
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点的・戦略的に推進する事業 

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

 

6-① 地域コミュニティ協議会事務局体制強化支援事業 コミュニティ推進課 100 

6-② 地域まちづくり交付金事業 コミュニティ推進課 101 

6-③ 自治会再生支援事業 （新規） コミュニティ推進課 102 

6-④ 大島振興方策推進事業 
地域振興課 

河港課 
103 

6-⑤ 多様な主体との連携推進事業 政策課 104 

6-⑥ 総合センター整備事業 
地域振興課 

人事課行政改革推進室 

健康づくり推進課 

105 

6-⑦ 社会保障・税番号制度推進事業 
市民課 

人事課行政改革推進室 

情報政策課 
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6-⑧ オープンデータ利活用推進事業 情報政策課ＩＣＴ推進室 107 

6-⑨ スマートシティたかまつ推進事業 情報政策課ＩＣＴ推進室 108 

6-⑩ ＡＩ等利活用推進事業 
情報政策課 

情報政策課ＩＣＴ推進室 
109 

 
 
 

まちづくりの目標６ 

市民と行政がともに力を発揮できるまち 
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施策名：（611）地域コミュニティの自立・活性化 

 

６－① 地域コミュニティ協議会事務局体制強化支援事業  
コミュニティ推進課 

事業費（計画額） 
３億５，３５１万円  

 

概要 

   新しい公共の担い手として、地域コミュニティ協議会が地域社会の中心的な役割を果たすことで、地域のまち

づくり活動が活性化するため、事務局体制の強化支援を行います。 

 

計画 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

４４地域コミュニティ協議会の事務局

体制強化を支援 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

目標 

目標項目 実績値（H30） 目標値（R4） 

コミュニティプランの見直し率 63.6％ 100％ 

 

    

地域コミュニティ協議会の皆さん 
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施策名：（611）地域コミュニティの自立・活性化 

 

６－② 地域まちづくり交付金事業 
コミュニティ推進課 

事業費（計画額） 
８億８，０７９万円  

 

概要 

   地域コミュニティ協議会が主体的に行うまちづくり活動を支援し、市民と行政との協働による地域自らのまちづく

りを推進するため、地域コミュニティ協議会に対して、事業の実施に要する経費等を交付します。 

   この交付金を主体的・積極的なまちづくりの促進とコミュニティ活動を担保するための財源とし、事業実施につ

いて地域に一定の裁量権を付与することで「地域自らのまちづくり」の機運を醸成し、地域の自立を促進します。 

 

計画 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

４４地域コミュニティ協議会に地域ま

ちづくり交付金を交付 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

目標 

目標項目 実績値（H30） 目標値（R4） 

コミュニティプランの見直し率 63.6％ 100％ 

 

 

防災訓練の様子（松島地区） 
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施策名：（611）地域コミュニティの自立・活性化 

 

６－③ 自治会再生支援事業（新規） 
コミュニティ推進課 

事業費（計画額） 
１，０９３万円  

 

概要 

   地域の連帯感を取り戻し、地域自らのまちづくりを推進するため、「自治会の在り方等検討プロジェクトチーム」

で検討された自治会支援策を踏まえて、地域と行政とで共に自治会再生に向けた新たな取組を実施するなど、

地域コミュニティの中心的役割を担う自治会の活動を支援します。 

 

計画 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

地域の自治会関係者や市職員への

研修の開催 

自治会の必要性を感じてもらうための

情報発信等 

継続実施 継続実施 

 

 

目標 

目標項目 実績値（H30） 目標値（R4） 

自治会加入率 57.7% 62.4% 

     

 

自治会交流活動の様子（庵治地区） 
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施策名：（613）離島の振興 

６－④ 大島振興方策推進事業 

地域振興課 

河港課 

事業費（計画額） 
２億６，１５１万円 

概要 

  大島におけるこれまでのハンセン病療養所としての歴史等を後世に伝えていくとともに、瀬戸内国際芸術祭を

契機として育まれた、島外の人々との交流を更に活性化するなど、大島の振興を図るため、「大島振興方策」に

掲げる具体的施策・事業を計画的に実施します。 

計画 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

大島港改修設計 

大島と瀬戸内海の島々との交流促進

事業の実施 

ワークショップの開催

情報誌発行等 

大島振興検討会の開催 

大島の支援に対する国への要望 

継続実施 継続実施 

目標 

目標項目 実績値（H30） 目標値（R4） 

大島交流イベント参加者数（年間総数） 8,022 人 8,700 人 

大島の航空写真 
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施策名：（621）連携の推進 

６－⑤ 多様な主体との連携推進事業 
政策課 

事業費（計画額） 
６０万円 

概要 

  本市の行政課題に迅速かつ的確に対応するため、地域の人的・知的資源であり、本市と包括協定を締結す

る大学等と、多分野・多面的に連携事業を推進します。 

  また、産業振興による地域活性化及び市民生活の向上を図るため、大学、企業等、多様な主体との連携強

化に取り組みます。 

計画 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

多様な主体との連携の推進と強化 

特定行政課題に関する調査研究・ 

共同事業の実施 

多様な主体との連携による地域課題

解決手法の検討 

多様な主体との連携の推進と強化 

特定行政課題に関する調査研究・ 

共同事業の実施 

多様な主体との連携による地域課題

解決手法の検討結果を踏まえた対応 

継続実施 

目標 

目標項目 実績値（H30） 目標値（R4） 

多様な主体との連携・協力事業数 140 事業 164 事業 

スポーツイベントにおける事業連携（企業所属アスリートの派遣）
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施策名：（632）効率的で効果的な行財政運営の推進 

６－⑥ 
【特別重点】

総合センター整備事業 

地域振興課 

人事課行政改革推進室 

健康づくり推進課 

事業費（計画額） 
３４億２９９万円 

概要 

  多様化する市民ニーズや人口減少、少子・超高齢社会など、市政を取り巻く環境の変化と本市の将来的な

まちづくりの方向性を踏まえ、限りある行政資源の効率的運用を図るため、「本庁－支所・出張所」の二層構造

を「本庁－総合センター－地区センター（仮称）」の三層構造に再編し、市民ニーズに的確に応えられる合理

的な行政組織を構築します。 

  中部総合センター（仮称）においては、幼児健康診査の機能を有する保健センターを整備し、高松市南部

エリアの地域保健活動の充実を図ります。

計画 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

地域行政組織再編計画の推進 

中部総合センター（仮称） 

建設工事等 

東部南総合センター（仮称） 

実施設計等 

地域行政組織再編計画の推進 

中部総合センター（仮称） 

建設工事等 

東部南総合センター（仮称） 

建設工事等 

地域行政組織再編計画の推進 

東部南総合センター（仮称） 

建設工事等 

目標 

目標項目 実績値（H30） 目標値（R4） 

① 総合センターへの移行施設数

② 総合センターの取扱業務数

① 4 か所

② 241 業務

① 5 か所

② 255 業務

中部総合センター（仮称） 中部総合センター（仮称）完成イメージ 東部南総合センター（仮称）完成イメージ 
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施策名：（632）効率的で効果的な行財政運営の推進 

 

６－⑦ 社会保障・税番号制度推進事業 

市民課 

人事課行政改革推進室 

情報政策課 

事業費（計画額） 
５億４１０万円  

 

