
平成２８年度９月補正予算のポイント 
高松市  



Ⅰ．2８年度９月補正予算の特色 

1 
※事業費には、債務負担行為の額は含まない 

(1)  政策課題に対応するための事業の実施（3.0億円） 
      ・母子相談指導費（電子母子健康手帳の導入） 
      ・高松盆栽振興事業費（モニターツアーの実施） 
      ・教育情報通信ネットワークシステム管理費（学校教育におけるＩＣＴ(情報通信技術)を活用したパイロット事業）  
      ・学校給食センター建設事業費（新設第二学校給食センター（仮称）の整備）など  

(2) 補助認証・制度の創設に伴う事業の実施（1.2億円） 
      ・介護ロボット等導入支援事業補助金（介護ロボット等導入の助成）など  
           

(3)  当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応（1.5億円） 
      ・隣保館管理運営費、児童館管理運営費（田村文化センター及び併設する田村児童館の大規模改修工事） 
    ・企業誘致推進費（企業誘致を推進するための助成）など  

(4)  県施行建設事業等に対する地元負担金の措置（3.4億円） 
      ・国・県が２8年度で実施する事業に対し、地方財政法等の規定に基づき、地元負担金を措置するもの (一覧 12P) 
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Ⅱ．９月補正の規模  ※以下、四捨五入の関係上、各表間の計数、増減率が合わない場合がある。 

区分 補正前 補正額 補正後 当初予算比 

一般会計（A） 165,817 917 166,735 100.9 

特別会計（B） 114,388 114,388 

企業 
会計 
(C) 

病院事業 8,917 8,917 

水道事業 14,322 14,322 

下水道事業 28,134 28,134 

全会計
（A+B+C） 

331,578 917 332,495 100.4 

(百万円・％) 

一般会計補正額は、政策課題に対応するための事業費の補正などにより、 
約9億円の増額補正 

 債務負担行為 
     （追加・変更） 

1,585 

1,585 

(百万円) 



  

（1）政策課題に対応するための事業の実施 
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Ⅲ．９月補正の主な内容 

  

 

 

 

放課後児童クラブ施設整備事業費 【子育て支援課】 

補正額 9,850千円 

 放課後児童クラブの待機児童の解消を図るため、新たに施設を
整備します。 

三渓放課後児童クラブ 

 用地購入、測量、開発申請等業務委託等 

放課後児童クラブ 

補正額 240千円 

母子相談指導費             【保健センター】 

 妊産婦や乳幼児の健康管理のため、スマートフォン等を利用
した、電子母子健康手帳を導入します。 
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教育情報通信ネットワークシステム管理費 
                     【総合教育センター】 

債務負担行為 H29～H33 12,636千円 

 Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合で高まった、情報通信技術
を利用した豊かな社会の創生の機運を受け、ＩＣＴ教育を推進
するため、市内小中学校各１校でパイロット事業を実施します。 

補正額 2,149千円 

東植田小学校 全児童・教職員に一人１台のタブレット端末を配布 

勝賀中学校 パソコン教室をＩＣＴルームとして整備 

  

 

 

 

高松盆栽振興事業費          【農林水産課】 

補正額 1,300千円 

 松盆栽の代表的産地としての地域資源の活用と認知度の向上
を図るため、モニターツアーの経費を補助します。 

地域資源を有機的に結びつけたモニターツアー 

 ・盆栽園主からの盆栽の歴史等の解説 
 ・盆栽改作のデモンストレーション     など 
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林小学校校舎等建設事業費    【教育局総務課】 

林小学校の現校舎 

債務負担行為 H29～H30 921,900千円 

 児童数急増に対応するため、校舎を増築するとともに、運動場も
整備します。 

  

 

 

 

学校給食センター建設事業費     【保健体育課】 

【対象校】 
５校 

林小学校 川添小学校 多肥小学校 

協和中学校 龍雲中学校 

補正額 288,742千円 

 施設の老朽化や児童生徒数の急増に伴い、新設第二学校給
食センター（仮称）を整備するため、用地取得等を行います。 

朝日新町学校給食センター 
（平成２０年９月１日開設） 



  

 

  

（2）補助認証・制度の創設に伴う事業の実施 
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補正額 82,774千円 

老人福祉施設整備事業補助金    【長寿福祉課】 

 有料老人ホームが実施するスプリンクラー設備等の整備に対
して補助します。（補助率 国10/10) 
 また、特別養護老人ホームが実施するプライバシー保護のた
めの改修に対して補助します。（補助率 県10/10） 

【申請予定事業者 ６件】 

スプリンクラー設備等整備費補助金       ４件 

プライバシー保護改修整備費補助金     ２件 

プライバシー保護改修イメージ 

補正額 4,546千円 

小規模多機能型居宅介護施設等整備事業補助金 
【介護保険課】 

 小規模多機能型居宅介護事業所等が実施するスプリンク
ラー設備の整備に対して補助します。 
（補助率 国10/10) 

【申請予定事業者 ２件】 

小規模多機能型居宅介護事業所     １件 

認知症高齢者グループホーム         １件 
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丸亀町商店街再開発事業費      【都市計画課】 

補正額 18,000千円 

 高松市大工町・磨屋町地区の再開発に係る建物現況調査
等に対して補助します。 

 高松市大工町・磨屋町地区第一種市街地再開発事業調
査費補助金 

※完成イメージ模型 

大工町現況 磨屋町現況 

補正額 17,814千円 

介護ロボット等導入支援事業補助金 【介護保険課】 

 介護従事者の負担軽減を図るため、サービス事業者が実施
する介護ロボットの導入に対して補助します。 
（補助率 国10/10) 

