
平成２０年度　まちづくり戦略計画に係る主な重点取組事業の予算要求額

単位：千円

平成１９年度 平成２０年度 増  減

予算額　A 要求額　B B-A

1

特別教室への空調機整
備事業

新規 教委総務課
教育施設環境を向上させるため，平成20年度から3年間で，小・中
学校の特別教室（音楽室，図書室）に空調機を設置するもの

0 65,397 65,397

少人数学級推進事業 新規 学校教育課
少人数学級編制により，安定した学級経営や個に応じた分かる授
業を展開し，確かな学力を育むため，一定の条件にある小学校を
対象に，市単独で講師を配置するもの

0 5,979 5,979

地域密着型トップスポー
ツチーム支援事業

新規
市民スポーツ
課，観光課

地域スポーツ活動の活性化および健康増進に資するため，地域
密着型トップスポーツチームの活動を支援するもの

0 3,000 3,000

学校施設耐震化事業 継続 教委総務課
園児，児童，生徒の安全を確保するため，地震時に倒壊の危険
性がある校舎等について，平成27年度までに校舎等の施設の耐
震化を推進するもの

522,459 3,303,209 2,780,750

新設統合第二小学校（仮
称）建設事業

継続
教委総務課新
設統合校整備
室

学校規模の適正化と教育環境の充実を図るため，日新・二番丁・
四番丁の３小学校を統合した新設小学校(平成22年４月開校予
定)を建設するもの

97,447 2,190,144 2,092,697

学校図書館活性化推進
事業

継続 学校教育課
児童・生徒が，好ましい本に，より親しむ機会を増やすとともに，学
校図書館の環境整備を推進するため，小・中学校に学校図書館
指導員を計画的に増員配置するもの

65,124 79,488 14,364

2

屋嶋城城門遺構整備事
業

継続 文化振興課

　「日本書紀」に記載がある屋嶋城の城門遺構を保護するため，
「屋嶋城跡調査検討委員会」の指導を踏まえ，平成２０年度から
崩落が進んでいる石垣の解体復元を行い，平成２６年度の一般
公開を目途に環境整備するもの

7,500 17,067 9,567

デリバリーアーツ実施事
業

継続 文化振興課
市民が身近なところで優良な芸術文化に触れる機会を提供する
ため，音楽やダンス，演劇などをコミュニティセンター等，市民の希
望するところに出前するもの

4,200 5,700 1,500

事　　業　　名 事　業　概　要所管課名
新規
・
継続

(1)

(2)

文化芸術の創造と振興

地域の未来を支える人づくり

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1



平成１９年度 平成２０年度 増  減

予算額　A 要求額　B B-A
事　　業　　名 事　業　概　要所管課名

新規
・
継続

3

安原地区香東川親水
ゾーン整備事業

継続
環境政策課環
境施設対策室

建設計画に基づき，塩江町安原地区の活性化と自然環境の保全
を図るため，香東川周辺を潤いとやすらぎの親水ゾーンとして整
備するもの

23,204 50,366 27,162

ごみ減量推進事業（事業
系,家庭系）

継続 環境政策課
ごみの発生抑制と，減量・資源化を図るため，生ごみ処理機械・
容器購入補助の継続と地球にやさしいオフィス登録制度の見直し
を行うもの

10,500 11,500 1,000

4

浸水対策整備事業 継続 下水道建設課
安全で安心な街づくりのため，下水道事業認可区域内の浸水被
害を受けている地域について，雨水をすみやかに排除するポンプ
施設や雨水管渠を整備するもの

1,096,453 1,295,810 199,357

消防署所適正配置整備
事業

継続 消防局

近い将来，発生が予想されている東南海・南海地震等の大規模
災害に備えるとともに，市民の防災教育等の機能も有する本市の
中・南部市域の消防・防災の拠点施設として，新南消防署庁舎お
よび公共施設の複合施設の建設工事等を行うもの（２か年事業）