概要 

   市民の利便性向上や行政の効率化を図るため、マイナンバーカードの普及を促進するほか、マイナンバーの独

自利用事務について積極的に検討するなど、社会保障・税番号制度を推進します。 

 

計画 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

マイナンバーカードの普及促進 

マイナンバー独自利用事務拡充の検討 

マイナンバーカード利活用の検討 

マイナポイントを活用した消費活性化

策の周知・啓発等 

マイナンバーカードの普及促進 

マイナンバー独自利用事務拡充の検討 

マイナンバーカード利活用の検討 

継続実施 

 

 

目標 

目標項目 実績値（H30） 目標値（R4） 

マイナンバーカード交付枚数 52,830 枚 126,000 枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーカード利活用の一例 
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施策名：（632）効率的で効果的な行財政運営の推進 

 

６－⑧ オープンデータ利活用推進事業 
情報政策課ＩＣＴ推進室 

事業費（計画額） 
１，２３７万円  

 

概要 

   市民サービスの拡充や経済の活性化を始め、地域住民やコミュニティ、本市が抱える地域課題の発見・解決

につなげるため、本市が保有するデータのオープン化やデータを活用できる人材の育成など、オープンデータの利活

用を推進します。 

 

計画 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

オープンデータサイトの運用 

オープンデータ利活用人材の育成 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

目標 

目標項目 実績値（H30） 目標値（R4） 

オープンデータ件数 75 件 150 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ利活用人材の育成講座 
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施策名：（632）効率的で効果的な行財政運営の推進 

 

６－⑨ 
【特別重点】 

スマートシティたかまつ推進事業 
情報政策課ＩＣＴ推進室 

事業費（計画額） 
１億５５１万円  

 

概要 

   ＩＣＴ・データの活用と産学民官の多様な主体が参画する「スマートシティたかまつ推進協議会」との連携に

より、本市が抱える地域課題の解決を図るため、ＩｏＴ共通プラットフォームを活用して、様々な分野のデータの

収集・分析等を推進します。 

 

計画 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

システム・情報提供ツールの運用 

協議会・ワーキンググループ等の開催 

ワーキンググループの実証支援 

スマートシティたかまつのＰＲ 

スマートシティたかまつ推進プランの推進 

システム・情報提供ツールの運用 

協議会・ワーキンググループ等の開催 

ワーキンググループの実証支援 

スマートシティたかまつのＰＲ 

次期スマートシティたかまつ推進プラン

（仮称）の策定 

システム・情報提供ツールの運用 

協議会・ワーキンググループ等の開催 

ワーキンググループの実証支援 

スマートシティたかまつのＰＲ 

次期スマートシティたかまつ推進プラン

（仮称）の推進 

 

目標 

目標項目 実績値（H30） 目標値（R4） 

ＩｏＴ共通プラットフォームで収集・分析するデータ種別数 4 種類 10 種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートシティたかまつ 
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施策名：（632）効率的で効果的な行財政運営の推進 

 

６－⑩ ＡＩ等利活用推進事業 

情報政策課 

情報政策課ＩＣＴ推進室 

事業費（計画額） 
３，４８０万円  

 

概要 

   人口減少など急速な社会構造の変化により、人手不足や財政的制約が強まる中、業務を効率化し、市民

サービスの向上や働き方改革を推進するため、ＡＩ（人工知能）等先端技術の利活用を推進します。 

 

計画 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

ＡＩ等導入・検証 

ＲＰＡ運用 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

目標 

目標項目 実績値（H30） 目標値（R4） 

業務削減時間数 ― 700 時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＡＩ・ＲＰＡの導入イメージ 
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 ４  第３期まちづくり戦略計画（令和 2年度～４年度）において掲げるテーマ 

  

「第３期まちづくり戦略計画」において重要課題として取り組む「地域共生社会の構築（切れ目のない子育

て支援を含む）」、「コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり」及び「スマートシティの推進」の３つをテーマに掲

げ、関連の事業を再整理しています。 

 

第３期まちづくり戦略計画において 

掲げるテーマ 
主な重点取組事業 

１ 
地域共生社会の構築（切れ

目のない子育て支援を含む） 

妊娠期からの子育て世代包括支援事業 

不妊治療支援事業 

私立保育所・幼稚園等施設整備補助事業 

●公立保育所・幼稚園等施設整備事業 

医療的ケア児保育支援事業 （新規） 

こども食堂等支援事業 

●放課後児童クラブ事業 

放課後子ども教室事業 

●保育士確保緊急対策事業 

●ほっとかんまち高松づくり事業（高松型地域共生社会構築事業） 

ユニバーサルデザイン推進事業 

●在宅医療・介護連携推進事業 

生活支援・介護予防サービス提供体制構築事業 

高齢者居場所づくり事業 

●高齢者見守り事業 

●認知症ケア推進事業 

障がい者就労支援促進事業 

障がい者地域生活支援推進事業 

●手話言語・障がい者コミュニケーション手段の普及促進事業 

●附属医療施設（塩江分院）整備事業 

特別支援教育推進事業 

児童生徒指導推進事業 

ＬＧＢＴ啓発等推進事業 

障がい者スポーツ推進事業 

●東京２０２０オリンピック・パラリンピック関連事業 

生涯活躍のまちづくり推進事業 

地域コミュニティ協議会事務局体制強化支援事業 

地域まちづくり交付金事業 

自治会再生支援事業 

※●を付している事業は、特別重点取組事業 
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10 

第３期まちづくり戦略計画において 

掲げるテーマ 
主な重点取組事業 

２ 
コンパクト・プラス・ネットワークの

まちづくり 

中央商店街にぎわい促進事業 

担い手への農地集積促進事業 

優良農地確保対策事業 

新県立体育館建設環境整備事業 

●移住・定住促進事業 

高齢者等交通安全啓発推進事業 

再生可能エネルギー普及促進事業 

●空き家等対策事業 

●多核連携型コンパクト・エコシティ推進事業 

豊かな住まいづくり事業 

●地域公共交通再編事業 

ＪＲ端岡駅周辺整備事業 

●公共交通維持改善事業 

公共交通利用促進事業 

レンタサイクル事業 

街路事業 

中心市街地活性化推進事業 

●高松丸亀町商店街再開発事業 

●南部３町商店街における優良建築物等整備事業 

●総合センター整備事業 

３ スマートシティの推進 

●教育ＩＣＴ整備・活用推進事業 

たかまつ農業ＩＣＴ導入活用支援事業 

防災ＩｏＴ利活用事業 

中心市街地活性化推進事業 

オープンデータ利活用推進事業 

●スマートシティたかまつ推進事業 

ＡＩ等利活用推進事業 

※●を付している事業は、特別重点取組事業 
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第３章 

 体系別事業一覧           
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148 

第３章  体系別事業一覧  

 

６つのまちづくりの目標ごとに、重点取組事業も含めて、計画期間内に実施する事業を掲載しています。 

なお、重点取組事業には、まちづくりの目標ごとの事業番号を標記しています。 

 

まちづくりの目標１ 

健やかにいきいきと暮らせるまち 

 

政策 11 子どもが健やかに生まれ育つ環境の充実 

 

施策 111 子どもの成長への支援 

基本事業 1111 子どもの心身の健やかな育ちへの支援 

１-１ 妊娠期からの子育て世代包括支援事業 １-２ 不妊治療支援事業 
 こんにちは赤ちゃん事業（新生児訪問指導）  妊婦・乳児及び歯科健康診査事業 
 母子健康相談事業  幼児健康診査事業 

