
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 0 15,286 △ 15,286 障がい福祉課

　幼保一体化による保育ニーズへの対応 0 77 △ 77 こども園運営課

★特別保育
延長保育，障がい児保育，一時預かり事業，地域子育て推進事
業，世代間交流事業，障がい児ふれあい事業，保育体験事業

18,821 14,991 3,830 こども園運営課

子育て支援サービスの
充実

★子育て支援施策の検討 牟礼３校区放課後児童クラブ新設実施設計 4,200 0 4,200 子育て支援課

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
わたしたちみんなで人権を考える会（仮称）・市民講座・研修
会の開催，指導資料の作成など

679 716 △ 37 人権教育課

上水道等の整備 ★水道管網の整備 配水管(連絡管)の布設，老朽ビニル管の更新 32,260 17,555 14,705 水道整備課

★下水道汚水施設の整備（東部処理区） 0 16,000 △ 16,000 下水道整備課

★ポンプ場の整備(下水）

牟礼雨水ポンプ場改築工事
　・建築
　・機械・電気設備
　・前処理設備

248,200 101,000 147,200 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） 27,231 26,366 865 下水道施設課

★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その２
牟礼浄化苑耐震診断業務（詳細）

174,767 214,745 △ 39,978 下水道施設課

　牟礼浄化苑管理運営 牟礼浄化苑管理運営 148,452 150,071 △ 1,619 下水道施設課

★合併処理浄化槽設置整備事業 合併処理浄化槽設置助成 5,226 6,636 △ 1,410 給排水設備課

　生活排水路の整備 生活排水路の整備 500 1,000 △ 500 河港課

循環型社会を構築するま
ちづくり

地域環境の保全 ★久通・松井谷墓地整備事業 松井谷墓地実施設計 2,590 12,610 △ 10,020 市民やすらぎ課

道の駅・海の駅の整備 ★牟礼道の駅物販施設等の整備 施設増築に伴う工事設計業務委託 2,780 0 2,780 観光振興課

公園・緑地の整備 ★近隣公園の整備（牟礼中央公園多目的広場の整備） 0 2,700 △ 2,700 公園緑地課

自然災害対策の推進 　河川の改修 河川の改修 10,000 20,000 △ 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 牟礼支所・コミュニティセンター等建設工事 197,234 16,409 180,825 地域政策課

　消防車輌の整備 0 13,876 △ 13,876 消防防災課

学校教育の充実 　特別支援学級の設置 牟礼中学校（１学級の新設） 340 711 △ 371 学校教育課

★学校施設の耐震化 0 197,325 △ 197,325 教育部総務課

　学校施設の整備
牟礼中学校の校舎外壁改修，
牟礼北小学校空調機改修

17,320 0 17,320 教育部総務課

生涯学習の充実 　公民館の管理・運営 牟礼・牟礼南公民館の管理・運営 11,154 13,476 △ 2,322 生涯学習課

H23所管課

資料　H２３－１－①

安全で安心して生活でき
るまちづくり

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

教育環境の整備

①連帯のまちづくり
子どもたちを健やかに育
てるまちづくり

③連携のまちづくり

合併基本計画に係る事業の平成２３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 Ｈ２３年度事業計画の概要
Ｈ２３当初予算額

(ｱ)
Ｈ２２当初予算額

(ｲ)
比 較 増 減
(ｱ)　－　(ｲ)

保育サービスの充実

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

自然景観と親しむ快適な
まちづくり
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牟礼地区

（注）★：重点取組み事項関連事業 単位：千円

H23所管課まちづくりの基本目標 施策の方向 施策項目 事　　業　　名 Ｈ２３年度事業計画の概要
Ｈ２３当初予算額

(ｱ)
Ｈ２２当初予算額

(ｲ)
比 較 増 減
(ｱ)　－　(ｲ)

★史跡説明板整備および史跡の管理・整備事業
説明板書替・移設，史跡囲柵改修・造園および樹木伐採・剪定
事業

251 421 △ 170 文化財課

　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

　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

28,547 28,276 271
文化財課
歴史資料館

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

　おいでまい祭りの開催 牟礼・おいでまい祭りへの補助 2,760 3,000 △ 240 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２０１１の補助金(牟礼と庵治での隔年開催
23年度は牟礼開催)

500 0 500 商工労政課

商工業の振興 　中小企業の経営支援 牟礼町中小企業振興融資金への利子補給 225 360 △ 135 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
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（菜切線，宮北落合線(高府丁線)，名切線） 17,500 30,800 △ 13,300 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

953,217 906,087 47,130合　　　　　計

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

④交流のまちづくり

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

③連携のまちづくり


