
補助金等に関する問い合わせは、各所管課へお願いします。 ※所管課名及び交付先は平成30年4月1日現在のものです。

No. 款 所管課名 件             名 補助の概要 補助の目的 補助の効果
平成３０年度
交　付　先

平成２９年度
当初予算額

平成３０年度
当初予算額

増減額

1 総務費 都市計画課
公共交通旅客施設バリアフリー
化整備事業費補助金

鉄道事業者が行う鉄道施設バリアフリー化整備事業に要す
る経費の一部を補助するもの。

鉄道事業者が行う鉄道施設バリアフリー化整備
事業を促進する。

高齢者、障害者等の移動の円滑化に寄与する。
高松琴平電気鉄道株式
会社
四国旅客鉄道株式会社

6,000 7,000 1,000

2 衛生費 河港課
椛川ダム対策協議会活動補助
金

椛川ダム対策協議会の活動について補助するもの。
ダム建設に伴う、地区住民の環境の変化、地域
の衰退を防ぐために、協議会が活動する費用の
一部を補助する。

協議会が、ダム建設問題の調査研究・解決のた
めの交渉・協議、水源地域整備計画実施のため
の交渉・協議、先進地視察研修等活動することに
より、ダム建設事業が円滑に進捗している。

椛川ダム対策協議会 700 700 0

3 衛生費 下水道経営課
合併処理浄化槽設置整備事業
補助金

下水道事業計画区域外において、合併処理浄化槽を設置す
る費用などに補助を行うもの。

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止す
る。

生活排水による公共用水域の水質汚濁の軽減に
つながる。

設置者 295,475 290,821 △ 4,654

4 土木費 都市計画課 景観形成助成金

景観計画で指定した景観形成重点地区のうち、仏生山歴史
街道景観形成重点地区内において、景観形成に著しく寄与
すると認められる建物等の新築等の行為に対して、助成対
象行為にかかる経費の一部を助成するもの。

門前町としての景観を残す仏生山歴史街道景観
形成重点地区の景観を維持、形成する。

仏生山歴史街道景観形成重点地区の歴史・風土
の魅力を後世にまで継承し、歴史・文化が息づく
景観づくりに寄与する。

仏生山歴史街道景観形
成重点地区内において、
当該地区の景観形成基
準に適合し、高松市景観
形成助成金交付要綱の
規定に該当する建築物
等の新築等を行う者。

825 900 75

5 土木費 都市計画課
既存不適格広告物改修等補助
金

高松市屋外広告物条例の改正に伴い、既存不適格となった
屋外広告物について、経過措置期間のうちに新基準に適合
させる行為に対し、改修等に要する経費のうち対象となる経
費の一部を補助するもの。

高松市屋外広告物条例の改正に伴い、既存不適
格となった屋外広告物について、新基準に適合す
るよう早期の撤去・改修等を促す。

新基準に適合した広告物の割合が増加し、早期
に良好な景観の形成が図られる。

既存不適格となった広告
物のうち、高松市屋外広
告物条例改正後の新基
準に適合するよう改修等
を行う者。

13,999 10,000 △ 3,999

(単位：千円）
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6 土木費 都市計画課
ことでん（栗林公園仏生山駅間）
複線化事業費補助金

高松琴平電気鉄道・琴平線（栗林公園～仏生山駅間）の複
線化事業に要する経費の一部を補助するもの。

栗林公園駅以南の単線区間を仏生山駅まで複線
化し、新駅開業時において、現状の運行頻度を確
保するとともに、さらなる高頻度のダイヤ編成が
可能となるよう線路容量の増強を図る。