 各種医療給付事業   

基本事業 1112 健やかな成長を促す学びへの支援 

１-３ 私立保育所・幼稚園等施設整備補助事業 １-４ 公立保育所・幼稚園等施設整備事業 
 こども未来館わくわく体験事業  保育所・幼稚園等への芸術士派遣事業 

 年長児童の赤ちゃん出会い・ふれあい交流事業  私立認定こども園施設型給付事業 
 私立幼稚園施設型給付事業  幼稚園管理運営事業 
 新規採用保育教育士等実地研修指導事業  公立保育所等運営事業 

 公立保育所等管理事業  子ども・子育て支援事業 

 こども未来館学習体験事業  こども未来館管理運営事業 

基本事業 1113 配慮を要する子どもと保護者への支援 

１-５ 医療的ケア児保育支援事業  養育支援訪問事業 

 児童家庭相談事業  要保護児童対策事業 

 母子生活支援施設運営事業  子育て短期支援事業 

 児童扶養手当支給事業  母子福祉資金等事業繰出金 
 母子福祉資金等貸付事業  ひとり親家庭等医療費助成事業 

 ひとり親家庭子育て支援事業  ひとり親家庭自立支援事業 
 母子家庭等自立支援給付金事業  母子家庭等就業・自立支援事業  
 ひとり親家庭無料職業紹介事業  発達障がい児等支援事業 

 

施策 112 子育て家庭への支援 

基本事業 1121 地域における子育て支援 

１-６ こども食堂等支援事業  地域子育て支援拠点事業 
 児童厚生施設管理運営事業  子育て支援対策推進事業 

 子育て相談事業  健やか子ども基金管理事務 
 助産施設運営事業  児童手当等支給事業 
 子ども医療費助成事業  就園等奨励事業 

 多子世帯保育料等減免事業  児童福祉施設収入精算返還事業 
 ブックスタート事業   

基本事業 1122 子育てと仕事の両立支援 

１-７ 放課後児童クラブ事業 １-８ 放課後子ども教室事業 
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１-９ 保育士確保緊急対策事業  ファミリー・サポート・センター事業 

 ファミリー・サポート・センター利用給付事業  私立保育所運営支援事業 
 病児保育事業  認可外保育施設支援事業 
 病児保育利用給付事業  小規模保育事業等地域型保育給付事業 

 

政策 12 支え合い、自分らしく暮らせる福祉社会の形成 

 

施策 121 地域福祉の推進 

基本事業 1211 地域福祉活動の充実 

１-10 
ほっとかんまち高松づくり事業（高松型地域共生社会
構築事業） 

 戦争犠牲者追悼式等事業 

 災害援護事業  社会福祉事業 

 社会福祉団体活動助成事業  法外援護事業 
 民生・児童委員活動支援等事業  小規模法人のネットワーク化による協働推進事業 
 臨時福祉給付金給付事業  若者育成支援推進事業 

基本事業 1212 社会福祉法人等の適正な運営 

 社会福祉法人指導監督事業   

基本事業 1213 ユニバーサルデザインの普及啓発 

１-11 ユニバーサルデザイン推進事業   

 

施策 122 地域包括ケアシステムの構築 

基本事業 1221 在宅医療・介護連携の充実 

１-12 在宅医療・介護連携推進事業   

基本事業 1222 介護保険サービスの充実 

１-13 生活支援・介護予防サービス提供体制構築事業  介護保険補助金等事業 

基本事業 1223 介護予防の推進 

 介護予防推進事業  介護予防推進等事業 
 認知症高齢者等対策推進事業  介護予防支援事業 

基本事業 1224 社会参加、生活支援・見守り・居場所づくりの拡充 

１-14 高齢者居場所づくり事業 １-15 高齢者見守り事業 
１-16 認知症ケア推進事業  地域ケア会議推進事業 

 介護相談員派遣等事業  敬老事業 

 軽度生活援助事業  高齢者福祉施策推進事業 
 高齢者と施設の交流事業  高齢者福祉タクシー助成事業 
 高齢者と地域の交流事業  在宅高齢者家族支援事業 

 高齢者福祉通信機器貸与等事業  瓦町健康ステーション事業 
 寝たきり高齢者等支援事業  老人福祉センター等運営事業 
 シルバー人材センター運営補助事業  地域包括支援センター運営事業 

 老人クラブ活動助成事業   

基本事業 1225 住まいの整備・充実 

 老人保護施設措置事業  高齢者住宅等安心確保事業 
 老人福祉施設整備支援事業  軽費老人ホーム事務費補助事業 

 

施策 123 障がい者の自立支援と社会参加の促進 
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基本事業 1231 障がい者の自立支援の促進 

１-17 障がい者就労支援促進事業 １-18 障がい者地域生活支援推進事業 

 介護給付費等審査会事業  障害児放課後支援事業 
 福祉手当支給等事業  障害者医療費助成事業 
 障害者権利擁護事業  障害者自立支援医療事業 

 障害者手帳交付事業  障害者相談支援事業 
 障害支援区分認定事業  障害福祉サービス給付事業 
 発達障害者サポート事業  福祉用品助成等事業 

 補装具費・日常生活用具支給等事業  障害者施策推進事業 
 障害者福祉施設等運営事業  障害者福祉施設等整備事業 

基本事業 1232 障がい者の社会活動への参加の促進 

１-19 
手話言語・障がい者コミュニケーション手段の普及促

進事業 
 障害者社会活動支援事業 

 障害者移動支援等事業  障害者福祉タクシー事業 
 障害者地域活動支援事業  福祉のまちづくり推進事業 

 障がい者アートリンク事業   

 

施策 124 生活困窮者等への自立支援 

基本事業 1241 生活保護制度の適正な運用 

 行旅死亡人等取扱事業  生活保護扶助事業 
 中国残留邦人生活支援事業  ホームレス自立支援事業 

基本事業 1242 生活困窮者の自立支援 

 生活困窮者自立支援事業   

 

政策 13 健康で元気に暮らせる環境づくり 

 

施策 131 健康づくりの推進 

基本事業 1311 健康づくりの普及啓発と生活習慣の改善 

 自殺対策推進事業  保健所管理運営事業 

 骨髄等移植ドナー支援事業  保健統計調査事業 
 地域保健推進事業  栄養改善指導事業 
 国民健康・栄養調査事業  地域食育推進事業 

 ほっとぴあん運営事業  原爆被爆者健康診断事業 
 精神障害者社会復帰支援事業  精神保健福祉普及啓発・相談事業 
 難病患者地域支援ネットワーク事業  保健センター管理運営事業 

 保健活動事業  ８０２０（歯科保健）推進事業 

基本事業 1312 生活習慣病（がん・循環器疾患・糖尿病等）対策の推進 

１-20 がん対策推進事業  健康づくり推進事業 

基本事業 1313 予防接種の推進と感染症の発生予防、まん延防止 

 エイズ相談事業  感染症予防事業 

 結核予防事業  予防接種事業 

 

