
平成３１年度　まちづくり戦略計画に係る重点取組事業の予算要求額

（単位：千円）

1

1 公立保育所・幼稚園等施設整備事業 継続
こども園総務課
こども園運営課

　施設の老朽化の状況を踏まえるとともに、幼保連携型認定こども園への移行を促進するため、公
立保育所・幼稚園等の施設整備を計画的に実施します。 299,999 1,071,459 771,460

2 放課後児童クラブ事業 継続 子育て支援課
　保護者が就労等により昼間家庭にいない児童の健全な育成を図るため、適切な遊び場や生活の
場を提供するとともに、学童保育を実施している社会福祉法人等を支援することにより、子育て支援
の充実を図ります。

806,561 845,736 39,175

3 高齢者居場所づくり事業 継続 長寿福祉課
　高齢者が生きがいを持って地域で元気に暮らせる環境を整備するため、高齢者が地域で気軽に足
を運べ、介護予防や健康づくりのほか、子どもたちを交えた世代間交流やボランティア活動の拠点と
なる居場所づくりを支援します。

14,583 13,934 ▲ 649

4 障がい者地域生活支援推進事業 継続 障がい福祉課

　障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、地域生活への移行や定着を支援する
ため、障がい福祉サービス事業所等と連携ネットワークを構築するなど、居住支援のための機能（相
談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を強化し、様々な支援を切
れ目なく提供できるサービス提供体制を構築し、運営します。

117,492 113,740 ▲ 3,752

2

1 特別支援教育推進事業 継続
学校教育課
総合教育センター

　学校教育法の改正等を踏まえ、様々な障がいのある児童生徒に対する適切な教育を行うため、市
内の小・中学校に特別支援教育支援員・特別支援教育サポーターを配置し、学校生活上の介助や
学習活動上の支援等を行います。
　また、保護者や指導者が、発達障害の児童生徒への自立支援に必要な知識の習得や技能向上を
図るため、ソーシャルスキルトレーニング研修を実施します。
　さらに、総合教育センターに高松第一中学校通級指導教室のサテライト教室を設置し、中学生を対
象とした通級による指導を実施します。

116,792 120,056 3,264

2 給食センター整備事業 継続 保健体育課
　安全で安心な学校給食の提供を図るため、施設の老朽化が著しい調理場や校区内の児童生徒数
の増加により調理能力がひっ迫している調理場について、複数の調理場の統合や、新設第二学校
給食センター（仮称）の建設など、衛生管理の強化に向けた施設整備を計画的に行います。

93,139 2,124,611 2,031,472

3 高松第一高等学校校舎等改築事業 継続 高松第一高等学校 　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。 25,147 420,519 395,372
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4 教育ICT整備・活用推進事業 継続 総合教育センター

　小・中学校での授業におけるＩＣＴ活用を促し、情報活用能力の育成やアクティブ・ラーニングの視
点に立った授業改善を推進するため、普通教室に電子黒板を設置します。
また、本市独自の情報教育を試験的に実施するため、パイロット校に指定した小・中学校において、
タブレット端末やＩＣＴ機器等を活用したアクティブ･ラーニングを実施します。

17,721 41,515 23,794

3

1 企業誘致・起業支援による地域経済活性化促進事業 継続 産業振興課立地・創業・イノベーション支援室

　本市経済の活性化や雇用の確保を図るため、企業誘致専門員や企業誘致助成制度を活用し、企
業情報の収集や発信に努め、更なる企業誘致を推進します。
　また、創業支援事業計画に基づき、関係団体等の拡充と連携を図りながら、起業（創業）支援に取
り組むとともに、創造支援センターを活用して、創造性に富む発想や独自性のある技術を活用した新
規事業者等の支援を行います。

52,505 159,315 106,810

2 瀬戸内国際芸術祭推進事業 継続 文化芸術振興課

　文化芸術の振興と、瀬戸内の活性化や地域振興、世界に向けての情報発信に寄与するため、現
代アートの作家や建築家と協働する国際的な芸術祭である瀬戸内国際芸術祭について、次回の開
催に向けて香川県、関係市町等とともに準備を行います。
　また、関連事業を実施するほか、芸術祭終了後には、各会場に残る継続展示作品を活用した取組
を実施します。

62,623 83,811 21,188

3 屋島活性化推進事業 継続

観光交流課観光エリア振興室
道路管理課
道路整備課
公園緑地課

　屋島の活性化に向け、屋島の有する特性・価値を将来にわたり継承しつつ、市民を始め、広く屋島
を訪れる人々に知ってもらうため、平成２５（２０１３）年１月に策定した「屋島活性化基本構想」に基づ
く、具体的施策・事業を迅速かつ効果的に実施し、世界に誇れる本市のシンボルとなる屋島として再
生を目指します。
　また、本市への観光客の誘引を促進するため、屋島山上からの眺望を最大限に活用しながら、民
間が行う活動の拠点、コンベンションの会場、多様な観光客へのガイダンス施設など、観光屋島の再
生の核となる多機能施設として、屋島山上拠点施設の整備を進めます。

