
（単位：千円）

起　　　債 一般財源

900 900

R2～3

9,988 9,988 19,987

4,500 4,500

5,941 5,941

3,000 3,000

77,254 77,254

1,065 1,065

400 400

10,000 9,340

R3～5

6,608 6,608 21,452

継続

文化芸術振興方針（ビジョン）および文化芸術振興計画を策
定する。今後の広陵町における生涯学習や文化芸術の振興
のあり方（ソフト面）で明確化し、その拠点となる中央公民館
の建替（ハード面）について検討を行う。

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
図ることを目的とする。

６　令　和　３  年 度 主 要 事 業 一 覧 表 （ 一 般 会 計 ）

4 企画政策課 ２．１．３

1

企業立地推進事業

企画政策課

5

2 企画政策課
第５次広陵町総合計画・第２次広陵町まち・
ひと・しごと創生総合戦略策定業務委託

3

２．１．３

２．１．３

自治基本条例展開支援業務
自治基本条例が町民に正しく理解され、活用されるた
めの取り組みを進めていくことを目的とする。

新規

公民館建替及び文化芸術の振興のあり方
検討

新規

財　　　源　　　内　　　訳

継続

備 　　　考
補　助　金 その他の特定財源

２．１．３

２．１．３

参考
（複数年総額）

Ｎｏ． 課　　　名 事　　業　　名 概　　　　　　  　要
新規・
継続・
復活

事　業　費

総合計画及び総合戦略の計画期間が令和３年度に最
終年度となることから、２か年で策定事業を進め、今後
の広陵町の方向性を定める次期総合計画・総合戦略
を一体化して策定する。

継続

地域に身近な公共交通として継続して運行し、移動に
関する利便性を向上させる。

企画政策課 個別施設計画継続支援展開業務

各公共施設の維持管理方法や運営方法を見直し、民
間事業者の優れたノウハウ、経験、資金等を効率的に
活用することで、町民や施設利用者ニーズに応じた適
切なサービスを迅速に行うことを目的とする。

新規

企画政策課

２．１．３

7 安全安心課 AED購入事業
地域と連携して、誰もがいつでも使用する事ができるよ
うな環境でAEDを設置し、住民が安全で安心して過ご
せる環境づくりを行う。

継続6 企画政策課 公共交通運行事業

継続 ２．１．４

広陵町の地域住民にふれあいの場を提供する。また、
コロナ禍においても魅力あるイベントを企画・開催し、
広陵町のイメージアップにつなげる。

継続9 地域振興課 広陵かぐや姫まつり

２．１．６8 企画政策課 まちづくり協議会設立準備検討会補助金
自治基本条例に定める、まちづくり協議会の設立に向
けた準備活動に対し、補助を行う。

２．１．７660

２．２．２10 税務課 新規
高度な技術・専門的知識を基に土地に対する課税事務
の合理化及び適正化・均衡化を図る。

固定資産路線価評価業務



（単位：千円）

起　　　債 一般財源

６　令　和　３  年 度 主 要 事 業 一 覧 表 （ 一 般 会 計 ）

財　　　源　　　内　　　訳
備 　　　考

補　助　金 その他の特定財源

参考
（複数年総額）

Ｎｏ． 課　　　名 事　　業　　名 概　　　　　　  　要
新規・
継続・
復活

事　業　費

150,000 150,000

R1～5

45,010 13,100 8,095 591,000

92,291 7,500 37,871

88,803

505 505

4,975 3,475

R1～3

1,890 1,200 186 56,700

1,250 1,200 50

R2～6

4,185 3,400 425

6,187 3,187

３．１．６11 社会福祉課 総合保健福祉会館ＥＳＣＯ事業
総合保健福祉会館の管理運営を円滑に行うため、老
朽化した空気調和設備を、省エネルギーの観点も踏ま
え、ＥＳＣＯ事業により一括更新を行う。

復活

14

新型コロナウイル
スワクチン接種対
策室・けんこう推

進課

新型コロナウイルスワクチン接種事業
感染症まん延予防対策を万全なものとし、新型コロナ
ウイルスワクチン接種順位の指示に従い、必要なワク
チンを確保次第円滑な接種を順次実施する。