施策 132 医療体制の充実 

基本事業 1321 地域医療体制の充実 

 医療安全推進事業  看護師養成所運営補助事業 
 災害時医療救護事業  産科医等確保支援事業 

116



151 

 薬事監視指導事業   

基本事業 1322 市立病院の充実 

１-21 附属医療施設（塩江分院）整備事業  病院事業会計負担金等 
 寄附講座開設事業  高松市立病院運営事業 

基本事業 1323 救急医療体制の確保 

 離島救急患者輸送事業  病院事業会計負担金等 

 在宅当番医制等事業  病院群輪番制病院設備整備費補助事業 
 夜間急病診療所運営事業  病院群輪番制運営補助事業 
 歯科救急医療センター休日・夜間救急歯科診療事業運

営補助事業 

 
 

 

施策 133 社会保障制度の適切な運営 

基本事業 1331 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業の適切な運営 

 国民健康保険運営事業  国民健康保険給付事業 
 国民健康保険直営診療施設運営事業  国民健康保険保健事業 
 国民健康保険料収納事業  国民健康保険事業（直診）繰出金 

 国民健康保険事業繰出金  後期高齢者医療事業 
 後期高齢者医療事業（一般会計からの繰出金）   

基本事業 1332 介護保険事業の適切な運営 

 介護保険事業繰出金  介護給付等費用適正化等事業（地域支援任意事業） 

 介護保険運営事業  介護保険認定事業 
 介護保険給付事業   

基本事業 1333 国民年金制度の適切な運営 

 国民年金事務   

 

 

まちづくりの目標２ 

心豊かで未来を築く人を育むまち 

 

政策 21 男女共同参画社会の形成 

 

施策 211 男女共同参画の推進 

基本事業 2111 男女共同参画の意識づくり 

 男女共同参画センター管理運営事業  男女共同参画社会推進事業 

基本事業 2112 女性の活躍とワーク・ライフ・バランスの推進 

２-１ 女性の活躍促進事業  女性の就労相談事業 

 女性団体育成事業  女性相談事業 

 

政策 22 社会を生き抜く力を育む教育の充実 
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施策 221 学校教育の充実 

基本事業 2211 確かな学力の育成 

２-２ 特別支援教育推進事業 ２-３ 英語教育推進事業 
 少人数学級推進事業  教材整備事業 
 日本語教育推進事業  教育相談・就学指導委員会開催事業 

 教材研究等事業  学校教育推進事業 
 児童生徒副読本支給事業  教育研究研修事業 
 学校教育管理事業  高等学校教育指導事業 

 高等学校英語教育推進事業  高等学校教材研究等事業 

基本事業 2212 豊かな心と体を育てる教育の推進 

２-４ 児童生徒指導推進事業  学校図書館活性化推進事業 
 教育委員会事務  環境教育推進事業 

 教育文化振興事業  いじめ等対策事業 
 小中一貫・連携教育推進事業  学校給食共同調理事業 
 学校給食推進事業  給食センター管理運営事業 

 給食調理場管理運営事業  共同調理給食運搬事業 
 高松市学校給食会補助事業  生徒等健康診断事業 
 日本スポーツ振興センター負担金事業  学校保健推進事業 

 学校教育における食育推進事業  不登校対策事業 
 高等学校カウンセラー配置事業  学校体育推進事業 

基本事業 2213 教員の資質向上と教育指導体制の充実 

 高松型学校・地域連携システム推進事業  研究指定校研究推進事業 

 特別支援教育体制整備推進事業  教育に関する調査研究推進事業 
 教職員能力向上事業  高等学校教育研究研修事業 

 

施策 222 学校教育環境の整備 

基本事業 2221 学校教育施設の整備 

２-５ 小・中学校施設老朽化対策事業 ２-６ 小・中学校トイレ整備事業 
２-７ 高松第一高等学校校舎等改築事業  給食センター整備事業 

 小・中学校校舎等増・改築事業  小学校校舎等整備事業 
 中学校校舎等整備事業  小学校管理運営事業 
 中学校管理運営事業  高等学校管理運営事業 

 学校給食場半ドライシステム化整備事業   

基本事業 2222 教育機能と就学支援の充実 

２-８ 教育 ICT 整備・活用推進事業  就学奨励事業 
 遠距離児童・生徒等通学費助成事業  学校図書館図書整備事業 

 教育資金支援事業  高等学校図書整備事業 

 
教育情報通信ネットワークシステム（ＴＥＮＳ）管理 
運営事業 

  

 

施策 223 子どもの安全確保 

基本事業 2231 子どもの安全対策の推進 

 学校安全対策事業  子どもの安全確保活動事業 

基本事業 2232 子どもの交通安全対策の推進 

    

 

施策 224 青少年の健全育成 
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基本事業 2241 子どもの体験活動の充実 

 社会教育団体育成支援事業  成人式式典事業 

 少年教育推進事業  青年教育推進事業 

基本事業 2242 青少年健全育成の推進 

 非行防止活動事業   

 

施策 225 家庭・地域の教育力の向上 

基本事業 2251 学校・家庭・地域の連携強化 

    

基本事業 2252 家庭及び地域の教育力向上の推進 

 子どもを中心にした地域交流事業  家庭教育推進事業 

 早寝早起き朝ごはん運動普及・啓発事業   

 

施策 226 大学等高等教育の充実 

基本事業 2261 大学等の魅力向上への取組 

２-９ 大学等連携による地域の魅力発信事業  専門職短期大学設置支援事業 

 

政策 23 心豊かで地域力を育む生涯学習社会の形成 

 

施策 231 生涯学習の推進 

基本事業 2311 学習機会の充実 

 社会教育事務  コミュニティセンター講座事業 
 市民参画促進事業  生涯学習推進事業 

基本事業 2312 学習施設・機能の充実 

２-10 サンクリスタル高松在り方検討事業  ふれあい創作館管理事業 

 図書館運営事業  生涯学習センター管理運営事業 
 図書館文化活動事業  図書館管理事業 
 公共施設利用総合情報システム管理事業   

 

政策 24 基本的人権を尊重する社会の確立 

 

施策 241 人権尊重意識の普及・高揚 

基本事業 2411 人権啓発の推進 

２-11 ＬＧＢＴ啓発等推進事業  人権啓発推進事業 

基本事業 2412 人権啓発活動拠点の機能充実 

 文化センター・児童館整備事業  隣保館・児童館管理運営事業 

119



154 

基本事業 2413 人権教育の推進 

 学校人権教育推進事業  子ども教育推進事業 

 社会教育指導員設置事業  社会人権教育推進事業 
 人権啓発活動事業  文化交流推進事業 
 人権教育事務   

 

施策 242 平和意識の普及・高揚 

基本事業 2421 平和意識の普及啓発 

 平和啓発推進事業   

基本事業 2422 平和学習の推進 

    

 

 

まちづくりの目標３ 

産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち 

 

政策 31 地域を支える産業の振興と経済の活性化 

 

施策 311 商工業の振興 

基本事業 3111 中小企業等の育成と振興 

 商工振興指導事務  中小企業経営講習会等事業 

 中小企業指導団体等育成事業  中小企業人材確保・就業機会拡大事業 
 中小企業金融対策事業  中小企業振興審議会事務 
 貿易振興事業   

基本事業 3112 中央商店街の活性化 

３-１ 中央商店街にぎわい促進事業   

基本事業 3113 企業誘致・交流の推進 

３-２ 企業誘致・起業支援による地域経済活性化促進事業   

 

施策 312 農林水産業の振興 

基本事業 3121 生産体制の整備 

３-３ 担い手への農地集積促進事業 ３-４ 優良農地確保対策事業 
 畜産競争力強化整備事業  漁業近代化資金等利子補給事業 
 水産団体育成事業  畜産団体育成事業 