642,500 1,321,987 679,487

4 移住・定住促進事業 継続 政策課移住・定住促進室

　本市への移住・定住人口の増加を図るため、市民や企業・団体等からなる「たかまつ移住応援隊」
との連携による情報発信や相談対応などを始め、「起業・就業（仕事）のしやすさ」、「生活のしやす
さ」、「子育てのしやすさ」といった本市の特性や強みを生かした各種の移住・定住促進方策に取り組
みます。

24,079 32,235 8,156

4

1 消防署所適正配置整備事業 継続 消防局総務課
　市街化の進展や合併による市域の課題に適正に対応できる効果的な消防体制を構築するととも
に、近い将来、発生が確実視されている南海トラフ地震等の災害に備え、防災拠点としての機能を
十分に発揮するため、消防署所の適正配置・耐震化を図ります。

24,915 167,613 142,698

2 動物愛護センター整備等事業 継続 生活衛生課
　本市の犬・猫殺処分数が全国の中核市の中で多い現状を踏まえ、殺処分数の減少に取り組み、人
と動物が共生できるまちづくりを推進するため、動物愛護思想の一層の啓発や動物愛護センター等
の整備などを行います。

254,376 45,411 ▲ 208,965

産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち

安全で安心して暮らし続けられるまち
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3 西部クリーンセンター大規模改修事業 継続 環境施設対策課
　効果的かつ安定したごみ処理を行うため、老朽化した西部クリーンセンターについて、基幹的設備
の大規模改修工事を実施します。
　また、施設周辺の地域振興事業として、道路等の環境整備を併せて実施します。

664,850 360,713 ▲ 304,137

4 空き家等対策事業 継続 くらし安全安心課
　市民が安全で安心して暮らせる良好な住環境の整備を図るため、空き家等の除却に対する支援や
空き家の利活用を促進するなど、総合的かつ計画的な空き家対策を実施します。

52,296 34,058 ▲ 18,238

5

1 多核連携型コンパクト・エコシティ推進事業 継続 住宅・まちづくり企画課

　多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画に基づき、集約拠点への都市機能の集積と市街地の拡
大抑制による、コンパクトで持続可能な都市構造「多核連携型コンパクト・エコシティ」を実現するた
め、住宅や医療・福祉・商業等の都市機能を集約するよう緩やかな誘導を図るとともに、公共交通に
より交流を促進し、活力あるコンパクトで持続可能なまちづくりに取り組みます。

304 502 198

2 地域公共交通再編事業 継続
交通政策課
都市計画課

　持続可能な公共交通のネットワークを再構築するため、平成２２（２０１０）年１１月に策定した「高松
市総合都市交通計画」の基本方針に沿って、２６（２０１４）年度に策定した「地域公共交通網形成計
画」及び２７年度に策定した「地域公共交通再編実施計画」に基づき、既存ストックを有効に活用し、
新駅整備事業、複線化事業、バス路線網の再編等を推進します。

1,181,209 909,462 ▲ 271,747

3 公共交通利用促進事業 継続
交通政策課
都市計画課

　多様な交通手段が有機的に連携した、快適で人にやさしい都市交通の形成を図るため、過度に自
動車に依存しない本市の目指すべき都市交通の将来ビジョンを明らかにした「総合都市交通計画」
や、平成２５（２０１３）年９月に公布・施行した「公共交通利用促進条例」に基づき、各種施策・事業の
推進や市民啓発活動等を行います。

155,622 153,850 ▲ 1,772

4 高松丸亀町商店街再開発事業 継続 都市計画課

　中央商店街の活性化と土地の合理的かつ適切な高度利用による都市機能を集積するため、中心
市街地活性化基本計画に基づき、高松丸亀町商店街において、商業・サービス業の魅力強化と効
果の波及や来街者の回遊性向上、まちなか居住の促進に資する市街地再開発事業等を推進しま
す。

72,704 17,013 ▲ 55,691

6

1 地域まちづくり交付金事業 継続 コミュニティ推進課

　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。

308,353 307,845 ▲ 508

環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち

市民と行政がともに力を発揮できるまち
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2 瀬戸・高松広域連携中枢都市圏ビジョン推進事業 継続 政策課

　人口減少、少子・超高齢社会にあっても、経済を持続可能なものとし、住民が安心して快適な暮ら
しを営んでいけるようにするため、高松市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、直
島町、綾川町の３市５町で構成する「瀬戸・高松広域連携中枢都市圏」において、圏域全体の更なる
活性化と魅力ある都市圏域の形成に向けて連携事業に取り組みます。
　また、都市圏ビジョンの推進に当たっては、圏域における人口の維持や流出の抑制に貢献できる
よう、圏域内の若者が集まり、地域の活性化に資するアイデアを協議する「圏域若者会議」を設置
し、圏域全体の経済の活性化策等について検討を行います。

1,006 1,458 452

3 高松版図柄入りナンバープレート導入事業 継続
政策課
市民税課

　「高松市」のシティプロモーションの一環として、本市の魅力をＰＲするとともに地元高松に対する市
民の誇りや郷土愛の醸成を図るため、高松版図柄入りナンバープレートの導入に向けて取り組みま
す。

1,100 6,622 5,522

4 データ利活用型スマートシティ推進事業 継続 情報政策課ＩＣＴ推進室
　データの利活用により、本市が抱える多様な地域課題の解決を図るため、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」と連携し、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・分析等を行います。

15,000 29,450 14,450
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