新規

12

４．１．２88,803

継続
５．１．２
５．１．５

４．１．２15 けんこう推進課

弁財天地区の井堰改修及び水路改修、農地の集約
化、大区画化を実施し、農業生産基盤の充実を図る。

一般不妊治療費助成事業

1,500

継続

(県営)百済川向地区農地中間管理機構関
連農地整備事業

継続

不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図り、少子化
対策の一環とする。

19 都市整備課

３．２．５23,815西校区認定こども園整備事業
広陵西幼稚園、広陵西第二幼稚園を廃園し、民設民営
の認定こども園を整備する。

認定こども園準
備室

504

３．２．６46,92013

継続18 水田貯留促進事業

17 都市整備課

16

５．１．３

継続

新規

(県営)弁財天地区農地耕作条件改善事業

都市整備課 ５．１．３

５．１．３
水利施設の改修、農地の集約化、大区画化により百済
川向地区の農業生産基盤の充実を図るため、ほ場整
備を実施する。

県営事業で南郷地区周辺の水田貯留促進を行い、同
地区の保水機能を補完する。

360

地域振興課 広陵町農業塾
新規就農者や販売農家を輩出することによる産業とし
ての農業振興及び農地や景観の保全を図る。

こども課 西校区放課後子ども育成教室整備事業 西小学校区に放課後子ども育成教室を整備する。 継続

５．１．５3,00020 地域振興課
特定農業振興ゾーン設定地区
における耕作条件改良事業

地域農業に関する課題を洗い出し、課題解決に必要な
取組に対して支援を行うことで地域農業の振興を図る。

継続



（単位：千円）

起　　　債 一般財源

６　令　和　３  年 度 主 要 事 業 一 覧 表 （ 一 般 会 計 ）

財　　　源　　　内　　　訳
備 　　　考

補　助　金 その他の特定財源

参考
（複数年総額）

Ｎｏ． 課　　　名 事　　業　　名 概　　　　　　  　要
新規・
継続・
復活

事　業　費

4,315 3,708

18,196 9,196

1,550 1,550

R2～5

10,000 4,500 500 188,000

Ｈ30～R5

233,120 94,400 10,504 835,000

H30～R5

5,000 2,200 300 40,000

R2～4

29,060 13,000 1,530 120,000

Ｈ24～R39

61,000 24,700 2,750 600,000

Ｈ29～R6

10,000 4,500 500 60,000

Ｈ30～R4

10,000 4,500 500 55,000

継続
町内事業者に対し、既存の支援機関では支援を行うこ
とが困難であった販路開拓や新規事業の創出、情報発
信に関するアドバイスを行う。

22 地域振興課
Biz運営事業
（地方創生推進交付金対象事業）

６．２．２

9,000

5,000

継続 ６．２．２

百済中央線と県道大和高田広陵線の交差点を近接す
る奥坪橋東交差点に統合するバイパスを整備すること
で両交差点間で、輻輳する交通を整理し、安全な交通
網を構築する。

路肩部の改良により、２車線道路と路肩の幅員を確保
した道路の整備を行うことで、有効幅員を拡げることが
でき、道路利用者の安全性を向上させることができる。

６．２．２

６．２．２

2,500

６．２．２

６．２．２

27 都市整備課

29 都市整備課 狭あい道路整備事業
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、防災面においても安全
な道路環境整備の実現を図る。

都市整備課
橋りょう長寿命化修繕事業
（社総交）

28

継続

赤部２６号線道路整備事業
（社総交）

認定こども園整備に伴う工事車両の通行の安全性を確
保するとともに、通行の車両および通学の安全を確保
する。

継続

箸尾準工業区域内の基盤整備の一環として、都市計
画道路箸尾駅前線と町道古寺中線を結ぶ区域内縦断
道路を構築し、地域の活性化を図る。

128,216

26 都市整備課
百済３号線整備事業
（社総交）

25 用地開発課
箸尾準工業地区道路整備事業
（社総交）

30 都市整備課
南２号線整備事業
（社総交）

県道側道部の整備に伴い、接続する町道部においても
交通量の増加が見込まれるため、側道整備と一体的
に町道拡幅整備を行い、交通環境の改善を図る。

5,000 ６．２．２

23 復活 ５．２．２

５．２．１

継続

継続

橋梁点検により修繕を要する橋梁に順位をつけ、優先
順位の高い橋梁の修繕工事を実施し、橋梁の長寿命
化を図る。

継続

24 都市整備課

21 地域振興課 継続

平成３０年度に近畿観光まちづくりコンサルティング事
業で提案いただいた内容をもとに広陵町及びかぐや
ちゃんを町内外でＰＲするため、広くプロモーション活動
を行う。

