
資料１

国分寺地区

（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

施設福祉・在宅福祉
サービスの充実

　精神障害者福祉の推進
地域活動支援センターⅢ型事業運営委託
（おへんろの駅こくぶ） 5,180 5,180 0 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 ★特別保育
障がい児保育・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 5,564 6,602 △ 1,038 こども園運営課

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
みんなで人権を考える会　２０１２・市民講座・研修会の
開催，指導資料の作成，社会教育指導員の設置，子ども学
級の実施など

4,974 5,181 △ 207 人権教育課

上水道等の整備 ★水道管網の整備
老朽ビニル管の更新  φ150㎜　L=550m
配水管の布設  φ150㎜　L=80m
配水管の布設(下水工事に伴う移設)  φ150㎜  L=340m

84,467 97,454 △ 12,987 水道整備課

★下水道汚水施設の整備（西部処理区）
汚水管渠工事
φ200㎜　L＝342ｍ 27,702 7,520 20,182 下水道整備課

★中継ポンプ場運転管理(下水） 中継ポンプ場運転管理（下水） 2,410 4,086 △ 1,676 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　　　６５基 22,944 21,616 1,328 給排水設備課

環境にやさしい社会を
構築するまちづくり

環境衛生の充実 ★枝葉リサイクルの推進 剪定枝を集積し，チップ堆肥化する。 826 831 △ 5 農林水産課

  特別支援学級（旧障害児学級）の設置 国分寺南部小学校（１学級の新設） 321 0 321 学校教育課

★学校施設の整備 国分寺北部小学校外壁改修 24,000 8,760 15,240 教育局総務課

★幼稚園の整備 国分寺南部幼稚園遊戯室天井改修 9,430 900 8,530 こども園運営課

生涯学習・生涯スポー
ツの充実

★高松西部地域文化施設（仮称）整備 高松西部地域文化施設（仮称）の建設 891,742 124,500 767,242 文化芸術振興課

★史跡まつりの開催
企画展の開催，歴史講演会，子ども筝演奏，国分寺太鼓，
こども力餅大会など 2,430 2,430 0 文化財課歴史資料館

★讃岐国分寺跡資料館の運営・充実
施設の維持管理，常設展示の充実，各種教育普及事業の実
施 7,549 7,537 12 文化財課歴史資料館

★特別史跡讃岐国分寺跡・史跡国分尼寺跡の保存整備
国分寺跡・国分尼寺跡史跡地の公有化ならびに史跡公園管
理費，出土品整理費等 23,255 14,767 8,488 文化財課

★讃岐国分寺太鼓保存会活動の助成 讃岐国分寺太鼓保存会への補助 200 300 △ 100 文化芸術振興課

芸術・文化の育成 ★音の祭りの開催
邦楽の要素を取り入れた，地元和太鼓団体とのコラボレー
ションも行うコンサートの開催 2,900 3,000 △ 100 文化芸術振興課

③連携のまちづくり

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

歴史と伝統文化を生か
したまちづくり

伝統文化の保存・継承
と活用

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

H24所管課

建設計画に係る事業の平成２４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 Ｈ２４年度事業計画の概要
Ｈ２４当初予算額

(ｱ)
Ｈ２３当初予算額

(ｲ)
比 較 増 減
(ｱ)　－　(ｲ)
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資料１

国分寺地区

（注）★：重点取組み事項関連事業 単位：千円

H24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 Ｈ２４年度事業計画の概要
Ｈ２４当初予算額

(ｱ)
Ｈ２３当初予算額

(ｲ)
比 較 増 減
(ｱ)　－　(ｲ)

★特産品の情報発信イベントの開催 グリーンフェスタ国分寺の開催 2,200 2,200 0 農林水産課

　松くい虫の防除 松くい虫の防除 5,813 5,819 △ 6 農林水産課

商工業の振興 　中小企業指導団体等の助成 町たばこ販売組合補助金 100 100 0 商工労政課

★国分寺町まつりの開催 国分寺町まつりへの補助 6,900 6,900 0 観光交流課

★国分寺町冬のまつりの開催 国分寺町冬のまつりへの補助 2,760 2,760 0 観光交流課

広域的な交流を育てる
まちづくり

地域間交流の促進 　地域間交流の促進 栃木県下野市との地域間交流事業に対する助成 300 300 0 観光交流課都市交流室

道路の整備 ★市道の整備

子烏線：L=240m　測量設計、用地、補償、改良、舗装
里山渋線：L=200ｍ　舗装
南部中央線：用地、補償
北谷端岡線：測量設計

118,200 31,830 86,370 道路課

公共交通の整備 ★コミュニティバスの運行 国分寺町コミュニティバスの運行に対する補助金の交付 11,000 9,600 1,400 交通政策課

　放置自転車対策の促進 ＪＲ端岡駅周辺の放置自転車対策の推進 699 1,397 △ 698 まちなか再生課

★ＪＲ端岡駅周辺整備事業
測量設計
アドバイザー派遣経費 2,102 105 1,997 都市計画課

★コミュニティセンターの耐震補強等工事 国分寺北部コミュニティセンターの耐震補強等工事 0 96,236 △ 96,236 地域政策課

★コミュニティセンターの消防設備設置工事 国分寺南部コミュニティセンター消防設備設置工事 0 2,300 △ 2,300 地域政策課

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

1,266,748 470,991 795,757

都市基盤の整備

⑤参加のまちづくり

心ふれあうコミュニ
ティ形成を基礎とした
まちづくり

コミュニティ活動の支
援

合　　　　　計

時代の変化に応える産
業を育てるまちづくり

農林業の振興

魅力ある観光・交流を
育てるまちづくり

観光振興イベントの開
催

④交流のまちづくり

利便性の高い交流基盤
に支えられたまちづく
り
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