鉄道利用者のサービス水準の維持・強化により、
公共交通利用の促進が図られる。

高松琴平電気鉄道㈱ 20,000 226,371 206,371

7 土木費 都市計画課
鉄道施設安全対策事業費補助
金（耐震・長寿命化対策）

鉄道事業者が行う鉄道施設総合安全対策（耐震・長寿命化
対策）事業に要する経費の一部を補助するもの。

鉄道事業者が行う鉄道施設総合安全対策事業を
促進する。

今後、発生が予想される大規模地震や劣化対策
を進めることで、鉄道の安全運行及び鉄道利用
者の安全確保や発災時における緊急応急活動の
機能確保に寄与する。

四国旅客鉄道株式会社 15,000 15,000 0

8 土木費 都市計画課
高松ポケットローディングシステ
ム協議会補助金

違法駐車の防止に必要な事業の運営に要する経費の一部
を補助するもの。

違法駐車の防止に必要な事業を行う駐車対策関
連団体による路外荷捌き駐車場の確保を推進す
る。

路外荷捌き駐車場を確保することにより、貨物車
等による路上駐車をなくし、道路交通の円滑化が
図られる。

高松ポケットローディン
グ協議会

475 475 0

9 土木費 都市計画課
自転車等駐車場施設管理運営
等事業補助金

民間事業者又は民営事業者が実施する自転車等駐車場施
設の整備・管理・運営に要する経費の一部を補助するもの。

自転車等の駐車需要が著しい地域における民間
事業者等による自転車等駐車場施設の整備を促
進する。

駐輪容量の拡充により、放置自転車を減少させる
ことで、安全な通行環境の形成に寄与する。

高松常磐町商店街振興
組合、高松田町商店街
振興組合、高松兵庫町
商店街振興組合、高松ラ
イオン通り商店街振興組
合、高松南新町商店街
振興組合

7,721 7,530 △ 191

10 土木費 都市計画課
サイクルアンドバスライド自転車
等駐車場整備費補助金

バス運行事業者が行うバス停留所付近の駐輪場整備に要
する経費の一部を補助するもの。

バス事業者が行う駐輪場整備の促進を図る。
バス停留所付近の放置自転車の減少及びバス
利用者の利便性の向上に寄与する。

バス運行事業者 150 105 △ 45
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11 土木費 下水道経営課 下水道事業会計補助金
地方公営企業法第１７条の３の規定に基づき、下水道事業
に係る経費の一部を補助するもの。

上下水道事業の統合によって増加した共通経費
（下水道負担分）について、使用料対象経費外と
したため、一般会計から補助する。

補助金により、下水道使用料の値上げを抑制す
る。

高松市長 109,383 511 △ 108,872

12 土木費 都市計画課
高松市大工町・磨屋町地区市街
地再開発準備組合補助金

都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業の施行に
向け、再開発準備組合が実施する調査事業費等の一部を
補助するもの。

中心市街地における地域住民の自主的な街づく
りを促進する。

中心市街地の土地の合理的かつ健全な高度利
用と都市機能の更新により、地域活力の向上に
寄与する。

高松市大工町・磨屋町
地区市街地再開発組合

25,200 72,480 47,280

13 土木費 道路管理課 私道整備事業補助金
一定の条件を満たす私道の路面改修工事費の一部を補助
するもの。

市内の私道を利用する者の生活環境の改善及び
利便性の向上を図る。

地域で維持管理している私道整備の促進に寄与
する。

私道の所有者等 15,000 15,000 0

14 土木費 建築指導課
狭あい道路拡幅整備事業助成
金

建築基準法第42条第2項により道路から後退する用地に係
る門、塀、擁壁等の撤去又は移転に要する費用の一部を助
成するもの。

市民の理解と協力の下に狭あい道路の拡幅整備
を促進し、良好な住環境を確保する。

狭あい道路拡幅整備の促進に寄与する。 新築住宅等の建築主等 1,400 1,400 0

15 土木費 建築指導課
住宅建築物耐震改修等事業費
補助金

一定の条件を満たす住宅・建築物の耐震診断や耐震改修
等に要する費用の一部を補助するもの

地震時における被害の軽減を図り、震災に強いま
ちづくりを推進する。

住宅・建築物の耐震化の促進に寄与する。
住宅の所有者等
建築物の所有者等

200,410 190,198 △ 10,212
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16 土木費 公園緑地課 高松市の名木助成金
名木の所有者に対し、その保存について予算の範囲内で助
成金するもの。

長い間風雪に耐え、市民に自然の恵みを与えき
た郷土の古木、巨木などを高松市の名木に指定
し、これをたたえ永く保存することを目的とする。

緑豊かな人と環境にやさしい住みよいまちづくり
に寄与している。

名木管理者 815 785 △ 30

17 土木費 公園緑地課 緑化推進事業助成金

①生垣設置
市民等が高松市内に生垣を設けるもの
②環境保全緑化（店舗・事務所前の緑化）
高松市内の事業所（店舗・事務所）集合住宅等の敷地内に
新しく緑化木を植栽するもの
③屋上緑化
建築物の屋上に緑化施設を設けるもの
④壁面緑化
建築物の壁面に、つる性植物等を這わせるもの（補助器具
等を設置し、つる性植物等を這わせるものを含む）

花と緑が調和した美しいまちづくりを推進し、市民
の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

緑豊かな人と環境にやさしい住みよいまちづくり
に寄与している。

市民及び事業者 1,080 1,024 △ 56

18 土木費 市営住宅課
高松市香南町まちづくり協議会
活動支援助成金

まちづくり協議会の活動に対して助成するもの。
地域の特性を活かした魅力あるまちづくりの推進
を図る。

まちづくり協議会の活動を支援することにより、円
滑な建替事業の促進が期待できる。

香南町まちづくり協議会 90 90 0

713,723 840,390 126,667
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