
（千円）

項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

議員報酬、手当、共済負担金 84,774 84,881

「議会だより」発行 1,162 1,296

議会会議システムクラウドライセンス・ｗｉｆｉ回線使用料 1,062 －

（新）議場映像配信システム更新事業 20,520 －

政務活動費 4,320 4,320

　 （千円）

項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

人事考課システム保守・使用料 1,311 794

臨時職員等社会保険料事業主負担金 48,383 43,692

全国町村会総合賠償補償保険分担金 2,919 2,980

ふるさと応援寄附金事業 16,126 5,046

公共施設等総合管理計画個別整備方針策定事業 5,000 9,400

（新）電子入札システム導入業務委託料 5,153 －

窓口収納における公金取り扱い手数料 573 －

「広報うだ」印刷費、配布委託料 8,763 8,339

市政モニター事業 102 33

奈良テレビ宇陀市ＰＲ番組制作放送委託料 824 824

（新）旧榛原町役場庁舎解体工事設計業務委託料 4,558 －

全国自治協会自動車損害共済分担金 2,470 3,090

（新）マイクロバス運転委託料（一般管理・運転業務） 770 11

（新）共用車ドライブレコーダー設置 390 －

地域づくり推進基金積立金 30,544 30,150

（新）菟田野地域事務所窓枠等塗装設計監理業務・同
工事

5,618 －

（新）菟田野地域事務所空調修繕設計業務委託料 2,614 －

土地取得事業特別会計繰出金 86,934 101,300

(9)一般会計予算案「歳出の概要」

（款）１．議　会　費

議会費 議会費

（款）２．総　務　費

総務管理費

一般管理費

文書広報費

財産管理費
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項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

奈良交通路線バス運行対策費負担金（奥宇陀・大宇陀・
桜井菟田野・古市場・都祁榛原・榛原ネオポリス線他）

37,112 31,139

桜井宇陀広域連合負担金 4,951 5,056

（新）総合計画策定業務委託料 8,358 －

大宇陀南部線バス運行事業 4,701 4,808

（新）榛原大野線運行車両購入費 4,085 －

榛原大野線バス運行事業 3,841 4,153

デマンド型乗合タクシー運行事業 11,818 12,227

ほっとバス錦運営協議会補助事業 500 500

公共交通空白地有償運送事業補助金（菟田野らくらくバ
ス）

2,479 2,436

総合行政ネットワーク事業 2,238 1,992  

電算委託料 40,841 33,399

電算機器使用料 71,128 82,472

宇陀市連合自治会補助金 12,772 12,772

（新）長峯公民館解体事業 6,300 －

貸与集会所等整備委託料 4,000 3,945

集会所等コミュニティ施設整備事業補助金 10,847 12,200

自治会掲示板設置補助金 1,380 1,000

生活安全
対策費

防犯灯設置事業補助金 7,455 7,185

室生山上公園管理運営費 10,248 10,719

文化芸術活動体験交流施設（ふるさと元気村）指定管理
委託料

3,028 3,028

室生高齢者等ふれあい館（音楽の森）指定管理管理委
託料

3,145 3,145

自主放送番組制作委託料 13,560 12,840

自主放送用送出サーバ使用料 3,521 2,808

総務管理費

企画費

電子計算費

自治振興費

アートアルカ
ディア推進費

自主放送費
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項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

