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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
（作業所運営費の助成：おへんろの駅こくぶ）

5,180 5,180 0 障がい福祉課

★保育所の施設整備
（国分寺北部保育所屋上防水改修）

0 10,208 △ 10,208 こども園運営課

★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

7,403 6,877 526 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　２０１５・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

5,081 5,296 △ 215 人権教育課

老朽ビニル管の更新   φ100㎜　L=50m 5,959 40,479 △ 34,520 水道整備課

配水管（連絡管）の布設　φ100㎜ 10,732 0 10,732 水道整備課

配水管の布設（出水不良）φ75～100㎜　L=221m 19,450 0 19,450 水道整備課

★下水道汚水施設の整備（西部処理区） マンホールポンプ　１基 14,000 54,304 △ 40,304 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） 3,188 3,449 △ 261 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） 20,125 20,125 0 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。 791 798 △ 7 農林水産課

学校教育の充実   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）
国分寺中学校（１学級の新設）

547 963 △ 416 学校教育課

★学校施設の整備
　国分寺中学校屋内運動場（第二体育館）
　　外壁・屋根改修工事
　　下水道切替工事
　国分寺中学校給食場洗面器改修工事

0 53,252 △ 53,252 教育局総務課

★幼稚園の整備
（国分寺南部幼稚園便所改修工事）

0 33,257 △ 33,257 こども園運営課

★史跡まつりの開催
「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

7,511 7,540 △ 29
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並びに史跡
公園管理・植栽、整理業務等

18,260 17,634 626 文化財課

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

2,000 2,100 △ 100 文化芸術振興課

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

②循環のまちづくり

水資源を大切にするま
ちづくり

上水道等の整備

③連携のまちづくり

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

★水道管網の整備

下水道等の整備

H27所管課

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

保育サービスの充実

建設計画に係る事業の平成２７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 Ｈ２７年度事業計画の概要
Ｈ２７当初予算額

(ｱ)
Ｈ２６当初予算額

(ｲ)
比 較 増 減
(ｱ)　－　(ｲ)
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H27所管課

建設計画に係る事業の平成２７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 Ｈ２７年度事業計画の概要
Ｈ２７当初予算額

(ｱ)
Ｈ２６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補助 2,200 2,200 0 農林水産課

　松くい虫の防除 松くい虫の防除 9,287 9,973 △ 686 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 10 30 △ 20 産業振興課

★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
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 0
観光交流課都市
交流室

道路の整備 ★市道の整備

国分西下所線（子烏線）Ｌ＝150ｍ　改良、測量
設計、用地・補償
南部中央線　 Ｌ＝100ｍ　改良
　　　　　　 Ｌ＝ 16ｍ　橋梁上部工
北谷端岡線   Ｌ＝ 70ｍ　改良、測量設計
橘・中新名線　A=3,200㎡（舗装打換）
端岡・北谷線　A=1,200㎡（舗装打換）

75,080 90,005 △ 14,925 道路整備課

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

9,490 8,600 890 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 690 690 0 都市計画課

★ＪＲ端岡駅周辺整備事業 ＪＲ端岡駅前広場整備（北側エリア） 91,397 2,102 89,295 都市計画課

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

★国分寺支所空調設備改修事業 0 119,506 △ 119,506 地域政策課

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

★国分寺南部コミュニティセンターの耐震
補強等工事

国分寺南部コミュニティセンター付属建物改修工
事

34,406 100,532 △ 66,126 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

355,957 608,270 △ 252,313合　　　　　計

⑤参加のまちづくり

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

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

利便性の高い交流基盤
に支えられたまちづく
り

都市基盤の整備



実施済

実施中

廃　止

未　定

ハード事業については、事業が完了。
ソフト事業については、事業に着手済み、又は合併
後も引き続き実施。民営化を含む。

事業に着手しているが、未完了（主にハード事業）。

事業を廃止。

平成26年12月現在、未着手であり、今後の方向性が
未定。

建設計画等の進捗状況（平成27年度末見込）      【重点取組み事項】  

(単位：件)

地区名

国分寺 77 (0) 5 (2) 1 (0) 9 (4) 92 (6)

（　）は県事業で内数

実施済 実施中 廃止 未定 計

平成27年度末において、実施中である見込の事業内訳

地区名

★ 本津川河川改修事業（香川県）

★ 県道等整備（香川県）　1路線

★ 新病院整備と利用しやすい周辺整備

★ 消防緊急情報システム整備事業

国分寺

全市的
なもの

実施中の主な事業
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