 農業経営対策事業  農業後継者育成事業 
 農業団体育成事業  農村環境改善センター管理運営事業 
 盆栽集出荷施設管理運営事業  森林団体育成事業 

 人・農地プラン推進事業  海浜清掃補助事業 
 漁場保全補助事業  市有山林管理事業 
 財産区管理事務  中山間地域等直接支払事業 

 治山施設建設事業  林道施設整備事業 
 林道施設管理事業  土地改良施設管理事業 
 土地改良事業  農地利用最適化推進事業 
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 農業委員会事務事業  農業振興地域整備計画事務 

基本事業 3122 生産の振興 

３-５ たかまつ農業 ICT 導入活用支援事業  有害鳥獣被害対策事業 
 高松産ごじまん品６次産業化等支援事業  園芸産地育成推進事業 
 農業経営安定対策事業  食肉センター周辺施設管理運営事業 

 森林整備事業  水産振興事業 
 水田農業振興事業  畜産振興事業 
 鳥獣飼養許可等事業  農業振興事業 

 林業振興事業  多面的機能支払事業 

基本事業 3123 食育・地産地消の推進 

 グリーン・ツーリズム推進事業  研修集会施設管理運営事業 
 市民農園整備事業  水産教室開催事業 

 農村公園等運営事業  香南アグリーム管理運営等事業 

基本事業 3124 生鮮食料品等流通の強化 

３-６ 卸売市場整備事業  食肉センター管理運営事業 
 食肉センター事業繰出金  卸売市場活性化推進事業 

 卸売市場管理運営事業  卸売市場事業繰出金 

 

施策 313 特産品の育成・振興とブランド力の向上 

基本事業 3131 特産品の育成・振興 

３-７ 伝統的ものづくり支援事業  特産品育成・振興事業 

基本事業 3132 ブランド力の向上 

 高松ブランド農産物育成支援事業   

 

施策 314 就業環境の充実 

基本事業 3141 就業支援の推進 

 就業支援推進事業   

基本事業 3142 勤労者福祉の充実 

 中小企業勤労者支援事業  中小企業勤労者福祉共済事業 
 中小企業勤労者福祉共済事業繰出金   

 

政策 32 文化芸術の振興と発信 

 

施策 321 文化芸術の振興 

基本事業 3211 文化芸術活動の推進 

 アート・シティ高松推進事業  デリバリーアーツ事業 
 市民文化祭開催事業  文化芸術活動推進事業 
 文化奨励賞贈呈事業  菊池寛顕彰事業 

 美術教育普及事業   

基本事業 3212 国際的な発信力を持つイベントの推進 

 瀬戸内国際芸術祭推進事業  高松国際ピアノコンクール事業 

121



156 

基本事業 3213 文化芸術施設の整備と機能の充実 

３-８ 高松市文化芸術ホール改修事業  瓦町アートステーション管理運営事業 

 菊池寛記念館管理運営事業  文化芸術ホール管理運営事業 
 高松国分寺ホール管理運営事業  美術館管理事業 
 美術館運営事業  美術館資料収集事業 

 

施策 322 文化財の保存・活用 

基本事業 3221 文化財の調査、整備、管理 

３-９ 史跡石清尾山古墳群保存・整備事業 ３-10 高松城跡整備事業 

 史跡・天然記念物屋島保存・整備事業  古代山城屋嶋城跡城門遺構整備事業 
 文化財調査事業  文化財保存活用推進事業 
 埋蔵文化財公開活用事業  史跡讃岐国分寺・国分尼寺跡保存整備事業 

 玉藻公園整備事業   

基本事業 3222 文化財に関する施設の運営と機能充実 

 四番丁スクエア等管理運営事業  玉藻公園管理運営事業 
 歴史資料館管理運営事業  香南歴史民俗郷土館管理運営事業 

 歴史資料館教育普及活動事業  讃岐国分寺跡資料館管理運営事業 
 歴史資料館常設展事業  石の民俗資料館管理運営事業 

 

政策 33 元気を生み出すスポーツの振興 

 

施策 331 スポーツの振興 

基本事業 3311 市民スポーツ活動の推進 

３-11 障がい者スポーツ推進事業 ３-12 東京２０２０オリンピック・パラリンピック関連事業 
３-13 全国高校総体（２０２２）開催準備事業  学校体育施設開放事業 

 市民スポーツ活動推進事業  スポーツ施設等管理運営事業 
 サンポート高松トライアスロン大会開催事業   

基本事業 3312 スポーツ施設の整備 

３-14 新県立体育館建設環境整備事業   

基本事業 3313 トップスポーツの振興 

 地域密着型トップスポーツチーム支援事業   

 

政策 34 訪れたくなる観光・ＭＩＣＥ（マイス）の振興 

 

施策 341 観光客受入環境の整備 

基本事業 3411 観光資源の活用と創出 

３-15 屋島活性化推進事業 ３-16 温泉をいかした塩江地域の観光振興事業 
 高松城跡（玉藻公園）をいかした観光振興事業  観光団体育成事業 
 観光連携プラットフォーム推進事業  観光ボランティアガイド育成事業 

 観光イベント振興事業   

基本事業 3412 観光施設等の効果的運営 

 温泉水給水事業  道の駅源平の里むれ管理運営事業 

 香南楽湯管理運営事業  太鼓の鼻オートキャンプ場等管理運営事業 

122



157 

 純愛の聖地庵治・観光交流館管理運営事業  鬼ヶ島おにの館管理運営事業 

 男木島灯台資料館管理運営事業  塩江湯愛の郷センター管理運営事業 

 

施策 342 観光客誘致の推進 

基本事業 3421 観光情報の効果的発信 

３-17 誘客促進事業  「気持ち高まる、高松。」シティプロモーション事業 
 観光客誘致宣伝事業  共同観光宣伝事業 
 観光客受入環境整備事業   

基本事業 3422 ＭＩＣＥ（マイス）の誘致促進 

 ＭＩＣＥ振興事業  観光コンベンション振興推進事業 
 国際観光都市推進事業   

 

政策 35 国際・国内交流の推進と定住の促進 

 

施策 351 国際・国内交流の推進 

基本事業 3511 国際交流の推進 

 魅力にあふれ人が輝く創造都市推進事業  国際交流推進事業 

基本事業 3512 多文化共生のまちづくり 

 多文化共生推進事業   

基本事業 3513 国内交流の推進 

 姉妹城都市等観光交流事業  国内交流推進事業 

 

施策 352 移住・交流の促進 

基本事業 3521 選ばれる地域づくりの推進 

３-18 移住・定住促進事業 ３-19 生涯活躍のまちづくり推進事業 
３-20 政策コンテスト開催事業  地域おこし協力隊活動事業 

基本事業 3522 行政や市民・民間団体との情報発信 

    

 

 

まちづくりの目標４ 

安全で安心して暮らし続けられるまち 

 

政策 41 安全で安心して暮らせる社会環境の形成 

 

施策 411 消防・救急の充実強化 
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基本事業 4111 消防施設・設備の整備 

 消防署所適正配置整備事業  消防活動事業 

 消防事務管理事業  消防車輌整備事業 
 消防署所管理事業  消防職員研修事業 
 消防屯所管理事業  消防水利整備事業 

 消防屯所整備事業  消防業務受託事業 

基本事業 4112 消防団の充実・強化 

 消防団活動推進事業   

基本事業 4113 救急活動の推進 

 救急艇等管理事業   

基本事業 4114 火災予防活動の推進 

    