継続

地域振興課 タウンプロモーション事業

百済中央線バイパス整備事業
（社総交）

中小企業・小規模企業振興事業
町内の事業者におけるソフト・ハード両面の課題解決を
支援するため、現状の課題把握及び資金面での支援
を行う。

14,530

33,550

５．２．１607

5,000



（単位：千円）

起　　　債 一般財源

６　令　和　３  年 度 主 要 事 業 一 覧 表 （ 一 般 会 計 ）

財　　　源　　　内　　　訳
備 　　　考

補　助　金 その他の特定財源

参考
（複数年総額）

Ｎｏ． 課　　　名 事　　業　　名 概　　　　　　  　要
新規・
継続・
復活

事　業　費

3,000 1,350

R2～6

10,000 4,500 500 500,000

52,837 23,700 2,719

Ｈ26～R5

10,000 9,000 1,000 136,788

Ｈ15～R5

23,000 10,300 1,200 679,000

H27～R5

20,000 9,000 1,000 100,000

R1～4

48,000 28,800 3,200 115,000

R1～5

330,000 198,000 22,000 1,776,825

18,723 14,362

9,873 9,873

６．２．３11,500
百済赤部線
（社総交：交通安全施策等整備事業）

道路交通上の弱者である歩行者を、自動車交通から分
離することにより、歩行者の安全と快適性を確保する。

継続

4,361

橋りょうや道路を構成する構造物の維持管理を適切に
行うために必要な情報を得るための点検を行う。

都市整備課

都市整備課 都市計画マスタープラン等策定業務

沢地区清福寺池護岸整備事業

都市整備課

竹取公園周辺地区の整備計画策定都市整備課

5,000継続32 都市整備課
平尾疋相線整備事業
（社総交）

住居系市街地の良好な住環境の整備に寄与すべく、
基盤整備の根幹である道路インフラ施設等の整備を行
う。

1,65031
橋りょう定期点検事業
（社総交）

36 都市整備課
南２２号線ほか整備事業
（社総交：自転車走行空間整備事業）

路肩の整備、歩行空間の確保等により安全な通行形
態を形成するものである。また、同時に奈良県自転車
ネットワーク利用者への拠点休憩サービス施設間ルー
トとして位置付けをし、自転車レーン等の整備を行う。

継続

37 ６．３．１16,000

６．２．３10,000

沢地区清福寺池の浸食防止を目的としたため池護岸
整備、及び治水対策を目的としたオリフィス設置による
流域貯留を進める。

都市整備課

６．４．１

６．２．３継続

35 都市整備課

34 都市整備課 街路灯LED化更新事業

広陵町内の街路灯をLED化により消費電力の削減を図
り、地球温暖化対策に寄与することを目的とする。ま
た、LED化による灯具更新等の維持管理業務を軽減す
る。

６．４．１

継続

継続

39

38

40

継続

継続

奈良県と連携して古寺川・広瀬川流域で雨水を一時貯
留する施設を整備し、下流で発生する浸水被害の頻度
を軽減させる。また、貯留施設は非貯留時に運動施設
等の有用な活用ができるような施設機能を併せて検討
する。

平成緊急内水対策事業

33 都市整備課
南３０号線道路整備事業
（社総交）

緊急車両等が集落内に進入することが困難であること
から、それを解消すべく、防災機能向上のため、道路を
整備する。

県の都市計画区域マスタープラン策定において、市町
村都市計画マスタープランをベースに積み上げ型で策
定するとの方針が示されたことを受け、平成30年度か
ら策定を進めていた都市計画マスタープランの修正を
行う。

竹取公園周辺において、様々な人々が交流できるとと
もに、馬見丘陵公園と連携し、賑わいが創出されるよう
具体的な個別事業を計画、実施する。

６．２．２26,418

６．２．２

６．２．２

新規

６．３．１

継続

110,000



（単位：千円）

起　　　債 一般財源

６　令　和　３  年 度 主 要 事 業 一 覧 表 （ 一 般 会 計 ）

財　　　源　　　内　　　訳
備 　　　考

補　助　金 その他の特定財源

参考
（複数年総額）

Ｎｏ． 課　　　名 事　　業　　名 概　　　　　　  　要
新規・
継続・
復活

事　業　費

3,000 3,000

H29～R4

76,000 34,200 3,800 170,000

250 250

1,475 1,475

610 610

4,950 4,950

450 450

7,370 7,300 70

5,000 5,000

2,650 2,650

地域防災計画改訂業務委託

奈良県地域防災計画が修正され、令和２年３月２５日よ
り施行されたことを受け、広陵町地域防災計画の見直
しを行うとともに、10年が経過する広陵町国民保護計
画を見直す。

６．４．２

46 安全安心課 ７．１．５新規

公園外からの見通しの悪さによる防犯上の問題を解消
すると共に、樹木の健全な成長、良好な地域景観の保
全を図る。

継続

復活
災害時に町からの情報を多くの住民にいち早く伝達す
ることを根幹とし、多様な伝達手段を活用し確実に伝達
する。

安全安心課 防災情報一括配信システム事業45

41 都市整備課 都市公園”みどりの環境”整備事業

７．１．５

42 継続都市整備課

44 安全安心課 感震ブレーカー設置補助金交付事業 継続

43 安全安心課 感震ブレーカー設置調査委託事業

阪神淡路大震災・東日本大震災の教訓を活かし、地震
による火災の大きな原因となる「通電火災」及び「復電
火災」を防ぎ、住民の生命と財産を守るため、感震ブ
レーカー設置に係る事前調査を行う。

