
資料１

塩江地区

（注）★：重点取組み事項関連事業 単位：千円

保健と医療の充実した
まちづくり

医療体制の充実 ★病院機能の充実 医療機器等の購入 50,000 9,000 41,000
高松市民病院
塩江分院

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
親子で人権を考える会・市民講座・研修会の開催、指導
資料の作成など

379 369 10 人権教育課

★安原地区香東川親水ゾーンの整備
多目的道路整備工事，休憩広場整備工事，多目的道路等
用地取得

65,625 43,082 22,543
環境総務課環
境施設対策室

　河川の改良 河川改修 3,000 1,000 2,000 河港課

上水道等の整備 ★水道管網の整備 配水管の布設 7,067 6,000 1,067 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） 1,926 1,926 0 下水道施設課

★合併処理浄化槽設置の助成 合併処理浄化槽設置助成 2,820 6,814 △ 3,994 下水道管理課

★し尿中継貯留槽の整備 し尿中継貯留槽の維持管理 96 89 7
衛生処理セン
ター

　南部クリーンセンターの整備 市道檀橋谷線整備、場内整備工事、周辺整備 34,170 257,295 △ 223,125
環境総務課環
境施設対策室

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 ★急傾斜地崩壊の防止 高橋地区・東地地区・上地地区急傾斜地崩壊防止事業 19,200 19,200 0 河港課

学校教育の充実 　特別支援学級の設置 塩江中学校（１学級の新設） 360 331 29 学校教育課

教育環境の整備 ★塩江地区学校統合事業 統合校の基本設計等 26,730 4,381 22,349
教委総務課新設
統合校整備室

★塩江美術館の充実 特別展・企画展の開催 494 624 △ 130 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 50 121 △ 71 文化財課

建設計画に係る事業の平成２２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 Ｈ２２年度事業計画の概要
Ｈ２２当初予算額

(ｱ)
Ｈ２１当初予算額

(ｲ)
比 較 増 減
(ｱ)　－　(ｲ)

所管課

①連帯のまちづくり

②循環のまちづくり

自然環境の保全と共生
に基づくまちづくり

河川の保全と活用

水資源を大切にするま
ちづくり

下水道等の整備

リサイクル型社会を構
築するまちづくり

環境衛生の充実

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

歴史と芸術・文化を生
かしたまちづくり

芸術・文化・交流拠点
の整備
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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

まちづくりの基本目標 施策の方向 施策項目 事　　業　　名 Ｈ２２年度事業計画の概要
Ｈ２２当初予算額

(ｱ)
Ｈ２１当初予算額

(ｲ)
比 較 増 減
(ｱ)　－　(ｲ)

所管課

温泉施設の整備 ★温泉水減圧水槽築造工事 １号井の温泉水管を減圧するため水槽の整備 5,900 0 5,900 観光振興課

★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・ウインターコンサートへの補助

10,187 10,207 △ 20
観光振興課
美術館美術課

★塩江温泉感謝祭の開催 塩江温泉感謝祭への補助 2,500 2,500 0 観光振興課

農業の振興 　イノシシ等被害防除事業の助成 イノシシ等被害防除事業の助成 800 800 0 農林水産課

★林道の整備 広域基幹林道塩江琴南線等の整備 9,000 23,200 △ 14,200 農林水産課

　分収造林事業の実施 分収造林事業の実施 6,025 4,256 1,769 農林水産課

　造林事業の助成 造林事業の助成（一部森林整備事業基金） 3,560 3,560 0 農林水産課

　松くい虫の防除 松くい虫の防除 800 800 0 農林水産課

商工業の振興 　中小企業指導団体等の助成

塩江町，香川町，香南町，国分寺町および山田の各商工
会が合併した高松市中央商工会への助成であり，各地区
ごとに予算を区分しておりません。
なお，高松市中央商工会に対する補助金のＨ２２当初予
算額は１３，８９４千円で，Ｈ２１当初予算額は
１７，３６７千円です。

－ － － 商工労政課

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 250 300 △ 50 商工労政課

★市道の整備
道路改良工事（高畑安田線、来栖中村線、音川線）
道路防災工事（細井線）

32,000 22,630 9,370 道路課

★橋梁の整備 0 1,000 △ 1,000 道路課

公共交通の整備 ★コミュニティバスの運行 塩江町コミュニティバス運行補助 6,800 7,100 △ 300 交通政策課

⑤参加のまちづくり
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

290,519 427,365 △ 136,846

市道改良（西の峰線・北内中筋線）、ほ場整備 市道改良（西の峰線）、ほ場整備 43,202 30,793 12,409
河港課
道路課

333,721 458,158 △ 124,437

道路の整備

合　　　　　計

香東川水系椛川ダムの建設（うち水源地整備
計画事業）

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

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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