
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【 重点取組事業名 】              【 担当課 】     【  】 

 

2-① 女性の活躍促進事業 男女共同参画・協働推進課 40 

2-② 小・中学校施設老朽化対策事業 教育局総務課学校施設整備室 41 

2-③ 小・中学校トイレ整備事業 教育局総務課学校施設整備室 42 

2-④ 学校給食調理場整備事業 保健体育課 43 

2-⑤ 高松第一高等学校校舎等改築事業 高松第一高等学校 44 

2-⑥ 教育ＩＣＴ整備・活用推進事業 総合教育センターＩＣＴ教育推進室 45 

2-⑦ 大学等連携による地域の魅力発信事業 政策課 46 

2-⑧ サンクリスタル高松在り方検討事業 中央図書館 47 

 
 
 

重点的・戦略的に推進する事業 

まちづくりの目標２ 

心豊かで未来を築く人を育むまち 
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施策名：（211）男女共同参画の推進 

 

２－① 女性の活躍促進事業 
男女共同参画・協働推進課 

事業費（計画額） 
５４０万円  

 

概要 

    市内企業における積極的な女性の活躍促進やワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、企業等のトップや

管理職、女性社員、学生等を対象とした各種セミナーや講座の開催、事業主行動計画の策定などを支援す

るためのアドバイザーの派遣、様々な不安や悩みを抱える女性に対する相談支援を行います。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

各種セミナーの開催 

アドバイザーの派遣 

女性活躍に取り組む企業の認定 

グループ相談、個別相談の実施 

継続実施 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

① 女性活躍企業認定数（平成２９年度からの累計） 

② 支援を受けて策定された一般事業主行動計画の数 

①       32 社 

②        ７本 

①       50 社 

②        ７本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 「素敵にたかまつ女性活躍企業」認定式 
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外壁の改修 

 

施策名：（222）学校教育環境の整備 

 

２－② 
【特別重点】 

小・中学校施設老朽化対策事業 
教育局総務課学校施設整備室 

事業費（計画額） 
４４億１６４万円  

 

概要 

    小・中学校施設について、維持管理コストを抑えながら長寿命化を図り、良好な教育環境を維持するととも

に、ファシリティマネジメントの視点に立った施設の有効利用を図るため、学校施設長寿命化計画に基づき、計

画的かつ効果的な老朽化対策に取り組みます。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

実施設計 

大規模改修    １校 

長寿命化改修  １校 

改築・改修工事 

改築          ２校 

大規模改修   １校 

屋根・屋上改修 ５校 

外壁等改修   ６校 

学校施設長寿命化計画の見直し 

実施設計 

改築         １校 

改築・改修工事 

改築           ２校 

長寿命化改修   １校 

大規模改修     １校 

屋根・屋上改修  ３校 

外壁等改修     ５校 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

老朽化対策進捗率 

（学校施設長寿命化計画に基づく令和５年度末の計画棟数ベース） 
18.75％ 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋根の改修 

（体育館） 

 
小・中学校施設の老朽化対策の事例 
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改修前 

 

改修前 

 

施策名：（222）学校教育環境の整備 

 

２－③ 小・中学校トイレ整備事業 
教育局総務課学校施設整備室 

事業費（計画額） 
２４億６，３９１万円  

 

概要 

    教育環境の向上及び避難所機能の確保を図るため、老朽化が著しい小・中学校の屋内及び屋外トイレに 

ついて、洋式化や多目的トイレの設置など、必要な整備を早期に集中して行います。 

  

計画 

令和４年度 令和５年度 

トイレ改修設計   ９校 

トイレ改修工事 １０校 

トイレ改修工事  ９校 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

小・中学校におけるトイレ改修完了率 49.1％ 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大便器の洋式化、床のドライ化 

 

手洗い器の自動水栓化、照明器具の LED 化 

 
小・中学校トイレの整備事例 
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施策名：（222）学校教育環境の整備 

 

２－④ 学校給食調理場整備事業 
保健体育課 

事業費（計画額） 
１億３，２４８万円  

 

概要 

    安全で安心な学校給食の提供を行うため、施設の老朽化が著しい学校給食調理場について、衛生管理を

強化した施設とするなど、「高松市学校給食調理場整備計画」等に基づき、計画的かつ効果的な整備に取り

組みます。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

長寿命化改修 

外壁改修等実施設計  

改築、ドライ化等の検討 

空調設備整備方法、整備箇所等の検討 

機器更新 

ボイラー 

真空冷却機  

牟礼・庵治学校給食共同調理場統合整備の検討 

 

