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単位：千円

２４年度
予算額

（Ａ）

２３年度
からの
繰越額
（Ｂ）

計

(A)＋(B)

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
精神障害者共同作業所の運営助成（おへんろの駅こ
くぶ） 5,180 5,180 5,180

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 5,564 5,199

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 4,974 4,876

上水道等の整備 ★水道管網の整備
老朽ビニル管の更新　φ75～150mm　L=878m
配水管の布設　φ150㎜　L=51m
配水管の布設(出水不良)　φ75～100㎜  L=226m

92,781 17,941 110,722 80,557 2,000 舗装復旧工

★下水道汚水施設の整備（西部処理
区）

汚水管渠工事
φ200mm　L=452m 1,188 46,088 47,276 47,276

★中継ポンプ場運転管理（下水） 中継ポンプ場運転管理（下水） 3,509 3,509 3,509

★合併処理浄化槽設置整備事業 合併処理浄化槽設置助成　　４９基 22,944 8,210 31,154 21,761 4,726 １３基

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。 826 826 571

学校教育の充実
　特別支援学級（旧障害児学級）の
設置

特別支援学級（旧障害児学級）の設置 337 337 337

★学校施設の整備 国分寺北部小学校外壁改修 24,000 24,000 21,800

★幼稚園の整備 国分寺南部幼稚園遊戯室天井改修 9,430 9,430 7,901

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

本市西部地域における文化芸術活動の創造・発表・
交流の拠点として高松西部地域文化施設（仮称）を
整備を行う。（高松国分寺ホールとして，平成25年
4月18日に開館）

891,742 34,560 926,302 883,601

★讃岐国分寺跡資料館の運営

・史跡まつりの開催
　伝統文化子ども筝教室発表，子ども力餅大会，獅
子舞，歴史講演会など企画運営した。
・各種教育普及事業の実施
　ふるさと文化財探偵団教室等の開催
・施設の維持管理，常設展示の充実

9,979 9,979 9,664

★特別史跡讃岐国分寺跡・史跡国分
尼寺跡の保存整備

特別史跡讃岐国分寺跡・史跡国分尼寺跡保存事業 23,255 23,255 22,449

★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。 200 200 200

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。
平成25年度においては，新たに整備された「高松国
分寺ホール」で開催。（9月28日）

2,900 2,900 2,900

連帯

循環

水資源を大切にするまちづ
くり

下水道等の整備

２５年度への繰越額
に係る事業の概要

連携

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

建設計画に係る平成２４年度事業の実施状況調書（国分寺地区のみの事業）

（注）★：重点取組み事項関連事業

まちづく
りの基本

目標
施策の方向 施策項目 事業名 ２４年度事業の実施状況

予算現額

決算額(２３年
度からの繰越を
含む)

２５年度へ
の繰越額
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建設計画に係る平成２４年度事業の実施状況調書（国分寺地区のみの事業）

（注）★：重点取組み事項関連事業

まちづく
りの基本

目標
施策の方向 施策項目 事業名 ２４年度事業の実施状況

予算現額
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★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 2,200

　松くい虫の防除 松くい虫の防除 8,513 8,513 8,303

★国分寺町まつりの開催 国分寺まつりへの補助 6,900 6,900 6,900

★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 2,760

広域的な交流を育てるまち
づくり

地域間交流の促進 　地域間交流事業の推進
下野国分寺・讃岐国分寺親善友好交流協会事業に対
する助成 300 300 300

★市道の整備
・塔原空路線　〔Ｈ24〕測量設計，用地・補償
・南部中央線　〔Ｈ23繰〕測量設計，用地・補償
　　　　　　　〔Ｈ24〕鑑定評価

136,700 24,531 161,231 42,365 114,400
工事の年度内未
完了

公共交通の整備 ★国分寺町コミュニティバス運行事業
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 11,000 10,873

　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 699 699 685

★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 2,102

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
　国分寺北部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 61,569 61,569 60,205

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 780 780 585

1,270,863 192,899 1,463,762 1,252,958 121,126

100 100 1

参加

合　　　　　　　　　　　　計

交流

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

商工業の振興 　中小企業指導団体等の助成

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

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

都市基盤の整備

町たばこ販売組合への補助金


	国分寺地区

