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単位：千円

２５年度
予算額

（Ａ）

２４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
精神障害者共同作業所の運営助成
（おへんろの駅こくぶ）

5,180 5,180 5,180

★保育所の施設整備 国分寺南部保育所便所改修工事 14,130 14,130 0 9,586 工事費

★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

6,293 6,293 5,724

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２０１３・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

5,992 5,992 4,942

上水道等の整備 ★水道管網の整備
老朽ビニル管の更新　φ75～150mm　L=563m
配水管の布設　φ75～150mm　L=247m
配水管の布設（連絡管）　φ75～100㎜  L=350m

131,358 2,000 133,358 93,100 37,479 配水管の布設

★中継ポンプ場運営管理 中継ポンプ場運転管理（下水） 3,219 3,219 3,219

★下水道汚水施設の整備
（西部処理区）

下水管渠工事(２６年度へ繰越)
φ200mm L=370m

43,889 43,889 17,589 26,300
下水管渠工事
φ200mm L=370m

★合併処理浄化槽設置整備事業 合併処理浄化槽設置助成　　77基 32,274 4,726 37,000 32,332 4,668 １３基

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。 826 826 464

消防ポンプ自動車購入 14,727 14,727 14,232

高規格救急自動車購入 35,013 35,013 34,914

学校教育の充実
　特別支援学級（旧障害児学級）
の設置

特別支援学級（旧障害児学級）の設置 321 321 273

教育環境の整備 ★学校施設の整備 国分寺中学校屋内運動場床改修 38,080 38,080 31,782

★特別史跡讃岐国分寺跡・史跡国
分尼寺跡の保存整備

特別史跡讃岐国分寺跡・史跡国分尼寺跡保存事
業

18,051 18,051 14,031

★讃岐国分寺太鼓保存会活動の助
成

讃岐国分寺太鼓保存会への補助。 100 100 100

★史跡まつりの開催
史跡まつりの開催
　伝統文化子ども筝教室発表、子ども力餅大
会、獅子舞、歴史講演会など企画運営した。

2,430 2,430 2,430

★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

7,551 7,551 7,330

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。
平成25年度においては、新たに整備された「高
松国分寺ホール」で開催。

2,300 2,300 2,300

建設計画に係る平成２５年度事業の実施状況調書（国分寺地区のみの事業）
（注）★：重点取組み事項関連事業

まちづく
りの基本
目標

施策の方向 施策項目 事業名 ２５年度事業の実施状況

予算現額

決算額(２４
年度からの繰
越を含む)

２６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

下水道等の整備

２６年度への繰越額
に係る事業の概要

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

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

連携

安全で安心して生活できる
まちづくり

消防・防災体制の整備 　消防車両の整備

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
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２５年度
予算額
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２４年度
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計

(A)＋(B)

建設計画に係る平成２５年度事業の実施状況調書（国分寺地区のみの事業）
（注）★：重点取組み事項関連事業

まちづく
りの基本
目標

施策の方向 施策項目 事業名 ２５年度事業の実施状況

予算現額

決算額(２４
年度からの繰
越を含む)

２６年度へ
の繰越額

２６年度への繰越額
に係る事業の概要

★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 2,200 2,200 2,200

　松くい虫の防除 松くい虫の防除 8,557 8,557 8,529

商工業の振興 　中小企業指導団体等の助成 町たばこ販売組合への補助金 50 50 1

★国分寺町まつりの開催 国分寺まつりへの補助 6,900 6,900 6,809

★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 2,760

広域的な交流を育てるまち
づくり

地域間交流の促進 　地域間交流事業の推進
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

400 400 400

道路の整備 ★市道の整備

塔原空路線　 L=244ｍ　改良、舗装、用地
南部中央線　　　　　　用地、補償

その他路線
　上向田東川西線  L=336ｍ　舗装打換
　南部中央線　　  L=142ｍ　舗装打換
　里山渋線　　　  L=175ｍ　舗装打換

59,241 35,003 94,244 67,885 25,800
国分寺地区内道路改
良・舗装

★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

8,600 8,600 8,600

　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 685 685 671

都市基盤の整備 ★ＪＲ端岡駅周辺整備事業
・測量設計
・アドバイザー派遣経費

2,102 2,102 0 1,000
境界確定協議
（駅北口）

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

耐震補強等工事実施設計等 12,928 12,928 9,329 3,598
耐震補強等工事実施
設計等

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 780 780 390

466,937 41,729 508,666 377,516 108,431

参加

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

利便性の高い交流基盤に支
えられたまちづくり

公共交通の整備
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