振興センター
管理運営費

室生振興センター管理運営費 3,712 4,549

榛原総合センター管理運営費（4月～9月） 3,408 5,497

榛原総合センター大規模改修事業設計管理・同監理委
託料・同工事（10月～3月）

204,340 10,000

地域受入協議会支援事業補助金 500 500

奥大和移住定住連携協議会負担金 200 200

社会保障・税
番号導入費

社会保障・税番号（マイナンバー）制度システム改修等
事業

9,284 13,990

CATV
整備事業費

（新）地域ケーブルネットワーク整備事業 15,970 －

税務総務費 全国森林環境税創設促進連盟会費 20 20

固定資産路線価業務委託料 8,012 7,945

地番図異動更新業務委託料 7,301 7,485

コンビニエンスストア収納手数料 1,037 972

課税更正還付金 8,700 8,700

（新）奈良県市町村税納税コールセンター運営実行委員
会負担金

660 －

徴収対策指導員賃金 2,687 2,687

（新）結婚届祝い品贈呈事業 263 －

（新）オリジナル婚姻記念証発行事業 98 －

（新）個人番号カードによるコンビニ交付事業 36,449 －

戸籍・住基等関連電算機器保守点検委託料 5,712 5,407

住基ネットワーク機器・戸籍電算システム使用料 9,752 9,752

個人番号カード（マイナンバー制度）発行等事務委任交付金 3,590 3,014

統計調査費 指定統計費
工業統計調査員、就業構造基本調査指導・同調査員、
住宅・土地統計調査指導員・同調査員報酬

1,226 1,639

監査委員費 監査委員費 （新）工事監査委託料 127 －

総務管理費

総合センター
管理運営費

まちづくり
支援費

徴税費

賦課徴収費

徴収対策費

戸籍住民
基本台帳費

戸籍住民
基本台帳費
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（千円）

項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

地域福祉拠点施設整備事業 125,653 3,000

（新）お薬手帳発行事業 1,756 －

臨時福祉給付金事業（経済対策分） 18,135 127,500

社会福祉大会開催費 3,755 3,705

戦没者・消防殉職者追悼式、地域慰霊祭費 1,693 1,703

心配ごと相談事業 188 171

宇陀市社会福祉協議会運営費補助金 37,749 34,035

民生委員推薦会委員報酬 35 203

民生児童委員活動費負担金 5,588 5,588

（新）福祉タクシー利用券助成事業 3,080 －

療育教室「こあら教室」事業 4,450 3,110

（新）宇陀市障害者作品展事業（市展同時開催） 72 －

児童発達支援事業 2,234 2,010

意志疎通支援事業 2,149 1,879

手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成事業委託料 524 567

成年後見制度法人後見支援事業 976 510

障害者相談支援事業委託料 7,000 7,000

障害者地域活動支援センター事業委託料 4,920 4,920

心身障害者医療費助成金 47,094 46,944

福祉手当等（障害者手当等）給付費 12,519 10,795

保育所等訪問支援費 60 42

身体障害者（児）補装具給付費 13,752 11,520

療養介護費 40,368 35,400

障害者短期入所給付費 12,000 13,920

障害者居宅介護給付費 12,000 15,960

（款）３．民　生　費

社会福祉費

社会福祉
総務費

障害者福祉費
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項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

身体障害者(児）日常生活用具給付事業費 12,000 12,840

行動援護給付費 10,800 11,160

障害者自立支援医療費(更生・精神） 46,800 61,920

障害者生活介護給付費 304,080 298,932

障害者日中一時支援事業 2,400 2,700

障害者移動支援事業 11,400 11,280

同行援護給付費 1,080 1,056

児童発達支援事業（放課後ディサービス） 30,000 18,960

児童発達支援センター通園給付費 14,400 8,160

自立支援医療費（育成） 850 1,700

障害者（児）相談支援給付費 5,160 3,900

施設入所支援費 79,200 83,400

共同生活援助費 36,000 40,560

自立訓練費（機能訓練・生活訓練） 3,000 1,488

就労移行支援費 9,600 8,820

就労継続支援費（A型） 15,600 11,640

就労継続支援費（B型） 84,000 88,080

精神障害者医療費助成（拡充分） 18,000 5,952

生活管理指導短期宿泊事業 69 －

（新）ワンコインライフサポート事業委託料 300 －

緊急ショートステイ事業委託料 58 －

シルバー人材センター運営補助金 6,700 6,700

老人クラブ連合会補助金 5,185 5,185

生活支援ハウス運営事業委託料 7,475 7,475

後期高齢者医療広域連合負担金 392,304 377,417

重度心身障害老人等医療費助成金 27,120 26,286

社会福祉費

障害者福祉費

老人福祉費
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項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

老人保護措置事業（養護老人ホーム） 36,000 40,500

後期高齢者医療事業特別会計繰出金 135,064 135,556

介護老人保健施設事業特別会計繰出金 11,380 15,708

国民年金費 国民年金事務費 3,444 1,288

国民健康保険事業特別会計繰出金 75,099 50,252

国民健康保険保険基盤安定繰出金 250,253 258,844

国民健康保険特別会計直営診療所繰出金 16,304 15,408

介護保険費 介護保険事業特別会計繰出金 549,695 542,865

人権行政
推進費

住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 5,718 5,810

人権交流
センター費

各人権交流センター事業運営費 22,128 25,084

多世代交流プ
ラザ管理運営
費

（新）あきのの湯水中ポンプ購入事業 10,000 －

福祉保健交流
センター管理費

福祉保健交流センター「ぬく森の郷」管理運営費 6,840 8,092

介護予防
支援費

指定介護予防支援事業費 28,501 27,075

医療介護あんし
んセンター管理

費
医療介護あんしんセンター管理運営費 5,542 6,291

子ども・子育て会議運営経費 97 97

家庭相談員・ファミリーサポートセンター事業 4,361 4,576

子ども医療費助成金 47,292 39,568

未熟児養育医療費助成事業 1,141 2,281

児童手当 341,100 358,020

児童扶養手当給付費 109,476 117,894

市内私立保育所補助金 1,573 3,631

市外委託保育実施事業 13,039 13,258

社会福祉費

老人福祉費

国民健康
保険費

児童福祉費

児童福祉
総務費

児童措置費
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項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