1,700 526,575 524,875

自己処理水源確保事業
（浄水場整備等）

継続 水道局
水道施設整備事業計画に基づき，御殿浄水場水系で奥の池およ
び周辺地下水，浅野浄水場水系で椛川ダム水等の新規自己処理
水源の開発などを行うもの

408,710 450,212 41,502

住宅・建築物耐震改修等
事業

継続 建築指導課
県および市の地域防災計画で指定した緊急輸送道路沿いの特定
建築物について，耐震化を図るため，耐震診断費用の一部を補
助するもの

10,000 10,000 0

水環境会議事業 継続 企画課
水をめぐる各種施策の連携を図るため設置する「高松市水環境会
議」（仮称）において，水環境を取り巻く現状や課題について討議
し，その取組方針等を取りまとめるもの

0 3,462 3,462

5

公立保育所施設整備事
業

継続 保育課
子どもが健やかに育つ環境をつくるため，市立保育所の施設整備
（大規模修繕等）を実施するとともに，市立保育所民営化に伴う大
規模修繕等を実施するもの

29,890 194,814 164,924

地域子育て支援拠点事
業

継続 保育課
地域の子育て支援機能の充実を図るため，私立保育所が実施す
る地域子育て支援事業に対して助成を行うもの

67,600 91,911 24,311

(1)

(2)

少子化対策の充実

環境保全と地球温暖化への対応

安全で安心できる生活環境の向上

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
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平成１９年度 平成２０年度 増  減

予算額　A 要求額　B B-A
事　　業　　名 事　業　概　要所管課名

新規
・
継続

放課後子ども教室推進
事業

継続 社会教育課
少子化対策の一環として，地域の参画と協力を得て，放課後にお
ける子どもの安全で安心な居場所づくりを推進するため，放課後
子ども教室の実施校区を順次拡大するもの

6,815 25,695 18,880

育児支援家庭訪問事業 継続 こども未来課
関係機関と連携して子育て不安等のある家庭への相談等支援の
充実を図るため，育児支援員の増員など訪問支援体制を整備す
るもの

2,818 5,960 3,142

6

がん対策推進事業 継続 保健センター
市民のがんによる死亡者数の減少と，がん検診受診率の向上の
ため，対象者の見直しを行うなど，各種がん検診の充実を図るも
の

215,567 248,785 33,218

新病院整備事業 継続 経営管理課
高松市民病院と香川病院を統合し，塩江病院は附属施設とするこ
とを前提に，新しい市立病院を整備するもの

0 17,000 17,000

食育推進事業 継続
保育課，保健セ
ンター，学校教
育課

より一層の食育を推進するため，各種団体等から食育に関する事
業提案を募集し，これらの団体と高松市が連携・協働し，食育推
進事業を実施するほか，保育所および幼稚園を含む各学校で，そ
れぞれの特色を活かした食育活動を実施するもの

325 11,935 11,610

こんにちは赤ちゃん事業
（新生児訪問指導）

継続 保健センター
赤ちゃんの健やかな成長と保護者が安心して育児できるように，
助産師，保健師による新生児訪問指導を拡充し，乳児がいる全て
の家庭の訪問をめざすもの

1,415 5,096 3,681

7

中央商店街空き店舗活
用支援事業

新規 商工労政課

高松市中心市街地活性化基本計画に基づき，商店街の賑わい向
上を図り，地域小売商業の振興に寄与するため，中央商店街の
空き店舗対策として，振興組合等に，必要な経費の一部を，市独
自に助成するもの

0 22,000 22,000

(4)

(1)

都市イメージの向上とにぎわいづくり

(1)

(3)

(2)

健やかに暮らせる福祉環境づくり

(4)

(3)

3



平成１９年度 平成２０年度 増  減

予算額　A 要求額　B B-A
事　　業　　名 事　業　概　要所管課名

新規
・
継続

高松観光プロモーション
事業

新規 観光課

民間の経済活動を本市観光振興の原動力とするため，本市の観
光振興に役割が期待できる企業，各種団体，市民事業者等から，
本市の集客に資する事業を公募し，公開プレゼンテーションを経
て予算の範囲で助成を行うもの（事業主体：(財)高松観光コンベン
ション・ビューロー）

0 10,000 10,000

高松ブランド構築調査事
業

新規 商工労政課
地域の資源を生かした，特色ある産業の振興を含めた高松ブラン
ドの構築に取り組むため，構築に向けて，事前調査の事業委託を
行うもの

0 5,000 5,000

8

総合都市交通計画策定
事業

新規
都市計画課交
通政策室

過度のマイカー利用から脱却するための公共交通の利便性確保
により，容易に移動することができ，快適な生活ができるよう，公
共交通を軸とした望ましい交通体系を実現させるため，平成２０年
度から２ヵ年で，新たな総合都市交通計画の策定を行うもの

