
資料１

庵治地区

（注）★：重点取組み事項関連事業 単位：千円

★保育所の施設整備  0 71,693 △ 71,693 こども園運営課

★特別保育
地域子育て推進事業，障がい児ふれあい事業，保育体験
事業

2,759 3,263 △ 504 こども園運営課

子育て支援サービスの
充実

　放課後児童クラブ，放課後こども教室の充実 放課後児童クラブ，放課後こども教室の運営 6,709 5,977 732 子育て支援課

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，指導資料の作成など

306 354 △ 48 人権教育課

ハンセン病に対する差
別や偏見の解消

★ハンセン病に関する啓発
大島青松園入所者との交流促進，啓発講演会，全国ハン
セン病療養所所在市町村連絡協議会総会への参加

1,054 806 248 人権啓発課

自然環境の保全と共生に
基づくまちづくり

海岸・河川の保全と活
用

★河川の改良事業 河川の改修 2,000 1,000 1,000 河港課

上水道等の整備 ★水道管網の整備 老朽ビニル管の更新 29,998 21,614 8,384 水道整備課

★下水道汚水施設の整備（東部処理区）  0 70,000 △ 70,000 下水道整備課

　庵治浄化センター管理費 庵治浄化センター運営管理 22,873 25,488 △ 2,615 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（１０基） 3,484 3,484 0 給排水設備課

　生活排水路の整備 生活排水路の整備 1,000 500 500 河港課

自然景観と親しむ快適な
まちづくり

公園・緑地・遊歩道の
整備

★パイロット地区整備事業
　竜王山公園（仮称）の整備

竜王山公園（仮称）の外周道路整備工事，駐車場整備工事 61,549 17,200 44,349 公園緑地課

　庵治漁港高潮等関連整備事業 漁港海岸高潮対策事業　胸壁等建設工事 63,647 72,000 △ 8,353 河港課

　鎌野漁港高潮対策事業 漁港海岸高潮対策事業　胸壁等建設工事 75,000 0 75,000 河港課

  急傾斜地崩壊防止事業 急傾斜地崩壊防止事業（新開地区） 18,000 0 18,000 河港課

　消防屯所の整備  0 22,720 △ 22,720 消防局総務課

　消防車輌の整備 消防ポンプ自動車購入（庵治分団４部深間） 14,326 14,627 △ 301 消防防災課

②循環のまちづくり
水資源を大切にするまち
づくり

下水道等の整備

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

基本的人権を尊重するま
ちづくり

H24所管課

建設計画に係る事業の平成２４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 Ｈ２４年度事業計画の概要
Ｈ２４当初予算額

(ｱ)
Ｈ２３当初予算額

(ｲ)
比 較 増 減
(ｱ)　－　(ｲ)

③連携のまちづくり
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

消防・防災体制の整備
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資料１

庵治地区

（注）★：重点取組み事項関連事業 単位：千円

H24所管課まちづくりの基本目標 施策の方向 施策項目 事　　業　　名 Ｈ２４年度事業計画の概要
Ｈ２４当初予算額

(ｱ)
Ｈ２３当初予算額

(ｲ)
比 較 増 減
(ｱ)　－　(ｲ)

学校教育の充実 　特別支援学級の設置 庵治小学校（１学級の新設） 321 0 321 学校教育課

教育環境の整備 ★幼稚園，小・中学校施設の整備
庵治小学校境界フェンス改修およびプール塗装
庵治中学校の消火配管改修

20,000 41,156 △ 21,156 教育局総務課

歴史と伝統文化を生かし
たまちづくり

歴史と文化の保存・継
承

　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 200 200 0 文化財課

　純愛の聖地庵治・観光交流館の施設整備および運営 純愛の聖地庵治・観光交流館の運営および施設修繕 6,315 9,756 △ 3,441 観光交流課

★瀬戸の都・高松　石彫トリエンナーレ2012 瀬戸の都・高松　石彫トリエンナーレ2012の開催 23,000 1,200 21,800 文化芸術振興課

　重要稚仔放流事業 クルマエビ等種苗の放流 2,000 2,000 0 農林水産課

　カワウ（川鵜）食害対策事業 銃猟によるカワウの駆除 400 400 0 農林水産課

  あじっこ市場の開催 庵治の特産品の販売 360 360 0 農林水産課

★石材汚水公害対策の助成 石材汚水公害対策補助金 164 167 △ 3 商工労政課

★産廃事業の助成 産廃事業補助金 1,800 1,800 0 商工労政課

★庵治ストーンフェアの助成 庵治ストーンフェア2012の補助金 1,500 0 1,500 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 　ふれあい祭り庵治の開催 ふれあい祭り庵治への補助 8,280 8,280 0 観光交流課

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 ★市道の整備 道路改良工事（竹居線,北山２号線，才田谷線） 44,500 16,400 28,100 道路課

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

★庵治コミュニティセンター空調機取付工事  0 3,479 △ 3,479 地域政策課

★地域審議会の開催 地域審議会の開催 780 780 0 地域政策課

庵治支所改修工事 庵治支所中央棟外改修工事 8,190 0 8,190 地域政策課

420,515 416,704 3,811合　　　　　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・交流イベントの
充実

時代の変化に応える産業
を育てるまちづくり

水産業の振興

石材産業の振興

③連携のまちづくり

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

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
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