児童措置費 市内私立保育所運営費負担金 132,868 127,354

（新）アレルギー食除去献立システム導入 983 －

大宇陀・室生こども園、２保育所、子育て支援センター管
理運営費

191,419 176,371

児童館費 市内児童館管理運営費 1,093 944

放課後児童健
全育成事業費

放課後児童健全育成事業 40,587 37,183

母子家庭等対策総合支援事業 5,443 5,392

ひとり親家庭等医療費助成金 16,699 17,068

（新）家計相談支援事業委託料 2,500 －

自立相談支援員事業 3,045 3,000

住宅確保給付金事業 774 774

扶　助　費 生活扶助費・医療扶助費等 755,229 751,252

（千円）

項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

桜井地区病院群輪番制病院運営事業負担金 10,693 10,536

全国自治体病院開設者協議会会費 58 58

乳幼児・児童生徒・高齢者等予防接種費 74,630 74,075

予防接種健康被害救済給付金（障害年金及び医療手
当）

10,916 10,834

保健センター費 市内保健センター管理運営費 5,191 5,231

がん検診推進事業 2,477 2,652

妊婦一般健康診査委託料・県外受診補助金等 16,380 15,960

成人・女性等がん検診事業費 28,275 25,485

橿原市休日夜間応急診療所小児深夜診療負担金 1,443 1,006

奈良県産婦人科１次救急医療事業市町村負担金 592 809

火葬場運営費 市営火葬場管理運営費 26,195 26,323

児童福祉費

児童福祉
施設費

ひとり親家庭
等福祉費

生活保護費

生活保護
総務費

（款）４．衛　生　費

保健衛生費

保健衛生
総務費

予　　防　　費

健康づくり費
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項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

病院費 病院事業特別会計繰出金 432,074 493,731

住宅用太陽光発電システム設置奨励事業(～２９年度） 500 500

し尿処理収集運搬委託料 8,813 8,701

集団資源回収助成事業 1,899 1,899

生ごみ処理機等購入助成事業 298 298

（新）空き家実態調査・システム導入事業 9,000 －

公害分析調査費（排水水質検査） 881 1,124

多田水質浄化施設管理委託 378 378

自動車騒音常時監視評価業務委託料 600 854

（新）水源調査委託料 6,730 －

最終処分場周辺環境整備事業 3,270 8,856

上水道費
上水道事業会計繰出金（２９年度から簡易水道事業含
む）

309,326 43,260

下水道費 下水道事業会計繰出金 383,125 384,355

宇陀衛生一部事務組合負担金 85,752 105,188

東宇陀環境衛生組合負担金 100,039 103,420

奈良県宇陀地域ごみ処理広域化推進協議会負担金（4
市村）

300 500

（新）じん芥車購入事業 11,933 －

可燃性ごみ収集運搬委託料 86,832 86,832

市有施設刈草等処分委託料 3,618 3,618

不燃焼物収集処理・最終処分委託料 78,594 81,811

焼却灰運搬処理委託料 14,691 14,691

宇陀クリーンセンター設備点検整備委託事業 20,000 20,000

合併処理浄化
槽整備事業費

合併処理浄化槽整備事業補助金 14,428 15,670

（千円）

項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

農業委員会委員報酬 10,488 10,488

県農業会議負担金 1,551 1,577

保健衛生費

環境衛生費

公害対策費

清掃費

清掃総務費

じん芥処理費

（款）５．農林水産業費

農業費 農業委員会費
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項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