阪神淡路大震災・東日本大震災の教訓を活かし、地震
による火災の大きな原因となる「通電火災」及び「復電
火災」を防ぎ、住民の生命と財産を守るため、感震ブ
レーカー設置に係る補助を行う。

継続

西谷公園整備事業
（社総交）

７．１．５

７．１．５

６．４．２38,000
老朽化した施設について、民意を反映した施設更新整
備や管理を行う。公園施設整備に伴い、防災公園化を
図る。

48 安全安心課 防災行政無線等強化事業 ７．１．５

49 教育総務課
教育大綱改定・教育振興基本計画作成業
務委託

国の方針で示されている教育大綱及び教育振興基本
計画の改定及び作成を行う。

新規

Ｊアラート（自動起動装置）の更新及び音声合成システ
ムの導入を行い、弾道ミサイル攻撃及び大規模自然災
害の発生に備え、住民に情報を一早く知らせる。

８．１．２

新規

50 教育総務課 ＩＣＴ支援員設置事業
学校教育の場において、ＩＣＴ活用を推し進めるべくＩＣＴ
支援員を設置し、授業への活用方法等教職員へ支援
する。

新規 ８．１．２

47 安全安心課 緊急時ドローン調査委託事業
災害時の調査や行方不明者の捜索案件が発生した際
に、ドローンを活用し調査することで、安全かつ早急に
現場の状況を知り、対応にあたることを目的とする。

新規 ７．１．５



（単位：千円）

起　　　債 一般財源

６　令　和　３  年 度 主 要 事 業 一 覧 表 （ 一 般 会 計 ）

財　　　源　　　内　　　訳
備 　　　考

補　助　金 その他の特定財源

参考
（複数年総額）

Ｎｏ． 課　　　名 事　　業　　名 概　　　　　　  　要
新規・
継続・
復活

事　業　費

1,444 954

814 814

1,122 1,122

5,203 5,203

4,416 1,472

R3～4

10,000 7,600 2,400

H12～R7

47,550 14,400 3,250 758,004

2,002 2,002

20,124 20,124

1,616,856 671,000 320,628一般会計　合計

継続 ８．１．２

623,574 1,654

52 学校支援室 コミュニティ・スクール運営事業
学校運営協議会を立ち上げ、学校と地域がパートナー
として連携・協働することで、地域に開かれた教育課程
の実現を目指し、学校教育運営の活性化を図る。

51 学校支援室 広陵放課後塾の開設運営事業

地域の学力指導に係る経験豊富な人材を活用し、平日の放
課後に児童の学力及び学習意欲の向上を図り、地域教育力
の強化に資するため、広陵町学力向上推進支援事業の一環
として指定する小学校において「広陵放課後塾」事業を実施
する。

継続 ８．１．２490

53 学校支援室 通級指導教室運営事業

通級指導が必要な児童に対する指導を受ける機会の確保及び充実
を図り、児童の障がいの状態に合わせて切れ目のない継続的な支
援体制を構築する。また、通級指導教室担当教員が各小学校を巡
回することで、町特別支援教育のフラッグシップ役を担い、各小学校
での特別支援教育の充実を図る。

継続 ８．１．２

54 教育総務課 小・中学校便所洋式化事業
小・中学校における教育環境を向上させるため、洋式
便所を設置する。

継続
８．２．１
８．３．１

55 教育総務課 部活動外部指導員配置事業
部活動指導について専門的な知識や経験を有する外
部指導員を配置することで、教職員の残業の軽減など
働き方改革を進める。

継続 ８．３．１2,944

56
認定こども園準
備室・生涯学習

スポーツ課
平尾公民館整備事業

西校区認定こども園整備のため、現平尾公民館の用
地が必要となったため、別の場所に新たに平尾公民館
を建設する。

新規 ８．５．３

57 文化財保存課 特別史跡巣山古墳整備事業
歴史学習の拠点として集客を図り、観光振興と地域活
性化の資源として活用する。

継続 ８．５．４29,900

58
生涯学習スポー

ツ課
東京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火
リレー

県民をあげて、オリンピック開催をお祝いし世界に向け
て奈良県の魅力を発信する。

継続 ８．６．１

59
生涯学習スポー

ツ課
真美ヶ丘テニスコート改修工事

利用者の利便性向上と施設の長寿命化を図るため、
人工芝コート３面分の一括改修を行う。

新規 ８．６．１


