
 

単位：千円

H29年度
予 算 額

（Ａ）

28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 作業所運営費の助成 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
特別支援保育・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

4,937 4,937 4,896

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　２０１７・市民講座・研修会の開催、
啓発資料の作成、社会教育指導員の設置、子ども学級の実
施など

4,996 4,996 4,737

老朽石綿セメント管の更新
φ100㎜　L=１10m

6,800 6,800 0 6,800
［Ｈ29繰］
φ100㎜　L=110m

老朽ビニル管の更新
φ50～φ200㎜　L=1,450m

102,185 102,185 56,569 45,616
［Ｈ29繰］
φ50～φ200㎜
L=1,450m

配水管の布設（幹線）
φ100㎜　L=390ｍ

0 17,931 17,931 17,931

配水管の布設（出水不良）
φ75㎜  L=360m

23,500 23,500 16,815 6,685
［Ｈ29繰］
φ75㎜  L=360m

★中継ポンプ場管理費 中継ポンプ場運転管理（下水） 4,138 4,138 4,138

★合併処理浄化槽設置整備事業（浄化槽
助成）

合併処理浄化槽設置助成
６５基

20,125 664 20,789 16,363

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。 355 355 277

消防車輌の整備 消防車輌の整備 〔H29〕（非常備）消防ポンプ自動車（国分寺１部）購入 11,643 11,643 11,608

学校施設の整備
（幼稚園、小・中学校の耐震
化など）

★学校施設の整備
国分寺南部小中棟校舎外壁改修工事
国分寺中屋内運動場非構造部材等改修工事

117,720 145,562 263,282 110,761 117,720

・国分寺南部小中棟
校舎外壁改修工事
・国分寺北部小便所
改修工事

★特別史跡讃岐国分寺跡・史跡国分尼寺
跡保存整備

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

15,235 15,235 13,473

★史跡まつりの開催
「史跡まつり」の開催
企画展の開催、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

2,309 2,309 2,309

★讃岐国分寺跡資料館の運営・充実
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

7,726 7,726 7,460

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

1,900 1,900 1,900

連携

安全で安心して生活がで
きるまちづくり

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

30年度への
繰   越   額

連帯

循環

水資源を大切にするまち
づくり

上水道等の整備 ★水道管網の整備

下水道等の整備

建 設 計 画 に 係 る 平 成 ２ ９ 年 度 事 業 実 施 状 況 調 書（国分寺地区のみの事業）

まちづくりの
基 本 目 標

施策の方向 施策項目 事業名 H29年度事業の実施状況

予算現額
決　算　額

（28年度からの
繰越を含む。）

30年度への繰越額に
係る事業の概要
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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補助 2,465 2,465 2,460

松くい虫の防除 松くい虫の防除 5,225 5,225 531

★国分寺町まつりの開催 国分寺町まつりへの補助 6,555 6,555 6,555

★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 2,622 2,622 2,622

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

500 500 500

国分西下所線（子烏線）　　改良工事　Ｌ＝85ｍ 12,667 12,667 5,344 7,323 改良工事　Ｌ＝127ｍ

一里山線　　測量　Ｌ＝330ｍ 680 680 680

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 9,041 9,041 8,769

公共交通の整備 放置自転車対策の推進 ＪＲ端岡駅周辺の放置自転車対策の推進 690 690 690

都市基盤の整備 ★ＪＲ端岡駅周辺整備事業 ＪＲ端岡駅南側の道路概略設計の実施 0 1,800 1,800 1,752

参加
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 390 390 113

369,584 165,957 535,541 304,433 184,144

道路の整備 ★市道等の整備

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

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
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