【補助対象介護ロボット】 

パワーアシスト装具、コミュニケーションロボット、 
見守り支援用寝台マット など 



（3）当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応 
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情報処理運営費             【情報政策課】 

 香川県及び県内市町が協力して、高度な情報セキュリティ対策
を行う香川県情報セキュリティクラウド事業の運営費を負担します。 

債務負担行為 H29～33 121,453千円 

  

 

 

 

コミュニティセンター整備費        【地域振興課】 

補正額 4,320千円 

債務負担行為 Ｈ29 10,102千円 

 市民の安全確保と、地域住民によるまちづくり活動の推進を図
るため、中期整備指針等に基づき、川岡コミュニティセンターを整
備します。  

28～29年度 実施設計業務 

  

 

 

 

隣保館管理運営費 
児童館管理運営費            【人権啓発課】 

 文化センター・児童館改修計画に基づき、老朽化の著しい田
村文化センター及び併設する田村児童館を大規模改修します。 

補正額 79,177千円 

債務負担行為 Ｈ29 152,323千円 

香川県情報

セキュリティクラウド

平成31年1月供用開始予定 
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衛生処理センター中継所管理費 【衛生処理センター】 

 衛生処理センター中継所前処理施設の運転安定化を図るため、
今後必要な部品の購入や休日運転業務委託等を行います。 

補正額 20,406千円 

部品の購入 

休日運転業務委託 

生活環境影響調査業務委託 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

企業誘致推進費             【産業振興課】 

 地域経済の発展、産業の活性化及び雇用機会の拡大を図る
ため、企業誘致助成金を交付します。 

【平成２８年度下半期申請予定企業 ４件】 

補正額 23,815千円 

工場（物の製造又は加工の用に供する施設）    ２件 

知的創造サービス業 
（専門知識又は技術を提供する業種）         ２件 

  

 

 

 

補正額 6,308千円 

墓地整備費              【市民やすらぎ課】 

 平成28年6月23日の大雨に伴い、一部崩落した宮脇町姥ヶ
池墓地の復旧工事を行います。 
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航路網拡大促進費            【交通政策課】 

 高松空港におけるソウル線の増便に伴い、運航支援に要する
経費の一部を負担します。 
 
  平成28年10月19日増便予定（週3便→5便） 

補正額 8,193千円 

  

 

 

 

海外誘客促進事業費           【観光交流課】 

補正額 9,509千円 

 高松空港におけるソウル線の増便に伴い、観光客を誘致する
ため、県と連携して利用促進キャンペーン等を実施します。 

高松・ソウル便観光客誘致対策事業 

 航空会社と連携したＰＲ、送客インセンティブなど 

 韓国での観光プロモーションの様子 
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消防団消防活動費          【消防局総務課】 

補正額 875千円 

 消防団員の防災活動中の安全性と行動性を高めるため、安全
装備品を購入します。 

消防団員安全装備品整備等助成事業 

 ヘッドランプの整備 

補正額 270千円 

川岡分団消防屯所整備事業費  【消防局総務課】 

債務負担行為 H29 651千円 

 地域の防災拠点性の向上を図るため、川岡コミュニティセンター
の整備と併せて、川岡分団消防屯所を移転整備します。 

28～29年度 実施設計業務 

  

 

香南町北部団地住宅建設事業費     【住宅課】 

債務負担行為 H29 365,700千円 

 安全で快適な居住環境を確保するため、老朽化した市営住
宅の建替工事を行います。 

 29年度：住宅建設工事 
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補正額 千円 

 

事業名 事業の概要 事業費 

１ 椛川ダム水源地域整備事業 
椛川ダム水源地域整備計画に基づき、県が施行する県道穴吹塩江線の付替事業（田中工区）及び
改良事業（安原上東工区）の地元負担金を措置するもの。（負担率 10％） 

2,584 

２ 道路新設改良事業 
県が施行する道路新設改良事業（三木牟礼線など計17路線26工区）の地元負担金を措置するも
の。（負担率 10%） 

62,884 

３ 津波・高潮危機管理対策緊急事業 
県が施行する津波・高潮危機管理対策緊急事業（牟礼原浜海岸）の地元負担金を措置するもの。  
（負担率 5％） 

2,500 

４ 急傾斜地崩壊防止事業 
県が施行する急傾斜地崩壊防止事業（鮎滝地区など5地区）の地元負担金を措置するもの。 
（負担率 5％・10%） 

8,500 

５ 高松空港関連整備事業 
国が施行する高松空港関連整備事業の地元負担金を措置するもの。 
（負担率 県負担の25%） 

63,032 

６ 港湾建設事業 

県が施行する直轄港湾改修事業（朝日地区）、重要港湾改修事業（朝日地区）、統合港湾施設
改良事業（玉藻・弦打地区）、港湾環境整備事業（玉藻・香西地区）、津波等対策整備事業
（玉藻・朝日・屋島・原地区）、港湾改良事業（サンポート・玉藻・朝日地区）の地元負担金を措置
するもの。（負担率 国費を除く40%（高潮・津波・老朽化対策については、5%・7%）） 

180,719 

７ 高松港計画調査事業 
県が施行する高松港港湾計画調査の地元負担金を措置するもの。 
（負担率 40%） 

4,000 

８ 街路事業 
県が施行する街路事業（公園東門線など計４路線）の地元負担金を措置するもの。 
（負担率 10％） 

14,887 

合 計 339,106 

≪単位：千円≫ 
（4）県施行建設事業等に対する地元負担金の措置 