大和高原農用地利用増進協議会負担金 8,382 8,382

農業共済組合運営負担金 1,363 1,363

農林産物品評会 554 508

中山間地域等直接支払交付金事業 34,582 34,934

多面的機能支払交付金事業 28,870 27,915

有害鳥獣防除施設設置被害防除事業 3,000 3,000

宇陀市農業支援基金活用事業(暗渠排水・雨除ハウス
設置等）

2,900 2,900

農業経営体育成支援事業 5,250 2,250

経営所得安定対策直接支払推進事業 3,030 4,398

数量調整円滑化推進事業 530 569

宮奥ダム管理運営事業 16,592 9,814

環境保全型農業直接支払交付金事業 1,624 1,630

水田活用経営所得安定対策交付金事業 1,000 1,500

機構集積協力金交付事業 500 1,200

団体営ため池防災対策調査計画事業 18,300 5,400

農業次世代人材投資事業（旧新規青年就農者確保事
業）

10,500 7,500

地籍調査費 地籍調査事業費 15,756 22,212

農業用施設補修用材料費（修繕工事含む） 4,000 4,000

農林道台帳整備委託事業 5,500 5,500

県営一般農道整備事業負担金（大野・向渕地区） 23,570 9,840

農村環境改善
センター費

農林会館、農林センター管理運営費 4,616 5,250

農業費

農業総務費

農業振興費

農業土木費
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項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

（新）旧伊那佐文化センター体育館耐震診断委託料 3,500 －

宿泊事業者誘致事業（開発審査・不動産鑑定手数料・
遺跡調査委託料・防災公園整備事業）

56,522 12,000

南部東部物産販売促進事業 1,479 902

うだ産フェスタ実行委員会補助金 3,000 3,000

林業総務費 たかぎふるさと館管理運営費 4,628 5,771

里山の広葉樹林再生事業 1,063 1,063

奈良県産材生産促進事業 7,875 7,000

森林環境税施業放置林整備事業 37,673 42,651

美しい森林づくり基盤整備事業 37,170 35,001

有害鳥獣駆除集落取組事業 200 200

宇陀・名張地域鳥獣害防止広域対策事業 1,100 1,100

地域で育む里山づくり事業 319 412

分収造林育成事業 3,000 2,000

林業土木費 林道維持補修用材料費 800 1,800

（千円）

項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

ウッピー商品券発行事業 2,300 2,420

プレミアム商品券発行事業 8,000 8,500

消費者生活相談窓口開設事業 667 601

道の駅大宇陀・室生修繕料 4,000 1,556

市商工会補助金 10,400 10,400

中小企業資金融資保証料・利子補給金事業 6,260 6,520

（新）レンタサイクル推進事業 284 －

（新）宇陀市観光基本計画作成委託料 1,000 －

ワールドメイプルパーク指定管理 2,500 3,000

農業費 産業企画費

林業費 林業振興費

（款）６．商　工　費

商工費

商工振興費

観光費
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項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

観光資源保全事業 1,643 1,696

市観光協会補助金 6,300 6,300

大和高原（東吉野）観光振興協議会負担金 1,500 2,295

保養センター事業修繕等 16,368 17,045

保養センター事業特別会計繰出金（経営健全化分） 147,000 167,000

菟田野産業振興センター管理運営費 10,929 11,296

毛屑・ニベ処理組合運営委託料 9,000 9,000

市毛皮革振興協議会負担金〔（新）新商品開発事業負
担金含む）〕

2,400 2,100

ナシガ谷前
処理場運営費

ナシガ谷前処理場改修・管理運営費 129,667 133,069

（千円）

項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

土木管理費 土木総務費 市道登記業務（萩原32号線、西峠山トジ線） 1,800 1,800

道路橋梁
総務費

道路台帳更新整備業務 3,300 1,586

道路草刈・街路樹剪定委託料・雪寒対策手数料 18,800 18,848

道路陥没等緊急作業手数料 10,000 3,000

橋梁等長寿命化修繕計画策定委託料 10,100 1,307

社会資本整備総合交付金事業（道路ストック総点検事
業）

80,100 40,100

橋梁補修設計委託費 15,100 10,100

（新）道路災害防除調査計画委託料（市道長峯大野線） 30,100 －

交通安全施設整備工事 6,000 5,400

通学路安全施設整備工事 25,020 3,100

（新）街路灯修繕工事（市道萩原１９号線他） 3,500 ５００

道路舗装維持補修工事 104,000 47,500

橋梁長寿命化修繕工事 94,100 40,100

道路維持修繕用等原材料費（支給分含む） 7,300 7,300

商工費

観光費

美榛苑費

産業振興
センター費

（款）７．土　木　費

道路維持費

道路橋梁費
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項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

