
資料１

塩江地区

（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

★老人介護支援センターにおける相談業務
（地域包括支援センターとの連携）

高齢者等からのさまざまな相談に対応
高齢者を介護している家族や今後要介護状態になるおそ
れのある者に対し、高齢者支援推進事業を年４回程度実
施
※事業費は、「地域包括支援センターの設置運営」に含
まれている。ただし、例年の地区のみの事業としては報
告する。

1,320 1,320 0
地域包括支援セン
ター

医療体制の充実 ★塩江病院機能の充実 医療機器等の購入 2,230 16,772 △ 14,542
高松市民病院
塩江分院事務局

医療体制の充実
★患者送迎バス運行事業
★専門外来医師受入事業

患者送迎バスの運行
専門外来（内科、外科）医師や宿日直医師の受入等

21,963 30,826 △ 8,863
高松市民病院
塩江分院事務局

こ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
延長保育・障がい児保育・世代間交流事業・保育体験事
業

7,074 3,734 3,340 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　２０１４・市民講座・研修会
の開催、指導資料の作成など

402 453 △ 51 人権教育課

★安原地区香東川親水ゾーンの整備 安原公園駐車場整地工事等 1,723 27,114 △ 25,391 環境施設対策課

★河川改修 河川改良 3,000 3,000 0 河港課

★水道管網の整備

配水管の布設（県道拡幅による移設）
塩江地区の配水池、ポンプ所等の各種データを後川浄水
場にてすべて監視できるように、テレメータ装置の更新
を行い、さらに浅野浄水場でも遠隔監視できるようにシ
ステムの整備を行う。

241,824 0 241,824 水道整備課

★水道管網の整備 老朽ビニル管の更新 35,608 4,976 30,632 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） 2,111 2,063 48 下水道施設課

★合併処理浄化槽設置整備の助成 合併処理浄化槽設置助成(１０基) 3,257 3,484 △ 227 給排水設備課

リサイクル型社会を構
築するまちづくり

地域環境の保全 ★南部クリーンセンターの整備 南部クリーンセンターの整備工事等 2,194 2,329 △ 135 環境施設対策課

自然景観と親しむ快適
なまちづくり

南部広域クリーンセンター
の周辺環境整備

★南部クリーンセンター周辺整備 土地改良事業地元負担金補助事業 4,500 16,425 △ 11,925 環境施設対策課

★急傾斜地崩壊の防止事業 八丁地区急傾斜地崩壊防止対策工事 16,200 9,000 7,200 河港課

学校教育の充実 ★特別支援学級（旧障害児学級）の設置
安原小学校（１学級の新設）
塩江中学校（２学級の新設）

774 0 774 学校教育課

★塩江地区学校統合事業
塩江小・中学校屋内運動場の建設工事、外構工事、運動
場整備工事等

1,016,769 1,088,901 △ 72,132
総務課新設統合校
整備室

★塩江地区学校統合事業 塩江放課後児童クラブ専用室の施設整備 504 15,543 △ 15,039 子育て支援課

★塩江美術館の充実 展覧会（企画展・常設展）の開催 801 792 9 美術館美術課

★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 50 50 0 文化財課

生活の豊かさを実感で
きるまちづくり

地域情報化の推進 ★塩江ケーブルネットワークの光ファイバー化
平成２４年度に策定した基本計画を基に、塩江ケーブル
ネットワークの再整備に着手

304,932 0 304,932 情報政策課

河川の保全と活用

②循環のまちづくり

③連携のまちづくり

H26所管課施策項目
Ｈ２５初予算額

(ｲ)

教育環境の整備

保健と医療の充実した
まちづくり

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

芸術・文化・交流拠点
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

建設計画に係る事業の平成２６年度予算化状況（地区のみの事業）

比 較 増 減
(ｱ)　－　(ｲ)

下水道等の整備

事　　業　　名
Ｈ２６当初予算額

(ｱ)

①連帯のまちづくり

まちづくりの基本目標 Ｈ２６年度事業計画の概要施策の方向

自然環境の保全と共生
に基づくまちづくり

上水道等の整備

水資源を大切にするま
ちづくり

歴史と芸術・文化を生
かしたまちづくり
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資料１

塩江地区

（注）★：重点取組み事項関連事業 単位：千円

H26所管課施策項目
Ｈ２５初予算額

(ｲ)
比 較 増 減
(ｱ)　－　(ｲ)

事　　業　　名
Ｈ２６当初予算額

(ｱ)
まちづくりの基本目標 Ｈ２６年度事業計画の概要施策の方向

★まつりの開催
塩江桜まつり・塩江温泉まつり・塩江ほたるまつり・塩
江もみじまつりへの補助

9,692 9,692 0 観光交流課

★塩江温泉感謝祭の開催 塩江温泉感謝祭への補助 2,250 2,250 0 観光交流課

★ウインターコンサート（旧クリスマスコンサートin塩江）の開催 ウインターコンサートの開催 42 42 0 美術館美術課

★分収造林事業の実施
分収造林事業
除間伐や枝打などの森林整備

0 1,344 △ 1,344 農林水産課

★造林事業の助成(一部森林整備事業基金） 造林事業の助成（一部森林整備事業基金） 12,082 9,558 2,524 農林水産課

★松くい虫の防除 松くい虫の防除 1,182 1,043 139 農林水産課

★治山事業 治山工事 500 500 0 農林水産課

広域的な交流を育てる
まちづくり

地域間交流の促進 ★枚方市への物産展の出展 枚方市物産展に係る出展負担金 250 250 0 産業振興課

道路の整備 ★市道等の整備

高畑安田線 　 Ｌ=50ｍ　改良、舗装、用地・補償
大向線後川橋　Ｌ=100ｍ 橋梁実施設計
細井線　　　　Ｌ=60ｍ  測量設計、法面保護工、
　　　　　　　　　　　　用地・補償
大向線　　　　Ｌ=50ｍ　法面保護工

40,900 48,533 △ 7,633 道路整備課

公共交通の整備 ★塩江町コミュニティバス運行事業 塩江町コミュニティバスの運行に対する補助金の交付 7,400 7,300 100 交通政策課

行財政運営基盤の充実
強化を目指すまちづく
り

行財政運営の効率化と
支所等の機能整備

★塩江支所蓄熱式空調設備改修 塩江支所空調設備改修工事 40,131 0 40,131 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

1,782,445 1,308,074 474,371

自然景観と親しむ快適
なまちづくり

椛川ダムの関連整備
★香東川水系椛川ダムの建設（うち水源地域整備計画事
業）

市道改良事業
西ノ峰線
野田・大相線

26,000 13,140 12,860
河港課
道路整備課

1,808,445 1,321,214 487,231総　　　　　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

林業の振興

合　　　　　計

⑤参加のまちづくり

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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