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平成２１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２０年度 平成２１年度 増  減

予算額　A 要求額　B B-A

1

新設統合第一小・中学校
（高松第一学園）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，松島・築地・新
塩屋町の３小学校を統合し新設小学校(平成22年４月開校予定)お
よび光洋・城内の２中学校を統合し新設中学校（平成21年４月開
校予定）を建設するもの

157,226 1,446,747 1,289,521

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

2,007,706 739,633 ▲ 1,268,073

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

82,199 85,788 3,589

小・中学校特別教室への
空調機整備事業

継続 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

64,000 51,218 ▲ 12,782

少人数学級推進事業 継続 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

5,861 11,885 6,024

南部地区体育施設（仮
称）整備事業

継続 スポーツ振興課
南部地域の核となる特色あるスポーツ施設の整備を図るため，具
体的な整備方針である基本構想を策定するもの

195 3,500 3,305

2

瀬戸内国際芸術祭推進
事業

新規
国際文化振興
課

文化芸術の振興と，瀬戸内の活性化や地域振興，世界に向けた
情報発信に寄与するため，県，関係市町，福武地域振興財団等と
ともに，現代アートの作家や建築家と協働する国際的な芸術祭を
平成２２年に開催するもの

0 35,000          35,000

瀬戸の都・高松石彫トリ
エンナーレ（仮称）

新規
国際文化振興
課

国内外の作家が石彫を制作・展示し，若手作家の育成と市民が身
近なところで芸術作品に触れる機会を提供するため，全国有数の
石材産地である牟礼・庵治地区を中心に，石彫コンクールを開催
するもの

0 29,940          29,940

(4)

(5)

(6)

(1)

事　業　概　要所管課名
新規

・
継続

地域の未来を支える人づくり

(2)

文化芸術の創造と振興

事　　業　　名

(1)

(2)

(3)
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平成２０年度 平成２１年度 増  減

予算額　A 要求額　B B-A
事　業　概　要所管課名

新規
・

継続
事　　業　　名

国分寺地区文化施設整
備事業

継続
国際文化振興
課

旧国分寺町との合併に伴う建設計画に基づき，国分寺会館との
連携を考慮する中で，本市西部地域の文化活動等の拠点となる
施設を整備するもの

147 42,420          42,273

屋嶋城城門遺構整備事
業

継続 文化財課
　「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，
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

16,558 20,998          4,440

デリバリーアーツ実施事
業

継続
国際文化振興
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 5,000            800

3

太陽熱利用システム設
置費補助事業

新規
環境保全推進
課

地球温暖化対策の一環として，温室効果ガス排出量の一層の削
減を図るため，日照時間が長いという本市の地域特性を活かし，
自然エネルギーである太陽熱を利用した太陽熱利用システム設
置費の一部を補助するもの

0 5,000            5,000

「いざ里山」市民活動支
援事業

新規 農林水産課
地域住民、ボランティア団体、NPOおよび企業等が行う里山の整
備、保全活動を支援するもの

0 2,100            2,100

太陽光発電システム設
置補助事業

継続
環境保全推進
課

地球温暖化対策の一環として，温室効果ガス排出量の一層の削
減を図るため，日照時間が長いという本市の地域特性を活かし，
自然エネルギーである太陽光を利用した太陽光発電システム設
置費の一部を補助するもの

30,000 65,000          35,000

安原地区香東川親水
ゾーン整備事業

継続
環境総務課
環境施設対策
室

旧塩江町との合併に伴う建設計画に基づき，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

37,470 49,654          12,184

ごみ減量推進事業（事業
系,家庭系）

継続
環境保全推進
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・容器
購入補助の継続と地球にやさしいオフィス・店登録制度の見直し
を行うもの

9,200 12,800          3,600

高松水環境会議事業 継続
企画課
水環境対策室

水をめぐる各種施策の効果的な推進を図るため，水にかかわる
様々な関係者が一堂に会する「高松水環境会議」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

2,946 3,561            615

(3)

(4)

環境保全と地球温暖化への対応

(5)

(4)

(6)

(2)

(1)

(3)

(5)
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平成２０年度 平成２１年度 増  減

予算額　A 要求額　B B-A
事　業　概　要所管課名

新規
・

継続
事　　業　　名

レジ袋削減推進事業 継続
環境保全推進
課

温室効果ガス排出量の抑制とごみ減量化を図るため，事業者・市
民団体・行政の３者による協定を締結し，レジ袋等の削減に取り
組むもの

300 2,014            1,714

4

幼稚園・小・中学校・高等
学校施設耐震化事業

継続
総務課
高松第一高等
学校

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
がある幼稚園，小・中学校および高松第一高等学校の校舎等に
ついて，計画的に耐震化を推進するもの

3,171,206 4,892,519      1,721,313

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

1,295,600 1,293,479      ▲ 2,121

消防署所適正配置整備
事業

継続 消防局総務課
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（２０・２１年度の２か年事業）

481,515 1,018,909      537,394

自己処理水源確保事業
（浄水場整備等）

継続 浄水課
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

506,562 815,904        309,342

支所耐震化事業 継続 地域政策課
災害時に地域の拠点となる香川，香南，牟礼支所庁舎の耐震補
強工事などを実施するもの

16,028 690,703        674,675

公立保育所耐震化事業 継続 保育課
子どもの安全確保を図るため，地震時に倒壊の危険性がある建
物について，計画的に耐震化を行うもの

9,378 74,907          65,529

住宅・建築物耐震改修等
事業

継続 建築指導課
災害に強いまちづくりを推進するため，「高松市耐震改修促進計
画」に基づき，緊急輸送道路沿いの特定建築物について，耐震化
を促進するもの

10,000 9,000            ▲ 1,000

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，施設の老朽化の状況を
踏まえ，市立保育所の施設整備（増築，改修等）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