社会資本整備総合交付金事業（小倉室生線） 41,300 41,300

社会資本整備総合交付金事業（春日野依線） 41,300 31,000

社会資本整備総合交付金事業（春日小附線他） 52,025 32,501

社会資本整備総合交付金事業（奥山鳴谷線） 31,000 31,000

社会資本整備総合交付金事業（大東黒木線） 12,460 31,000

市有地整備事業 15,000 11,087

社会資本整備総合交付金事業（玉立2号線） 31,000 10,400

準用河川たい積土砂撤去工事 2,000 2,000

河川維持工事 2,000 2,000

急傾斜地崩壊対策事業負担金 3,120 3,500

立地適正化計画策定委託業務 11,564 11,200

高萩台自転車駐車場管理運営費 8,316 7,799

既存木造住宅耐震診断支援事業委託料 500 500

既存木造住宅耐震改修支援事業補助金 1,000 1,000

（新）公園台帳策定業務委託 13,300 ―

（新）公園施設長寿命化計画策定業務委託 25,480 ―

（新）鳥見山2000年の森遊歩道整備業務委託 1,355 ―

都市公園等管理委託料 11,066 10,240

公園施設維持修繕工事 12,000 7,000

平成榛原子供のもり公園管理運営事業 41,332 30,438

東榛原市民農園整備事業 59,030 55,601

萩原12号線道路改良事業 116,368 100,016

下井足高萩線測量設計業務委託料 30,000 ―

榛原駅前整備事業 91,200 151,860

道路橋梁費
道路新設
改良費

河　川　費 河川総務費

都市計画費

都市計画
総務費

公園費

社会資本整備
推進事業費
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項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

市営住宅修繕等維持費、各種管理委託料 21,307 28,681

市営住宅屋根修繕工事監理委託料・工事 82,982 80,456

（新）大野団地住宅解体費 1,800 ―

（千円）

項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

常備消防費 奈良県広域消防組合負担金 987,209 917,601

消防団員活動服更新事業〔（新）女性消防団活動育成
事業含む〕

7,927 5,863

（新）女性消防団員活性化大会 210 ―

消防団員報酬・出動手当等 33,979 34,888

消防団員公務災害遺族補償年金 5,737 5,976

防災啓発事業 959 1,835

（新）全国町村会災害対策費用保険 1,157 ―

（新）防災行政無線システム維持管理事業 5,125 ―

（新）防災行政無線システム（同報系）屋内受信機設置
工事

831 ―

（新）マンホール用トイレ・専用テント 680 ―

自主防災組織設立促進・資機材購入補助事業 1,300 1,300

安全・安心メール配信事業 778 402

災害時備蓄用品整備事業 2,691 1,955

消防機庫等整備事業 36,006 26,538

消防施設保全管理・整備事業 562 1,207

消防車購入事業（小型動力ポンプ付き積載車） 14,139 15,936

（千円）

項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

学校教職員パソコン入替事業 7,111 2,164

スクールバス停留所看板設置事業 1,037 1,167

（新）スクールバスドライブレコーダー設置 1,643 ―

住　宅　費 住宅管理費

（款）８．消　防　費

消防費

非常備消防費

災害対策費

消防施設費

（款）９．教　育　費

教育総務費 事務局費
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項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

ぬくもり修学奨励資金支給事業 1,500 1,500

スクールバス運行費（保育所、幼稚園、小・中学校） 88,000 88,000

不登校児童生徒支援事業（適応指導教室「はばたき」） 6,688 4,973

グローバル教育推進事業（英語スピーチコンテスト、サイ
エンスラボ、JAXA学校教育支援）

403 392

スクールカウンセラー設置事業 3,311 3,109

（新）榛原西小学校児童便所改修工事設計委託料 4,000 ―

校医報酬・校務員賃金等・光熱水費・通信費・学校管理
備品・修繕料等

76,267 78,963

言語力育成支援事業｢通級指導教室”ほほえみ”」 3,690 2,517

（新）教科用図書（道徳科）選定委員会補助金 80 ―

学校図書、備品消耗品費、学習用パソコン借上料 23,268 22,529

総合学習等教育振興費補助金 1,304 1,328

特別支援教育・要保護準要保護児童就学援助費・（新）
被災児童生徒就学援助費

8,473 8,333

耐震化事業費 （新）榛原東小学校渡廊下耐震判定・補強設計委託料 4,051 ―

学校管理費
校医報酬・校務員賃金等・光熱水費・通信費・学校管理
備品・修繕料

52,121 56,694

備品消耗品費、学習用パソコン借上料、通学対策補助 18,028 18,126

クラブ活動負担金、総合学習等教育振興費補助金 6,960 6,529

（新）室生中学校創立50周年記念事業補助金 250 ―

特別支援教育・要保護準要保護生徒就学援助費・（新）
被災児童生徒就学援助費

8,608 8,510

外国青年
招致事業費

外国青年招致事業費 8,640 8,840

幼稚園費
（3園）

幼　稚　園　費
園医報酬・臨時職員賃金・光熱水費・通信費・消耗品・
修繕料

24,848 34,990

市美術展、成人式開催費 3,346 2,995

（新）国民文化祭なら2017　障害者芸術・文化祭なら負
担金

3,500 ―

教育総務費 事務局費

小学校費
（６校）

学校管理費

教育振興費

教育振興費

社会教育費
社会教育
総務費

中学校費
（４校）
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項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

