
（単位：千円）

起　　　債 一般財源

568 568

11,280 5,835

11,330 11,330

※本格稼働は
Ｒ５から

0 0

2,000 2,000

2,100 300

3,000 3,000

2,000 2,000

2,647 2,647

68,686 60,486

新規
セキュアブラウザ（インターネットの仮想環境によるインター
ネット閲覧システム）の入替に伴い、システムの性能・機能
の見直しを行う。

・統合型ＧＩＳ：庁内地図データを集約する。
・公開型ＧＩＳ：住民や業者にＧＩＳ地図データを公開し、
オープンデータとしてカタログサイトにも公開する。

令　和　４  年 度 主 要 事 業 一 覧 表 （ 一 般 会 計 ）

4 未来都市推進課 ２．１．１

1

統合型・公開型ＧＩＳ導入事業

未来都市推進課

5

2 未来都市推進課 オンライン申請システム構築委託事業

3

２．１．１

２．１．１

電子申請システム導入事業
行政手続きや庁内業務等の効率化・迅速化を図るた
め、電子申請システム（Logoフォーム）を導入する。

新規

セキュアブラウザ入替事業

継続

4,200

財　　　源　　　内　　　訳

継続

5,445

備 　　　考
補　助　金 その他の特定財源

２．１．３

２．１．１

参考
（複数年総額）

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

事　業　費

ぴったりサービス（マイナポータル）のデータを本町住民
記録システムにおいて取り込み可能な形に個人情報特
定情報の変換を行うシステム・モジュールの開発導入を
行う。

新規

住民の通勤や通学、地域活動、経済活動などを一にす
る広陵町、大和高田市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺
町、河合町の７市町において、体育館、ホールの共同利
用について具体的検討を行う。

企画政策課 広陵町自治基本条例展開支援事業
自治基本条例に基づく協働のまちづくりを推進するた
め、住民ワークショップや職員研修を実施するとともに、
（仮称）協働のまちづくり推進計画を策定する。

継続

未来都市推進課

２．１．３1,800

7 企画政策課 総合計画の検証及び行政評価支援事業
行政評価実施のための所管課ヒアリング等を実施し、行
政評価制度を活用した総合計画の評価及び検証制度を
構築する。

新規6 企画政策課 公共施設共同利用広域連携展開支援事業

新規 ２．１．３

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9 企画政策課 企業立地推進事業

２．１．３8 企画政策課 公共施設長寿命化計画継続展開支援事業

広陵町公共施設長寿命化（保全）計画に基づき、各公共
施設の維持管理方法や運営方法を見直すとともに、小
学校の図書室や体育館の地域開放など先導的プロジェ
クトを推進する。

２．１．３

２．１．３4,00010 企画政策課 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。

公共交通運行事業



（単位：千円）

起　　　債 一般財源

令　和　４  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

1,197 1,197

500 500

10,000 9,500

4,962 3,026

2,000 2,000

8,397 8,256

641 641

4,562 3,562

10,000 10,000

R2～5

312,051 61,300 15,427 616,670

２．１．４11 安全安心課 AED購入事業
地域と連携して、いつでも誰でも使用できる環境でAED
を設置し、安全で安心して過ごせる環境づくりを行う。

継続

14 こども課
広陵町子ども家庭総合支援拠点　設置・運
営事業

子ども及び妊産婦の福祉に関する支援業務を適切に行
う必要があることから、対象者の福祉に関し必要な支援
を構築するための拠点を設置する。

新規

12

新規 ３．２．１

３．１．２15 介護福祉課

有線ネットワーク環境を整備し、園児の登園管理等がで
きるシステムを導入する。

高齢者火災警報器購入助成事業

新規

子ども支援施設整備基本計画策定事業

幼保一体化総合計画に基づき、広陵東小学校区、真
美ヶ丘第一小学校区及び真美ヶ丘第二小学校区におけ
る認定こども園の整備等について、基本計画を策定す
る。

継続

75歳以上の一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世
帯で住民税非課税者を対象に、新たに住宅用火災報知
器を設置する場合の助成を行う。