 

施策 412 防災・減災対策の充実 

基本事業 4121 災害発生時の拠点施設及び情報伝達手段の整備 

４-１ 防災ＩｏＴ利活用事業  防災行政無線事業 
 デジタル式同報系防災行政無線整備事業   

基本事業 4122 避難所などの耐震化及び急傾斜地崩壊対策の推進 

４-２ 住宅建築物耐震改修等事業  鉄道施設安全対策事業 

 急傾斜地崩壊防止事業   

基本事業 4123 備蓄品や防災資機材の確保 

 災害時緊急物資備蓄事業  水防対策事業 

基本事業 4124 市民及び地域の防災意識と防災力の向上 

 自主防災組織等育成事業  市民防災力向上推進事業 
 防災事業  地域防災対策事業 

 地域防災計画見直し事業  国民保護推進事業 
 地震災害等救援事業   

 

施策 413 交通安全対策の充実 

基本事業 4131 交通安全教育・啓発の推進 

４-３ 高齢者等交通安全啓発推進事業  交通安全教育等推進事業 
 交通安全対策推進事業   

基本事業 4132 交通環境の整備 

 違法駐車防止対策事業  番町地下道管理事業 

 放置自動車等対策事業  交通安全施設整備事業 

 

施策 414 防犯体制の整備 

基本事業 4141 防犯意識の普及啓発と防犯活動の推進 

 防犯活動推進事業   

基本事業 4142 防犯施設の整備 
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 防犯組織・環境整備事業   

 

施策 415 生活衛生の向上 

基本事業 4151 食品衛生対策の推進 

 衛生試験検査事業  食肉衛生検査事業 
 食品衛生監視指導事業   

基本事業 4152 毒物・劇物衛生対策の推進 

 毒物劇物監視指導事業   

基本事業 4153 環境衛生対策の推進 

 害虫駆除事業  公衆浴場施設改善事業等助成事業 
 環境衛生諸営業等監視指導事業  水道施設等衛生管理指導事業 

基本事業 4154 動物愛護の推進 

４-４ 動物愛護センター関連施設整備等事業  動物愛護管理事業 

基本事業 4155 墓地、斎場の安定的な維持、運営 

 斎場等管理運営事業  墓園・墓地整備事業 
 市民葬儀事業  墓園・墓地管理事業 

 

施策 416 消費者の権利保護と自立促進 

基本事業 4161 消費生活相談機能の充実 

 消費生活相談事業   

基本事業 4162 消費者の権利保護 

 消費者啓発事業  計量検査事業 

基本事業 4163 消費者団体等への活動支援と運営の活性化 

 消費者団体支援事業  廃食油収集事業 

 

政策 42 環境と共生する持続可能な循環型社会の形成 

 

施策 421 ごみの減量と再資源化の推進 

基本事業 4211 ごみの発生抑制の推進 

４-５ 食品ロス対策等推進事業 ４-６ プラスチックごみ対策事業 
 事業系ごみ減量推進事業  家庭系ごみ減量推進事業 
 レジ袋等削減推進事業   

基本事業 4212 ごみの減量・リサイクルの推進 

 家庭系ごみ有料化事業  ごみ減量・資源化啓発事業 
 ごみ再資源化事業  小型家電等リサイクル推進事業 

 

施策 422 廃棄物の適正処理 
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基本事業 4221 ごみの適正処理の推進 

４-７ 次期ごみ処理施設整備検討事業  ごみ適正処理指導事業 

 ごみ処理計画推進事業  ごみ処理関連施設統廃合整備事業 
 ごみ収集運搬事業  一般廃棄物最終処分場整備事業 
 南部クリーンセンター場内整備事業  ごみ最終処分場管理事業 

 南部クリーンセンター管理運営事業  西部クリーンセンター大規模改修事業 

 
西部クリーンセンター管理運営事業（焼却処理・破砕
処理） 

  

基本事業 4222 し尿の適正処理の推進 

４-８ し尿処理施設跡地利用事業  災害時し尿処理事業 
 し尿中継貯留槽管理事業  衛生処理センター跡地管理事業 
 衛生センター管理事業  離島し尿収集事業 

基本事業 4223 災害廃棄物処理体制の推進 

    

基本事業 4224 産業廃棄物適正処理の促進 

 産業廃棄物適正処理指導事業   

 

施策 423 不法投棄の防止 

基本事業 4231 協働・連携による不法投棄防止 

 不法投棄防止対策事業  高松ふれあいクリーン事業 

基本事業 4232 環境意識の啓発 

    

 

施策 424 地球温暖化対策の推進 

基本事業 4241 再生可能エネルギーの利用促進 

４-９ 再生可能エネルギー普及促進事業  東部下水処理場バイオマス発電事業 

 
市有財産を活用した再生可能エネルギーの普及促進事

業 
 
低排出ガス・低公害車・省エネルギー車公用車導入事

業 

基本事業 4242 低炭素社会に向けた行動の展開 

 電気自動車等普及促進事業  COOL CHOICE 啓発事業 
 地球温暖化対策推進事業  緑のカーテン事業 

 

施策 425 環境保全活動の推進 

基本事業 4251 環境保全意識の啓発 

 環境基本計画推進事業  環境保全推進事業 

 南部クリーンセンター環境学習事業   

基本事業 4252 自然環境の保全・環境美化の推進 

 衛生組合活動促進事業  環境美化推進事業 
 公衆便所管理等事業  「いざ里山」市民活動支援事業 

 「ため池守り隊」市民活動支援事業  たかまつマイロード事業 
 コミュニティ広場管理事業   

基本事業 4253 環境汚染の防止 

126



161 

 水質汚濁防止対策事業  大気汚染防止対策事業 

 公害対策事業  騒音・振動・悪臭規制事業 

 

政策 43 豊かな暮らしを支える生活環境の向上 

 

施策 431 居住環境の整備 

基本事業 4311 良好な居住環境の形成 

 住居表示管理事業  開発指導事業 
 建築指導事業   

基本事業 4312 良好な住宅の供給 

 市営住宅管理事業  市営住宅建設事業 

基本事業 4313 空き家対策の推進 

４-10 空き家等対策事業   

基本事業 4314 地籍調査の推進 

 地籍調査事業   

 

施策 432 身近な道路環境の整備 

基本事業 4321 生活道路の適正な維持管理 

４-11 橋りょう改築修繕事業  道路橋りょう維持管理事業 

基本事業 4322 生活道路の整備・充実 

 道路整備事業（建設計画等登載路線）  道路新設改良事業 
 県管理河川改修関連橋りょう架替事業  県施行道路整備事業地元負担金事業 

 

施策 433 河川・港湾の整備 

基本事業 4331 治水施設の適正な維持管理 

 河川改良事業  生活排水路整備事業 

 ポンプ場等整備・維持管理事業   

基本事業 4332 漁港・港湾施設の適正な維持管理 

 漁港施設管理事業  港湾施設管理事業 

基本事業 4333 津波・高潮対策の推進 

４-12 地震・津波海岸堤防等対策事業   

 