市文化会館管理費 31,145 29,858

大和富士ホール管理費 4,723 5,429

公民館費
市中央公民館・分館管理運営費、及び活動補助金（～
29年度）

30,503 29,882

（新）阿騎野人麻呂公園復元建物屋根等修理 2,000 ―

国指定天然記念物保存事業向渕スズラン群落再生事業 2,240 709

国指定特別天然記念物オオサンショウウオ保護事業 2,110 2,018

国指定天然記念物保存事業カザグルマ自生地再生事
業

200 2,018

埋蔵文化財発掘調査事業 11,394 8,385

宇陀市歴史文化館旧旅籠「あぶらや」管理費 1,629 1,398

重要伝統的建造物群保存地区保存事業 32,665 19,735

（新）大宇陀福祉会館保存事業 12,000 ―

国指定史跡宇陀松山城跡保存整備事業（宇陀松山城Ｃ
Ｇ映像制作、出土遺物整理、索道等設置工事、立木補
償等）

33,177 39,082

宇陀市歴史文化館「薬の館」管理事業 2,174 2,084

指定文化財保存修理等助成事業（室生寺・万法寺等） 7,521 4,100

民俗文化財伝承事業 180 180

国指定史跡森野旧薬園保護事業（桃岳庵現況調査・設
計業務）

3,807 3,403

（新）総合センター大規模改修に伴う図書館移設作業 12,020 ―

図書購入費 3,900 3,900

まちづくりセンター（千軒舎）・石景庵管理運営費 2,266 2,992

街なみ環境整備事業（春日門公園用地整備・松山通り
美装化工事等）

25,650 73,157

人権教育推進事業 3,481 3,169

宇陀市人権教育推進協議会補助金 2,798 2,798

保健体育費
保健体育
総務費

ツアーオブ奈良まほろば負担金 300 300

社会教育
総務費

文化財保護費

図書館費

街なみ環境
整備事業費

人権教育
推進費

社会教育費
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項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