長寿命化改修 

  外壁改修等 

ドライ化等実施設計  

空調設備整備方法、整備箇所等の検討 

機器更新 

ボイラー 

真空冷却機  

牟礼・庵治学校給食共同調理場統合整備用地の確保 

香南・香川学校給食共同調理場統合整備の検討 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

ドライ施設として整備した調理場から給食が提供される学校の割合 26％ 26％ 

 

 

ドライ施設として整備した高松市六条町学校給食センター 
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施策名：（222）学校教育環境の整備 

 

２－⑤ 高松第一高等学校校舎等改築事業 
高松第一高等学校 

事業費（計画額） 
３７億８，６１７万円  

 

概要 

    高松第一高等学校の快適な学習環境の確保を図るため、校舎等の全面改築を実施します。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

新体育館棟建設 新体育館棟建設 

グラウンド整備 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

改築事業の進捗率 40% 100% 

※施設整備事業は、全工程中、基本設計完了で 20％、実施設計完了で 30％、 

その後の工事工程については事業費で進捗率を管理 

                                  

 

 

 

改築後の 
校舎北側の外観 

高松第一高等学校北側外観イメージ 
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施策名：（222）学校教育環境の整備  

 

２－⑥ 
【特別重点】 

教育ＩＣＴ整備・活用推進事業 
総合教育センターＩＣＴ教育推進室  

事業費（計画額） 
３億９，２４３万円  

 

概要 

    児童生徒の学習意欲の向上や情報活用能力・思考力・判断力等の育成を図るとともに、個別最適化され

た誰一人取り残さない学びを実現するため、小・中学校での授業における電子黒板や一人一台端末などＩＣ

Ｔ活用を推進します。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

情報活用能力「高松モデル」の実践 

男木小・中学校の光回線の整備 

ＧＩＧＡ端末の活用 

ＩＣＴサポートスタッフの派遣 

電子黒板の活用 

情報活用能力「高松モデル」の実践 

ＧＩＧＡ端末の活用 

電子黒板の活用 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

① 授業でＩＣＴをよく活用していると回答した教員の割合 

② ＩＣＴを活用した授業を分かりやすいと回答した児童・生徒の割合 

①      91％ 

②      93％ 

①     100％ 

②     100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子黒板及び一人一台端末を活用した授業 
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施策名：（226）大学等高等教育の充実 

 

２－⑦ 大学等連携による地域の魅力発信事業 
政策課 

事業費（計画額） 
８１万円  

 

概要 

    地元大学等の魅力向上を図りながら、本市のブランドイメージの向上につなげるため、大学等と連携し、共通

の課題やその解決に向けた情報共有、東京圏等の大学との対流・交流促進、地方創生を担う人材の育成な

どを行います。 

 

計画 

令和４年度 令和５年度 

キャンパスメンバーズ制度の推進 

学長・校長と市長との懇談会の開催 

香川大学・高松市連絡協議会の開催 

グローカル人材の育成支援 

東京圏等の大学との対流・交流促進 

県内大学間の相互連携の強化 

継続実施 

 

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

① 包括協定を結んでいる大学等の学生・生徒の充足率 

② 包括協定を結んでいる大学等入学生の市内出身者割合 

①    93.7% 

②    27.4% 

①    99.6% 

②    26.0% 

 

 

     

 

 

香川地域活性化グローカル人材育成プログラム 

の活動記録（令和元年度実施） 

 

学長・校長と市長とのＷｅｂ懇談会 
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施策名：（231）生涯学習の推進 

２－⑧ サンクリスタル高松在り方検討事業
中央図書館 

事業費（計画額） 
２，０００万円 

概要 

サンクリスタル高松の機能・魅力・集客力を高めるため、図書館の在り方を中心に菊池寛記念館と歴史資料

館との３館連携・融合や管理運営の手法について検討します。 

計画 

令和４年度 令和５年度 

庁内検討委員会の実施 

３館の附属機関での協議 

サンクリスタル高松在り方基本構想の策定

サンクリスタル高松改修基本設計

目標 

目標項目 実績値（R2） 目標値（R5） 

サンクリスタル高松利用者数 226,481 人 237,000 人 

サンクリスタル高松

中央図書館 菊池寛記念館 歴史資料館 
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