施策 434 みどりの保全・創造 

基本事業 4341 緑の創出 

 公園・街路緑化事業  名木保護事業 
 公園施設管理運営事業   

基本事業 4342 公園・緑地の整備 
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 身近な公園整備事業  ちびっこ広場整備事業 

基本事業 4343 市民参加による緑の普及啓発 

 花いっぱい推進事業   

 

施策 435 水の安定供給 

基本事業 4351 安定給水の確保 

４-13 椛川ダム整備事業（建設事業、水源地域整備事業）  渇水対策事業 

 生活用水等確保対策事業補助事業  広域水道企業団負担金（旧塩江簡易水道） 
 広域水道企業団補助等  料金徴収事業 

基本事業 4352 安全で良質な水の供給 

    

基本事業 4353 持続可能な水環境の形成 

 水環境基本計画推進事業  我が家の水がめづくり事業 
 雨水利用施設整備事業  再生水利用下水道整備事業 

 

施策 436 汚水・雨水対策の充実 

基本事業 4361 汚水対策の推進 

 汚水施設整備事業  合併処理浄化槽設置整備事業 
 浄化槽管理指導事業  浄化槽設置補助金等事務経費繰出金 

基本事業 4362 浸水対策の推進 

４-14 浸水対策施設整備事業   

基本事業 4363 下水道施設の適切な維持及び計画的な更新 

 下水道事業会計負担金等  下水道事業管理事務 
 下水道普及促進事業  下水道事業受益者負担金徴収事業 
 下水道管きょ維持管理等事業  再生水処理施設管理事業 

 農業集落排水施設管理等事業  下水道施設維持管理事業 
 下水道運営事業   

 

 

まちづくりの目標５ 

環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち 

 

政策 51 コンパクトで魅力ある都市空間の形成 

 

施策 511 多核連携型コンパクト・エコシティの推進 

基本事業 5111 適正な土地利用の推進 

５-１ 多核連携型コンパクト・エコシティ推進事業 ５-２ 豊かな住まいづくり事業 
 都市計画制度運用事業   
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基本事業 5112 集約拠点における都市機能集積 

 
新病院を核としたまちづくり推進事業（北側エリア整

備事業） 
  

 

施策 512 景観の保全・形成・創出 

基本事業 5121 美しいまちづくりの推進 

 美しいまちづくり推進事業   

基本事業 5122 屋外広告物の適正化促進 

 屋外広告物対策事業   

 

政策 52 快適で人にやさしい都市交通の形成 

 

施策 521 公共交通の利便性の向上 

基本事業 5211 目指す都市構造と整合した都市交通システムの構築 

５-３ 地域公共交通再編事業 ５-４ ＪＲ端岡駅周辺整備事業 
 国道１１号高松東道路関連整備事業   

基本事業 5212 人と環境にやさしい、持続可能な公共交通サービスの導入 

５-５ 公共交通維持改善事業 ５-６ 公共交通利用促進事業 
 駐車場管理運営事業  駐車場事業繰出金 

 

施策 522 自転車の利用環境の向上 

基本事業 5221 快適な自転車利用のための環境整備 

５-７ レンタサイクル事業  自転車利用環境整備事業 

基本事業 5222 自転車利用の更なる促進 

 駐輪場管理事業  駐輪場整備事業 

 放置自転車等対策事業   

 

政策 53 拠点性を発揮できる都市機能の充実 

 

施策 531 拠点性を高める交通網の整備と利用促進 

基本事業 5311 高松空港の利用促進 

 航空路線網拡大促進事業   

基本事業 5312 高松港などの交通・物流拠点性向上 

 県施行港湾建設事業   

基本事業 5313 広域鉄道ネットワークの整備促進 

 広域輸送交通機関整備促進事業   
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施策 532 拠点性を高める道路ネットワークの整備 

基本事業 5321 中枢拠点性を高める道路ネットワークの強化 

    

基本事業 5322 集約拠点間のアクセスを向上させる道路ネットワークの強化 

５-８ 街路事業   

 

施策 533 中心市街地の活性化 

基本事業 5331 中心市街地の来街魅力の強化 

 サンポート高松北側街区整備事業  瓦町駅ビル利活用事業 
 サンポート高松管理事業   

基本事業 5332 タイムリーな情報発信による回遊促進 

５-９ 中心市街地活性化推進事業  中央商店街調査事業 

基本事業 5333 豊かな居住環境の充実 

５-10 高松丸亀町商店街再開発事業 ５-11 南部３町商店街における優良建築物等整備事業 

 

 

まちづくりの目標６ 

市民と行政がともに力を発揮できるまち 

 

政策 61 参画・協働によるコミュニティの再生 

 

施策 611 地域コミュニティの自立・活性化 

基本事業 6111 コミュニティ組織の強化・充実 

６-１ 地域コミュニティ協議会事務局体制強化支援事業   

基本事業 6112 コミュニティ活動の支援 

６-２ 地域まちづくり交付金事業 ６-３ 自治会再生支援事業 
 コミュニティ推進事業  自治会活動推進事業 
 コミュニティ活動支援システム整備事業   

基本事業 6113 コミュニティ活動拠点の整備・充実 

 コミュニティセンター整備事業  自治会集会所整備支援事業 
 コミュニティセンター管理運営事業  集会所施設管理事業 
 学校跡施設管理運営事業   

 

施策 612 参画・協働の推進 

基本事業 6121 市民活動センター機能の拡充 
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 市民活動センター管理運営事業   

基本事業 6122 協働事業の充実 

 協働企画提案事業  自治と協働の基本指針普及事業 
 ボランティア・市民活動推進事業   

基本事業 6123 広聴・広報機能の充実 

 市民相談事業  テレビ放送等広報事業 

 ホームページ等管理運営事業  広報たかまつ等発行事業 
 広報事務  吹奏楽団事業 

基本事業 6124 適切な個人情報の取扱いと情報公開の推進 

 個人情報保護事業  情報公開事業 

 

施策 613 離島の振興 

基本事業 6131 交流・定住人口の拡大 

６-４ 大島振興方策推進事業  男木交流館管理運営事業 

基本事業 6132 航路の確保及び利便性向上 

 離島航路振興事業   

 

政策 62 相互の特長をいかした多様な連携の推進 

 

施策 621 連携の推進 

基本事業 6211 連携中枢都市圏における連携事業の充実 

 瀬戸・高松広域連携中枢都市圏ビジョン推進事業   

基本事業 6212 県等との連携強化 

 広域都市連携事業   

基本事業 6213 多様な主体との連携強化 

６-５ 多様な主体との連携推進事業   

 

政策 63 健全で信頼される行財政運営の確立 

 

施策 631 職員力の向上 

基本事業 6311 人材の育成とコンプライアンスの推進 

 コンプライアンス推進事務  職員力向上事業 

 人材育成事業   

基本事業 6312 人事制度の整備 

 人事管理事務   

基本事業 6313 組織・人事管理の適正化 

 職員福利厚生事務  職員数適正化事業 

131



166 

 職員給与費  職員給与費等事務 

 組織機構・事務所管等の見直し事業   

 