19
認定こども園準

備室

２．１．６

３．１．１
３．２．１

1,936

まちづくり協議会運営補助金
概ね小学校区を区域として組織した「まちづくり協議会」
に対し、自主的、主体的な活動に資するための補助金を
交付する。

企画政策課

141

２．１．７50013

新規18 広陵北かぐやこども園ICT化推進事業

17 こども課

16

３．２．３

新規

新規

広陵南保育園ICT化推進事業

こども課 ３．２．４1,000

３．２．５

無線ネットワーク環境を整備し、園児の登園管理等がで
きるシステムを導入する。

保険年金課
子ども医療費助成事業（対象年齢の引き上
げ）

子ども医療費助成事業の対象年齢の上限を、現行の15
歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までに引
き上げる。

地域振興課 広陵かぐや姫まつり
地域住民にふれあいの場を提供するとともに、魅力ある
イベントを企画・開催し、町外から多くの観光客を誘致す
ることで広陵町のイメージアップにつなげる。

継続

３．２．５235,32420
認定こども園準

備室
西校区認定こども園整備事業

広陵西第二幼稚園、平尾公民館及び八幡池に跨がる場
所に民営の認定こども園を誘致するため、用地買収、事
業者選定及び整備補助金交付を行う。

継続



（単位：千円）

起　　　債 一般財源

令　和　４  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

3,993 3,993

1,000 1,000

H30～

1,250 1,100 150

R元～7

7,560 6,800 760

42,200

5,326 3,326

R4～5

5,000 5,000 9,000

R4～6

6,000 3,000 40,500

6,427 5,815

18,311 9,241

新規
野焼き等を行わないよう、環境に配慮した農業（有機農
業等）を実践する団体に対して、草刈り機等の機械購入
に対して補助を行う。

22 地域振興課 環境に優しい農業推進補助金

５．１．５

継続 ５．２．１

水利施設の改修、農地の集約化及び大区画化により、
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。

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。

５．１．５

５．１．３

2,000

５．１．３

５．２．１

27 地域振興課

29 地域振興課 中小企業・小規模企業振興事業
「広陵町中小企業・小規模企業振興会議」において、町
内の事業者に必要な取組や施策を提言いただき、がん
ばる企業に補助金を交付する。

地域振興課
地域資源ブランディング事業
（地方創生推進交付金対象事業）

広陵農業振興地域整備計画更新業務

現行の計画は平成25年に策定されたものであり、計画
の内容が現在の農業の実情にそぐわなくなってきている
ため、実情に即したものとなるよう全体的な見直しを行
う。

28

継続

町内に存在する防災重点ため池について、耐震性及び
耐雨性の調査を実施する。

42,200

26 地域振興課 広陵町農業塾

25 都市整備課 防災重点ため池防災減災整備事業

30 地域振興課
Biz運営事業
（地方創生推進交付金対象事業）

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。

9,070 ５．２．１

23 継続 ５．１．３

５．１．２

継続

新規

町内の靴下事業者が有するファクトリーブランド商品や
町内で生産された苺を中心とする農産物を国内外に展
開するとともに、「広陵くつした」におけるブランドイメージ
の形成及び知名度向上を図る。

新規

継続

24 都市整備課

21
新清掃施設建設

準備課
新規

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。

継続

都市整備課 水田貯留促進事業

(県営)百済川向地区農地中間管理機構関連
農地整備事業

一般廃棄物処理基本計画策定事業

ごみの排出・処分の現況を整理し、今後の排出量・処分
量を予測し、排出抑制を促すために必要な施策や適正
処理のための指針をまとめた一般廃棄物処理基本計画
を策定する。

3,000

４．２．１

612



（単位：千円）

起　　　債 一般財源

令　和　４  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

H24～

30,000 13,500 1,500 167,000

Ｈ30～R5

250,000 100,000 12,500 1,195,000

R元～R4

23,000 10,300 1,200 65,000

R2～R5

28,368 12,700 1,484 165,000

Ｈ24～R39

68,000 27,500 3,100 600,000

R元～R6

33,000 14,800 1,700 60,000

Ｈ30～R7

5,000 2,200 300 85,000

R元～

100,000 45,000 5,000 500,000

Ｈ26～R4

15,000 6,700 800 128,000

R4～

18,000 7,290 810 120,000

６．２．２37,400
橋りょう長寿命化修繕事業
（社総交）

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

7,500

百済中央線と県道大和高田広陵線との交差点を、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。

都市整備課

都市整備課 大谷奥鳥井線整備事業

南２号線整備事業
（社総交）

都市整備課

通学路対策事業
（社総交：交通安全施策等整備事業）

都市整備課

都市整備課

137,500継続32
都市整備課
用地開発課

箸尾準工業地区道路整備事業
（社総交）

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整
備する。

15,00031
百済中央線バイパス整備事業
（社総交）

36 都市整備課 百済（淵口）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
な道路環境整備を実施する。

