
牟礼地区

（注）★：重点取組み事項関連事業 単位：千円

高齢者・障害者にやさ
しいまちづくり

社会参加の促進 ★知的障害者小規模通所授産施設の運営 ほのぼのワークハウスの運営 15,286 15,739 △ 453 障がい福祉課

子どもたちを健やかに
育てるまちづくり

保育サービスの充実 　幼保一体化による保育ニーズへの対応 幼保一体化についての検討 77 141 △ 64
保育課
学校教育課

基本的人権を尊重する
まちづくり

人権尊重社会の実現 　人権教育の推進
親子で人権を考える会・市民講座・研修会の開催，指導
資料の作成など

716 847 △ 131 人権教育課

上水道等の整備 ★水道管網の整備 老朽石綿セメント管の更新，老朽ビニル管の更新 17,555 44,640 △ 27,085 水道整備課

★下水道汚水施設の整備（東部処理区） 汚水管渠工事 16,000 45,000 △ 29,000 下水道建設課

★ポンプ場の整備(下水） 牟礼雨水ポンプ場・塩屋ポンプ場改築工事 101,000 47,000 54,000 下水道施設課

★ポンプ場・中継ポンプ場運転管理(下水） ポンプ場・中継ポンプ場運転管理（下水） 26,366 27,183 △ 817 下水道施設課

★合併処理浄化槽設置の助成 合併処理浄化槽設置助成 5,558 15,188 △ 9,630 下水道管理課

　生活排水路の整備 生活排水路の整備 1,000 1,000 0 河港課

★牟礼浄化苑施設整備 牟礼浄化苑最終沈殿池設備改築工事 214,745 78,160 136,585 下水道施設課

★牟礼浄化苑管理運営 牟礼浄化苑管理運営 150,071 143,455 6,616 下水道施設課

　河川の改修 河川の改修 20,000 25,800 △ 5,800 河港課

　房前漁港高潮等関連整備事業 0 10,000 △ 10,000 河港課

　支所の耐震化・コミュニティセンター等の新築 牟礼合同庁舎・コミュニティセンター建設工事実施設計 16,409 0 16,409 地域政策課

　消防車輌の整備 消防ポンプ自動車の購入（牟礼分団第１部） 13,876 0 13,876 消防防災課

　消防水利の整備 0 3,450 △ 3,450 消防防災課

　学校図書館の活性化
学校図書館指導員を全小中学校に配置し、蔵書の貸し借
り、データベースの整理等を行う。

4,315 5,142 △ 827 学校教育課

　特別支援学級の設置
牟礼小学校（１学級の新設）
牟礼中学校（１学級の新設）

711 0 711 学校教育課

★学校施設の耐震化
牟礼北小学校・牟礼南小学校・牟礼中学校の耐震補強工
事等

197,325 130,140 67,185 教育総務課

　校庭の芝生化 0 11,606 △ 11,606 教育総務課

生涯学習の充実 ★公民館の耐震化
※牟礼公民館耐震化事業は，22年３月補正(164,744千
円)で計上しています。

0 4,350 △ 4,350 生涯学習課

★石の民俗資料館の運営
施設の維持管理，常設展示の充実，企画展の開催，各種
教育普及事業の実施

28,276 28,017 259 歴史資料館

　伝統文化の保存・継承の支援 無形民俗文化財の保存・継承・公開事業に係る助成 100 100 0 文化財課

安全で安心して生活で
きるまちづくり

自然災害対策の推進

消防・防災体制の整備

人材を育み、人々がい
きいきと元気に暮らせ
るまちづくり

①連帯のまちづくり

②循環のまちづくり
水資源を大切にするま
ちづくり

下水道等の整備

学校教育の充実

教育環境の整備

歴史と伝統文化を生か
したまちづくり

歴史と文化の保存・伝
承

③連携のまちづくり

資料 H22-1-①
合併基本計画に係る事業の平成２２年度予算化状況（地区のみの事業）

まちづくりの基本目標 施策の方向 施策項目 事　　業　　名 Ｈ２２年度事業計画の概要
Ｈ２２当初予算額

(ｱ)
Ｈ２１当初予算額

(ｲ)
比 較 増 減
(ｱ)　－　(ｲ)

所管課
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所管課

★おいでまい祭りの開催 牟礼・おいでまい祭りへの補助 3,000 3,000 0 観光振興課

　むれ源平まちづくり協議会への支援
※「庵治・牟礼・屋島地域の観光等活性化事業」におい
て当該事業に応じた補助を行う予定（予算額は，200千
円）

0 1,000 △ 1,000 観光振興課

　駒立岩南駐車場および案内掲示板の整備 ※整備事業完了 0 23,886 △ 23,886 観光振興課

★讃岐石材加工協同組合の助成 讃岐石材加工協同組合への補助 500 500 0 商工労政課

★あじストーンフェアの助成
※あじストーンフェアは，牟礼地区と庵治地区での隔年
開催であり，22年度は庵治地区で開催予定

0 500 △ 500 商工労政課

　中小企業指導団体等の助成

牟礼町および庵治町の各商工会が合併した高松市牟礼庵
治商工会への助成であり，各地区ごとに予算を区分して
おりません。
なお，高松市牟礼庵治商工会に対する補助金のＨ２２当
初予算額は８，０００千円で，Ｈ２１当初予算額は
１０，０００千円です。

－ － － 商工労政課

　牟礼町中小企業振興融資金の利子補給 牟礼町中小企業振興融資金の利子補給 360 650 △ 290 商工労政課

広域的な交流を育てる
まちづくり

国際交流の促進と人材
の育成

　国際交流活動の推進 牟礼エルバートン親善委員会に対する助成 300 300 0
国際文化振興
課都市交流室

利便性の高い交流基盤
に支えられたまちづく
り

道路の整備 ★市道の整備 道路改良工事（宮ノ前川原線、菜切線，川東線） 30,800 13,730 17,070 道路課

⑤参加のまちづくり
住民と行政のパート
ナーシップに基づくま
ちづくり

住民との協働の推進 ★地域審議会の開催 地域審議会の開催 780 780 0 地域政策課

865,126 681,304 183,822

　　 

合　　　　　計

④交流のまちづくり

魅力ある観光・交流を
育てるまちづくり

観光・交流イベントの
充実

時代の変化に応える産
業を育てるまちづくり

石材産業の振興

商工業の振興
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