施策 632 効率的で効果的な行財政運営の推進 

基本事業 6321 効率的な行政運営の推進 

６-６ 総合センター整備事業  総合計画推進事業 
 たかまつ創生総合戦略推進事業  企画調整事務 
 自治推進事業  戸籍・住民基本台帳事務 

 支所・出張所管理運営事業  文書事務 
 公平委員会事務  行政不服審査事務 
 一般行政事務  市政功労者表彰事務 

 議員報酬、市長及び副市長の給料等審議会事務  公文書館管理運営事業 
 牟礼浄化苑多目的広場管理事業  統計調査事業 
 行政改革推進事業  公有財産管理事務 

 工事請負契約等事務  庁舎等管理事務 
 自動車管理事務  市有建築物設計監理監督事務 
 ファシリティマネジメント推進事業  選挙管理委員会事務 

 監査事務  議会事務 
 選挙執行事務  市制施行１３０周年記念事業 

基本事業 6322 健全な財政運営の推進 

 基金管理事務  財政管理事務 

 予備費管理事務  市債管理事務 
 高松市土地開発公社事業資金貸付事務  ふるさと高松応援寄附促進事業 
 収納管理事務  固定資産評価審査委員会事務 

 債権管理適正化推進事業  固定資産税等課税事務 
 市民税等課税事務  競輪事業 
 競輪事業一般会計繰出金  会計管理事務 

基本事業 6323 電子行政の推進 

６-７ 社会保障・税番号制度推進事業 ６-８ オープンデータ利活用推進事業 
６-９ スマートシティたかまつ推進事業 ６-10 ＡＩ等利活用推進事業 

 超高速情報通信網整備事業  情報処理システム管理運営事業 

 庁内ネットワーク再構築事業  塩江ケーブルネットワーク管理事業 
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第４章  分野別計画  

 

総合計画においては、それぞれの行政課題に対応する政策及び施策の基本的な方向を体系

的に定めた行政分野ごとの中期計画等を、基本構想を具体化する分野別計画として位置付け

ることとしています。 

分野別計画の主なものは次のとおりです。           （令和２年３月現在） 

まちづくりの 
目標 

計 画 等 の 名 称 
計画期間 
（年度） 

１ 
健やかにいき
いきと暮らせ
るまち 

高松市子どもの貧困対策推進計画 H30～R4 

第２期高松市子ども・子育て支援推進計画「高松すくすく
子育てプラン」 

R2～R6 

高松市地域福祉計画 H28～R5 

高松市高齢者保健福祉計画（第７期） H30～R2 

たかまつ障がい者プラン H30～R2 

高松市健康都市推進ビジョン H26～R5 

高松市自殺対策計画 H31(R元)～R5 

高松市新型インフルエンザ等対策行動計画 H26～ 

第 3 次高松市病院事業経営健全化計画 H30～R2 

高松市第２期データヘルス計画 H30～R5 

２ 
心豊かで未来
を築く人を育
むまち 

第４次たかまつ男女共同参画プラン H28～R2 

第５次高松市子ども読書活動推進計画 R2～R5 

第２期高松市教育振興基本計画 H28～R5 

高松市学校施設長寿命化計画 H30～R39 

高松市人権教育・啓発に関する基本指針 H28～ 

３ 
産業の活力と
文化の魅力あ
ふれる創造性
豊かなまち 

第２次高松市創造都市推進ビジョン H30～R5 

高松市創業支援等事業計画 H27～R2 

高松市農業振興計画 H28～R5 

高松市鳥獣被害防止計画 R2～R4 

第２期高松市文化芸術振興計画 H31(R元)～R5 

高松市立美術館運営方針 H28～R2 

高松市スポーツ推進計画 H28～R5 

屋島活性化基本構想 H25～ 

塩江温泉郷観光活性化基本構想 H29～ 

高松市ＭＩＣＥ振興戦略 H29～R5 

４ 
安全で安心し
て暮らし続け
られるまち 

高松市耐震改修促進計画 H20～ 

高松市地域防災計画 R2～ 

高松市国民保護計画 H18～ 

高松市危機管理指針 H21～ 

高松市緊急事態等対処計画 H21～ 

高松市業務継続計画 H29～ 

高松市国土強靱化地域計画 R2～ 

高松市交通安全計画 H28～R2 

高松市墓地整備計画 H29～R3 
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まちづくりの 
目標 

計 画 等 の 名 称 
計画期間 
（年度） 

４ 
安全で安心し
て暮らし続け
られるまち 

高松市環境基本計画 H28～R5 

高松市一般廃棄物処理基本計画 H30～R9 

高松市地球温暖化対策実行計画 H29～R12 

高松市市営住宅長寿命化計画 H24～R3 

高松市空家等対策計画 H28～R5 

高松市舗装維持修繕計画 H28～ 

高松市橋梁長寿命化修繕計画 H22～ 

第２次高松市緑の基本計画 H22～R10 

高松市都市公園施設長寿命化計画 H31(R元)～R10 

高松市水環境基本計画 H23～R12 

第４次高松市生活排水対策推進計画 H28～R7 

高松市下水道事業基本計画 R2～R11 

高松市中心市街地浸水対策計画 H18～ 

５ 
環瀬戸内海圏
の中核都市と
してふさわし
いまち 

多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画 H24～ 

高松市立地適正化計画 H30～R10 

高松市都市計画マスタープラン H20～R10 

高松市美しいまちづくり基本計画 H22～ 

高松市景観計画 H24～ 

高松市総合都市交通計画 H22～R10 

高松市駐車対策基本計画 H23～R10 

高松市自転車等駐車対策総合計画 H24～R3 

高松市無電柱化推進計画 H31(R元)～R3 

第３期高松市中心市街地活性化基本計画 H31(R元)～R6 

６ 
市民と行政が
ともに力を発
揮できるまち 

高松市コミュニティセンター整備計画 H30～R9 

高松市自治と協働の基本指針 H23～ 

男木～高松航路改善計画 H29～R3 

瀬戸・高松広域連携中枢都市圏ビジョン H28～R5 

高松市職員人財育成ビジョン H20～ 

高松市職員の定員管理計画 H29～R3 

第８次高松市行財政改革計画 R2～R5 

高松市地域行政組織再編計画 H26～ 

高松市ファシリティマネジメント推進基本方針 H24～ 

高松市公共施設有効活用・再配置等方針 H27～ 

高松市公共施設再編整備計画 H30～ 

高松市公共施設長寿命化指針 H26～ 

高松市公共施設等総合管理計画 H27～R46 

第２期たかまつ創生総合戦略 R2～R6 

スマートシティたかまつ推進プラン H31(R元)～R3 
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【瀬戸の都・高松ロゴマーク】 

 市制１２０周年という記念の年に、これまで、多島美を誇る波静かな瀬戸内海と経

済・文化など様々な面で深いかかわりを持って発展を続けてきた「瀬戸の都・高松」を

広く周知するため作成したもので、波頭で調和を表す円形を象り、高松の「高」の文字

の象形（原点）である「 」を中央に図案化し、瀬戸内海を原点として発展し続ける「海

に開かれた都市」のイメージを表現しています。 

「波」の永続的で規則的な繰り返し、止むことなき運動は、高松市の限りない可能性

と恒久的な発展性をシンボライズしています。  

第６次高松市総合計画  

『活力にあふれ 創造性豊かな 瀬戸の都・高松』 

高松市まちづくり戦略計画 （第３期 令和２年度～４年度） 

編集・発行  高松市市民政策局政策課 

〒760-8571  高松市番町一丁目 8番 15号 

電話 (087)839-2135  FAX (087)839-2125 

メールアドレス  seisaku@city.takamatsu.lg.jp 

ホームページアドレス

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/soshikihyo/seisaku.html
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