0 2,000 2,000

超高速情報通信網整備
推進事業

新規 情報システム課
超高速情報通信網の整備を推進するため，光ファイバーによるイ
ンターネット等について市民への周知啓発により，利用を促進す
るもの

0 1,500 1,500

高松丸亀町商店街再開
発事業

継続 まちなか再生課
 新しい中心市街地活性化基本計画に基づき，高松丸亀町商店街
Ｇ街区市街地再開発事業，および商店街の共同施設整備に補助
するもの

167,399 1,484,359 1,316,960

高松城跡等整備事業（天
守台，披雲閣整備を含
む）

継続 公園緑地課

史跡高松城跡保存整備基本計画に基づき，石垣や櫓，披雲閣な
ど各施設の整備計画を策定し，保存修理に努めるとともに，滅失
した天守閣や桜御門など施設の復元に向け，資料調査を行い復
元計画を策定するもの

244,500 119,668 ▲ 124,832

公共交通利便性向上推
進事業

継続
都市計画課交
通政策室

平成１４年に策定した総合都市交通計画に基づき，鉄道設備の整
備に対する支援，生活バス路線の維持充実，交通需要マネジメン
ト施策（パークアンドライド用駐車場の整備等），公共交通のバリ
アフリー化を推進し，公共交通の利便性向上を図るもの

78,200 78,200 0

高松市都市計画マスター
プラン策定事業

継続 都市計画課
コンパクトなまちづくりの実現を図るため，適正な土地利用の誘導
や計画的な都市施設の整備など，都市づくりの総合的な指針を策
定するもの

3,238 2,159 ▲ 1,079

(3)

(1)

中枢拠点機能の強化

(2)

(4)

(5)

(6)

(3)

(2)

4



平成１９年度 平成２０年度 増  減

予算額　A 要求額　B B-A
事　　業　　名 事　業　概　要所管課名

新規
・
継続

9

コミュニティセンター整備
事業

継続 地域振興課

整備の決定しているコミュニティセンターについて，地元住民が主
体となってワークショップを実施し，整備構想案を策定するほか，
設計コンペの実施などにより，地域コミュニティの活動拠点として，
新たにコミュニティセンターを整備するとともに，今後のコミュニティ
センターの整備について，整備方針を策定するもの

127,780 260,602 132,822

地域まちづくり交付金事
業

継続 地域振興課

住民自治および市民と行政との協働による地域みずからのまちづ
くりの推進に資するため，コミュニティ協議会等に対して，地域の
各種事業・団体に対して交付される補助金を一元化して交付する
もの
（使途については，本来の補助金等の交付の主旨を担保しつつ，
地域に裁量権を与えることで「地域みずからのまちづくり」の機運
を醸成し，地域みずからの自己責任と自己決定を基本に，主体
的・積極的なまちづくりを促進するとともに，コミュニティ活動を担
保するための新たな財源とすることにより，地域の自立を促進）

40,000 78,721 38,721

協働企画提案募集事業 継続
地域振興課男
女共同・市民参
画室

市民の発想をいかした事業提案を募集し，ＮＰＯと高松市が協力
者・パートナーとしてお互いの特性をいかしながら，社会的・公益
的な課題に共に取り組むもの

1,399 2,598 1,199

10

財務会計システム再構築
事業

継続 情報システム課

現行の財務会計システムは，平成２年の稼働から，１７年を経過
し，維持管理費経費の増加や新旧システム間の連携が困難など
の課題があることから，これらの解消とともに，事務の一層の簡
素・効率化を図るため，システムの再構築を行うもの

0 146,000 146,000

自治基本条例制定事業 継続 企画課
住民自治の基本理念や自治体運営の基本原則などを定める、ま
ちづくりの最高規範としての自治基本条例について，平成２０年度
中の制定を目指すもの

0 744 744

備考　平成１９年度予算額は当初予算が骨格予算であったため，肉付け後の６月補正後予算額を表示している。

行政改革の推進

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

コミュニティを軸とした協働のまちづくり

5