継続

継続

35 都市整備課

34 都市整備課

37 ６．２．２2,500

６．２．２16,500

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
町道拡幅整備を行う。

６．２．２

６．２．２
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。

14,184

６．２．２9,900

継続

50,000

39

38

40

継続

継続

新規

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。

平尾疋相線整備事業
（社総交）

33 都市整備課
百済３号線道路整備事業
（社総交）

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。

舗装面が老朽化した幹線道路の安全な通行と、道路環
境を維持するための舗装修繕を行う。

通学路の交通安全対策を行い、児童の事故を防ぐ。

６．２．２11,500

６．２．２

６．２．２

継続

６．２．２

継続



（単位：千円）

起　　　債 一般財源

令　和　４  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

Ｈ26～R7

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

Ｈ15～

27,000 12,100 1,400 679,000

H27～

55,000 24,700 2,800 133,000

Ｈ21～R10

20,000 9,000 1,000 171,500

H31～R6

429,000 193,000 21,500 2,500,000

R3～R4

5,107 2,554 13,830

R4～R6

10,014 10,014 25,014

R4～

5,000 5,000

H31～

3,000 3,000

H28～R4

30,000 13,500 1,500 170,000

立地適正化計画策定事業

居住誘導区域や都市機能誘導区域等を設定することに
より、市街化調整区域等への無秩序な建設を減らし市
街化区域内への誘導を図るため、町内の土地利用の方
針を策定する。

６．２．３

46 都市整備課 2,553 ６．４．１継続

10,000

町内に設置されている街路灯の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とともに、灯
具更新等の維持管理業務を軽減する。

継続

継続
奈良県との連携により、古寺川･広瀬川・馬見川流域で
雨水を一時貯留する施設を整備し、流域で発生する浸
水被害の頻度を軽減させる。

都市整備課 平成緊急内水対策事業45 214,500

41 都市整備課 街路灯LED化更新事業

６．２．３27,500

42 継続都市整備課

44 都市整備課
南郷８号線整備事業
（社総交：交通安全施策等整備事業）

継続

43 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
態を形成するとともに、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、
自転車レーン等の整備を行う。