市体育協会補助金 4,250 4,000

近畿高校総体事業 1,014 534

宇陀シティマラソン開催事業 1,600 2,300

室内温水プール、グリーンテニスコート管理費 58,982 53,324

大人のための運動教室 2,072 2,298

総合体育館及び総合運動場管理費 16,080 16,677

市内社会体育施設管理運営費 38,625 44,231

給食材料費（小・中・幼児童生徒、及び教職員分） 106,667 113,094

給食センター施設管理運営費 37,546 33,927

（千円）

項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

農業災害
復旧費

農地農業用施設災害復旧工事 3,500 3,500

林道施設
災害復旧費

林道施設災害復旧工事 1,000 1,000

公共土木施設
災害復旧費

公共土木施設
災害復旧費

道路・河川等災害復旧費・地すべり災害復旧費 74,000 65,000

（千円）

項 目 事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容 予算額 前年度

元　　金 市債償還金元金 2,546,192 2,700,539

市債償還金利子 250,488 296,188

一時借入金利子（基金繰替運用利子を含む） 3,000 3,000

保健体育費

保健体育
総務費

体育施設費

学校給食費 学校給食費

（款）１０．災害復旧費

農林業施設
災害復旧費

（款）１１．公　債　費　

公　債　費

利　　子
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　 （千円）　

項 目 担当部署 予算額 前年度

総務管理費
地方創生
総合事業費

企画課 1,309 1,373

　 （千円）

項 目 担当部署 予算額 前年度

【地方創生推進交付金】
 薬草メニュー開発補助金・薬草協議会補助金
等

6,102

地域おこし協力隊賃金等 3,600

2,000 2,500

10,538 10,585

（新）大和高原しごとづくり協議会 企画課 40,000 -

【地方創生推進交付金】
空き家活用推進事業

まちづくり支援課 4,940 3,540

【地方創生推進交付金】
創業・既存企業等支援ネットワーク事業

1,000 918

【地方創生推進交付金】
宇陀チャレンジアシスト補助事業

3,022 3,037

【地方創生推進交付金】
中小企業等施設改修・設備投資補助事業

4,000 4,000

【地方創生推進交付金】
商品企画支援事業

2,500 3,200

485 148

7,000 -

650 -

9,361 9,562

5,500 6,089

1,800 2,000

1,080 1,080

【地方創生推進交付金】
還暦野球推進事業

3,264 3,035

【地方創生推進交付金】
（新）登山道・ハイキングルート整備

2,000 -

自転車のまちづくり事業 まちづくり支援課 500 1,000

（１０）　29年度　地方創生総合戦略　予定事業　

（款）２．総　務　費

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

 総合戦略ＰＤＣＡサイクル構築事業

【基本目標Ⅰ　しごと　地域資源を活かし育てるまちづくり】

（款）２．総　務　費

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

総務管理費
地方創生
総合事業費

薬
草
を
活
用
し
た

ま
ち
づ
く
り
事
業

産業企画課 19,011

 宇陀市産材促進事業補助金

農林課

 有害鳥獣対策強化事業

（
新

）
ア
ン
ト
レ
プ
レ
ナ
ー

〔
起
業
家

〕
育
成
循
環
事
業

産業企画課

 宇陀市特産品・名産品等PR事業

【地方創生推進交付金】
（新）DMO設立による広域連携観光事業

商工観光課

（新）まちなか食べ歩きチケット造成事業

【地方創生推進交付金】
観光誘致促進事業

【地方創生推進交付金】
宇陀四季彩推進事業

 伝統的技術後継者育成事業

 カエデ植樹推進事業

（
新

）
大
和
高
原
ス

ポ
ー

ツ
ツ
ー

リ
ズ
ム
推

進
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
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項 目 担当部署 予算額 前年度

