修正することにより、現状把握を行うと
ともに道路台帳システム及び各課で使用している
システムの地形図データを更新することができる。

新規

都市整備課
社会資本整備総合交付金事業（自転車走
行空間整備事業：南２２号線ほか）

道路幅員が狭小であり、安全な走行空間が確保さ
れていない重要な生活道路を安全に通行できるよ
う路肩整備や歩行空間の確保を行う。

継続

都市整備課
社会資本整備総合交付金効果促進事業
（広陵町周遊自転車走行空間整備事業）

“ならクル”や“農村周遊自転車ルート”等の広陵
町内にある周遊自転車道及びその周辺道路を自
転車利用者が安全快適に走行できる空間の改善
整備を行う。

継続

都市整備課
社会資本整備総合交付金事業（交通安全
施設等整備事業：南郷８号線）

歩道整備により、道路交通上の弱者にある歩行者
を自動車交通から分離することで歩行の安全と快
適性を確保する。

継続

都市整備課
社会資本整備総合交付金事業（交通安全
施設等整備事業：百済赤部線）

歩道整備により、道路交通上の弱者にある歩行者
を自動車交通から分離することで歩行の安全と快
適性を確保する。

継続

都市整備課 街路灯LED化更新事業

町道維持管理経費の軽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。
　H26(実績）　 58基　　　H27（見込）   30基
　H28(計画）　190基　　 H29（計画）  190基
　H30(計画）　185基

継続
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（単位：千円）

総務部長
査定額

当初予算額
（三役査定額）

備 　　　考

平成28年度主平成28年度主平成28年度主平成28年度主なななな事業事業事業事業のののの予算要求状況予算要求状況予算要求状況予算要求状況

課　　　名 事　　業　　名 概　　　　　　  　要
新規・
継続

各課要求額

24,020

6,556

14,000

61,398

31,333

49,505

4,760中央体育館 町立体育館照明LED化工事
町内体育館の維持管理経費の軽減と地球温暖化
対策推進のため、照明のＬＥＤ化を図る。

継続

文化財保存課 特別史跡巣山古墳保存修理事業
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とともに住民
の憩える場となるよう整備する。

継続

図書館 図書館システム入替事業
図書館システムのグレードアップと電子書籍の導
入により、図書館サービスの向上を図る。

新規

図書館 図書館ガス空調設備の入替事業
老朽化による故障が多く冷暖房の効率も落ちてい
るガス空調設備を入替し、光熱費削減を図るととも
に利用者に快適な読書環境を提供する。

継続

教育総務課 小学校・中学校トイレ改修事業
小学校及び中学校において、各校２器ずつ和式ト
イレから洋式トイレへの改修を行う。

新規

教育総務課 小学校・中学校防犯カメラ設置事業
小学校及び中学校に防犯カメラを設置することで、
外部侵入者の抑止を図り、防犯効果を高める。

新規

教育総務課
小学校・中学校普通教室空調整備事業（設
計）

児童・生徒の学習環境を整えるため、普通教室に
空調設備を設置する。

新規

－5 －