歩道設置を目的とした道路拡幅を行い、通行者に安全
な道路環境を提供する。

継続

百済赤部線整備事業
（社総交：交通安全施策等整備事業）

６．２．３

６．３．１

６．２．３13,500
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。

48 都市整備課 大塚地区土地利用計画策定業務 ６．４．１

49 都市整備課 都市公園みどりの環境整備事業
公園外からの見通しの悪さによる防犯上の問題を解消
するとともに、樹木の健全な成長、良好な地域景観の保
全を図る。

継続

中和幹線沿道を産業用地として活用するための整備計
画を策定する。

６．４．２

継続

50 都市整備課
西谷公園整備事業
（社総交）

老朽化した施設について、民意を反映した施設更新整
備や管理を行うとともに、防災公園化についての整備を
行う。

継続 ６．４．２15,000

47 都市整備課
箸尾駅周辺地区土地利用策定及び箸尾駅
前線見直し検討業務

箸尾駅周辺について土地利用計画を策定し、併せて箸
尾駅前線の見直しを図る。

新規 ６．４．１



（単位：千円）

起　　　債 一般財源

令　和　４  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

4,000 4,000

R3～

22,000 14,500

H26～

30,000 13,500 1,500

11,500 10,300 85

1,850 1,850

R4～

1,000 1,000

6,600 6,600

34,207 34,207

2,650 2,650

1,888 1,038 ８．１．２85060 学校支援室 広陵放課後塾運営事業
町立小学校の学力向上を目指し、全ての町立小学校で
実施する。

継続

８．１．２59 教育総務課 ＩＣＴ支援員設置事業
小・中学校におけるICT支援員を外部から配置し、教職
員の業務軽減と、専門的指導を行う。

継続

８．１．２58 教育総務課
広陵町立小・中学校統合型校務支援システ
ム導入事業

奈良県が実施している県域での統合型校務支援システ
ムを導入する事業に参加し、町立小・中学校で統合型校
務支援システムを導入する。

新規

８．１．２57 教育総務課 (仮称）学校給食費多子軽減補助金 多子世帯に対して、学校給食費相当分の補助を行う。 新規

継続 ６．４．２52 都市整備課 竹取公園周辺地区まちづくり事業
広陵町竹取公園周辺地区まちづくり基本計画に基づき、
施設整備等を進める。

7,500

51 都市整備課 西谷公園地域連携事業
西谷公園のパーゴラ（藤棚）を真美一まちづくり連絡会との地
域連携事業として整備するに当たり、設置に係る補助金を交
付する。

新規 ６．４．２

53 都市整備課
公園施設長寿命化対策支援事業
（社総交）

公園長寿命化計画に基づき、公園施設の更新を進め、
ライフサイクルコストの低減を図る。

継続 ６．４．２15,000

54 安全安心課 平尾区防火水槽設置工事
平尾区新公民館建設工事に合わせて、敷地内に防火水
槽の新設工事を行う。

新規 ７．１．３1,115

55 安全安心課 感震ブレーカー普及事業
地震時の出火原因となる「通電火災」「復電火災」を防
ぎ、住民の生命と財産を守るため、狭隘地区の調査及
び設置補助を行う。

継続 ７．１．５

56 都市整備課 防災１００年計画策定事業
狭隘地域に住む地域住民との話し合いの上、防火帯と
して機能する基幹道路の整備や、避難所の確保等につ
いての長期的な指針を策定する。

新規 ７．１．５



（単位：千円）

起　　　債 一般財源

令　和　４  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

468 468

6,302 6,302

44,286 44,286

3,676 1,226

R4～5

3,477 2,500 977 123,710

318 318

3,749 3,749

11,350 1,350

13,000 13,000

473 463

８．５．２10,00068 図書館 図書館と学校図書館連携事業
図書館と学校図書館をシステムでネットワーク化し、蔵
書の一元管理、有効活用、情報共有を行い、地域や子
どもに根ざしたサービスを提供する。

新規

８．５．２67 図書館 広陵町立図書館システム入替事業
クラウド型図書館システムに更新する。自動貸出システ
ムの導入など新たな非接触型サービスを追加して、図書
館サービスの向上と業務の効率化を図る。

新規

８．５．１66
生涯学習文化財

課
みんなの生涯学習セミナー

生活課題や社会課題をはじめとする課題解決型セミ
ナーを実施し、習得したことを日常生活や地域活動に活
かすことができる人材を育成・創出する。

新規

８．２．１62 教育総務課 (仮称）小学校用校務用等ＰＣ導入事業 小学校用の校務用等ＰＣを整備する。 新規

８．１．２61 学校支援室 通級指導教室運営事業
特別な支援を必要とする児童に対して、通級指導教室
設置校を拠点校として、担当教職員が設置校だけでは
なく、未設置小学校を巡回指導する。

継続

８．４．１65
認定こども園準

備室
広陵西小学校区幼稚園閉園事業

広陵西第二幼稚園を解体する。また、認定こども園開園
に伴い、広陵西幼稚園および広陵西第二幼稚園を閉園
するため、閉園イベントを実施する。

継続

８．３．１2,45064 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、教職員の時間外勤務の軽減
など働き方改革を進める。

継続

８．２．１63 教育総務課 広陵西小学校屋上防水工事 校舎屋上の全面防水改修を実施する。 新規

69 図書館 図書館施設管理委託業務事業
個別に委託している図書館の施設管理業務を包括委託
する。

新規 ８．５．２

70 図書館 図書館開館２５周年記念イベント事業
令和4年度を「図書館25周年YEAR」と位置づけ、一年間
を通して関連イベントを行う。

新規 ８．５．２10



（単位：千円）

起　　　債 一般財源

令　和　４  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

H12～R7

38,187 11,800 2,038 751,546

6,270 6,270

1,966,728 608,590 400,599

８．５．４24,34971
生涯学習文化財

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

一般会計　合計 950,038 7,501

72 スポーツ振興課 広陵中央体育館床面改修 中央体育館の床面を改修する。 新規 ８．６．１