総務管理費
地方創生
総合事業費

企画課・室生地
域事務所

1,798 1,753

　 （千円）

項 目 担当部署 予算額 前年度

農業費 産業企画費 産業企画課 56,522 12,000

　 （千円）　

項 目 担当部署 予算額 前年度

100 100

250 200

8,127 8,086

250 500

人権推進課 364 389

健康増進課 500 500

1,513 1,614

524 505

375 450

4,134 4,638

3,250 3,250

248 248

1,433 1,521

240 263

679 682

7,128 7,767

539 558

2,029 1,993

850 850

3,006 2,764

学校給食センター 1,500 1,500

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

 室生口大野駅「おもてなしステーション」事業

（款）５．農林水産業費

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

宿泊事業者誘致事業（開発審査手数料・不動産鑑定・遺
跡調査委託料・防災公園整備事業）　【再掲】

【基本目標Ⅱ　ひと　暮らしやすく交流が盛んなまちづくり】

（款）２．総　務　費

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

 空き家情報バンク

まちづくり支援課

 結婚支援事業

 定住促進奨励交付金事業・子育て世代支援事業

 「アタック２５」同窓会開催補助事業

総務管理費
地方創生
総合事業費

 女性のための就業支援事業

 一般不妊治療費助成事業

 出産祝い金支給事業（便利な田舎宇陀のレシピ）

こども未来課

 ファーストバースデー祝い品事業
（便利な田舎宇陀のレシピ）

 ベビーシート貸与事業（便利な田舎宇陀のレシピ）

 ぴかぴか1年生応援事業（便利な田舎宇陀のレシピ）

 トリプルチルドレン応援事業（便利な田舎宇陀のレシピ）

 うだこども元気づくりプロジェクト事業

 学力・体力向上事業（学びの広場UDAプラン等）

 子どもフェスタ実行委員会補助金

生涯学習課

 学校・地域パートナーシップ事業

 学校給食地産地消促進事業

 ＪＦＡこころのプロジェクト「夢の教室」事業

 子どもたちの夢を育む育成事業

 家庭教育力支援事業（教育相談）

 外国語指導助手設置事業

 学力・学習状況調査（小学校５年生・中学校2年生）

教育総務課
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　 （千円）　

項 目 担当部署 予算額 前年度

697 747

2,000 2,000

4,960 4,812

9,380 8,968

　 （千円）　

項 目 担当部署 予算額 前年度

都市計画費 公園費 公園課 864 648

　 （千円）　

項 目 担当部署 予算額 前年度

幼稚園費 幼稚園費 こども未来課 3,226 3,000

　 （千円）　

項 目 担当部署 予算額 前年度

まちづくり推進課 53,220 64,401

27,864 26,473

2,542 2,542

企画課 3,500 4,000

介護福祉課 750 950

 健康ポイント事業 1,424 1,434

 おはようラジオ体操 508 388

 ウェルネス運動事業 1,189 3,525

 ウェルネスシニア健康学校事業 1,001 1,100

 （新）ラジオ体操事業 生涯学習課 368 -

（新）いきいき百歳体操
医療介護あんし
んセンター

1,000 -

（款）３．民　生　費

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

児童福祉費

児童福祉
総務費

こんにちは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業）

こども未来課

ファミリーサポートセンター事業　【再掲】

児童福祉
施設費

病後児保育事業

一時預かり保育事業

（款）７．土　木　費

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

平成榛原子供のもり公園再生プロジェクト　【再掲】

（款）９．教　育　費

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

預かり保育事業　【再掲】

【基本目標Ⅲ　まち　地域が連携した安心・安全なまちづくり】

（款）２．総　務　費

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

まちづくり連携協定基本計画策定事業

 まちづくり協議会支援事業

まちづくり支援課

 まちづくり活動応援補助金

 高齢者等サポート隊事業

地方創生
総合事業費

総務管理費

地域公共交通網形成計画推進事業（見直し）

ウ

ェ
ル
ネ
ス
シ
テ
ィ
う
だ
推
進
事
業

健康増進課
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　 （千円）　

項 目 担当部署 予算額 前年度

都市計画費
社会資本整
備推進事業
費

まちづくり推進課 91,200 151,860

　 （千円）　

項 目 担当部署 予算額 前年度

774 481

445 346

（款）４．地域支援事業費　　＜介護保険事業特別会計＞ 　 （千円）　

項 目 担当部署 予算額 前年度

任意事業 864 -

在宅医療・介
護連携推進
事業費

4,333 4,170

認知症総合
支援事業費

412 592

地域ケア会
議

362 170

消防費 災害対策費

避難所設備強化事業（マンホールトイレ、携帯用ＡＥＤ
等）

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

包括支援事
業・任意事
業費

（新）あんしん介護見守りGPS委託料

医療介護あんし
んセンター

在宅医療・介護連携推進事業

認知症総合支援事業（認知症初期集中支援チーム等）

地域ケア会議開催

危機管理課

避難行動要支援者対策事業

（款）７．土　木　費

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

榛原駅前整備事業　【再掲】

（款）８．消　防　費

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

(注２）２８年１２月に総合戦略が改訂され、今回事業が追加されています。

（注1）本掲載事業は、宇陀市総合戦略に示されている事業を優先的に掲載したもので、予算上概ね総務費－地方創生総合事業
費に集約しているが、一部事業で特定財源の対象となる事業等もあるため、他款項目のままで予算措置している場合がある。
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※Ｈ26年度の同交付金には、緊急経済対策として別途｢地域消費喚起・生活支援型｣もあったが地方創生には含まれていない。

H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ H３１

地方創生関連予算の推移（H26～H29）

宇陀市人口ビジョン

宇陀市総合戦略

・先行
型（上
乗せ）
・加速
化交付
金

・地方

創生先

行型※

中

間

年

度

・推進

交付金

地域住
民生活
等緊急
支援の
ための
交付金

計

画

初

年

度

111

12

57

162

26
419

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ｈ27 H28 H29

H29当初

H28補正

H28当初

H27繰越

H27補正

Ｈ26繰越

（百万円） 地方創生関連予算

123

245

419
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（千円）　

項 目 担当部署 予算額

医療介護あんし
んセンター

1,000

教育総務課 1,433

市民課 263

市民課 98

（千円）　

項 目 担当部署 予算額

社会福祉費
社会福祉
総務費

医療介護あんし
んセンター

1,756

（千円）　

項 目 担当部署 予算額

建設改良費
有形固定資
産購入費

市立病院 7,500

（千円）

２８年度ふるさと寄附金寄附額
（28年１2月末現在）

32,619

（１１）　29年度当初予算　ふるさと寄附金　活用予定事業　

（款）２．総　務　費

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

総務管理費
地方創生
総合事業費

 （新）いきいき百歳体操　【再掲】

 JFAこころのプロジェクト「夢の教室」事業　【再掲】

戸籍住民基
本台帳費

戸籍住民基
本台帳費

 （新）結婚祝い品贈呈事業　【再掲】

 （新）オリジナル婚姻記念証発行事業　【再掲】

（款）３．民　生　費

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

12,050

 （新）お薬手帳発行事業　【再掲】

宇陀市立病院事業特別会計

（款）１．資本的支出

事 　　 業 　　 の　　主 　　 な 　 　内 　 　容

 （新）最新鋭胃カメラ（検診等）購入、DMＡT（災害派遣
医療チーム）編成に伴う資機材購入

29年度当初予算案繰入額
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