92,748 210,039        117,291

少子化対策の充実

(1)

(4)

(7)

(6)

(7)

(5)

(1)

(2)

(3)

安全で安心できる生活環境の向上
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平成２０年度 平成２１年度 増  減

予算額　A 要求額　B B-A
事　業　概　要所管課名

新規
・

継続
事　　業　　名

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
る地域子育て支援拠点事業に対して助成を行うもの

90,603 106,340        15,737

放課後子ども教室推進
事業

継続 生涯学習課
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

24,064 28,072          4,008

ファミリー・サポート・セン
ター事業

継続 こども未来課
仕事と子育ての両立を支援するため、ファミリー・サポート・セン
ターを開設し，有償ボランティア会員による相互援助活動など，子
育て支援環境を整備するもの

9,000 14,151          5,151

育児支援家庭訪問事業 継続 こども未来課
子どもの養育支援が必要である家庭へ育児支援員が訪問し，育
児相談・指導等を実施するもの

5,419 6,529            1,110

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，各種がん検診の充実を図るもの

252,574 284,210        31,636

新病院（附属医療施設を
含む）整備事業

継続 経営管理課
高松市民病院と香川病院を移転統合し，塩江病院をその附属医
療施設とする新病院を整備するもの

14,500 21,000          6,500

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

4,594 15,201          10,607

食育推進事業 継続
保育課
保健センター
保健体育課

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

13,458 12,473          ▲ 985

7

中央商店街空き店舗活
用支援事業

継続 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

22,000 30,000 8,000

(3)

(2)

(2)

(1)

都市イメージの向上とにぎわいづくり

健やかに暮らせる福祉環境づくり

(5)

(1)

(4)

(3)

(4)
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平成２０年度 平成２１年度 増  減

予算額　A 要求額　B B-A
事　業　概　要所管課名

新規
・

継続
事　　業　　名

企業誘致・起業支援によ
る地域産業活性化促進
事業（旧：企業誘致推進
事業）

継続 商工労政課
企業誘致専門員による企業訪問，情報収集等を行い，企業向け
のインダストリアルツアーを実施するなど，積極的な企業誘致を推
進するもの

2,163 13,194 11,031

高松観光プロモーション
事業

継続 観光振興課

民間の経済活動を本市観光振興の原動力とするため，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により採択された事業の実施に対し助成
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）

6,000 10,997 4,997

8

中央通りオフィス環境整
備事業

新規 まちなか再生課

中心市街地の良好な街並みの形成および賑わいの創出を図ると
ともに，新たなテナント企業の誘致を促進するため，中央通りに面
したオフィスビルにおける，面的整備等事業または施設改修等事
業を行う者に補助するもの

0 7,508            7,508

コンパクト・エコシティ推
進事業

新規 都市計画課
　平成２０年に策定した高松市都市計画マスタープランに基づき，
誰もが暮らしやすいコンパクトで持続可能なまちづくりの実現を図
るため，適正な土地利用の規制・誘導を行うもの

0 5,183            5,183

ＪＲ端岡駅周辺整備事業 新規 都市計画課
　国分寺地域の主要駅であるＪＲ端岡駅の利便性の向上を図るた
め，アクセス道路や駅南側の駅前広場，改札口等の新設などを整
備するもの

0 5,037            5,037

瀬戸・高松広域定住自立
圏構想（仮称）事業

新規 企画課

定住自立圏構想の先行実施団体として，本市と土庄町，小豆島
町，三木町，直島町，綾川町の１市５町で構成する瀬戸・高松広
域定住自立圏（仮称）を実現するため，平成２１年度中に協定を締
結し，本市の中枢拠点性の一層の強化や圏域全体の活性化を図
り，魅力ある地域の形成を目指すもの

0 1,119            1,119

高松丸亀町商店街再開
発事業

継続 まちなか再生課
 高松市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

1,470,411 922,403        ▲ 548,008

公共交通利便性向上推
進事業

継続
企画課交通政
策室・都市計画
課

高松市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など，公共交通の利便性向上を図
るもの

97,195 100,389        3,194

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，天守台石垣の積み直
し工事等を行うもの

110,260 75,155          ▲ 35,105

(3)

(5)

(6)

(4)

(7)

(3)

(2)

(2)

(1)

中枢拠点機能の強化
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平成２０年度 平成２１年度 増  減

予算額　A 要求額　B B-A
事　業　概　要所管課名

新規
・

継続
事　　業　　名

総合都市交通計画策定
事業

継続
企画課
交通政策室

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，ＬＲＴな
どの新交通システム導入を検討し，２１年度中に新たな総合都市
交通計画の策定を行うもの

9,403 11,360          1,957

都市景観基本計画策定
等事業

継続 都市計画課

地域に即した都市景観の創出を図るため，環境美化の理念も取り
入れた美しいまちづくり条例（仮称）を制定するとともに，現行の都
市景観基本計画を見直すことにより，都市景観形成施策の総合
的・計画的指針を策定するもの

200 8,945            8,745

9

地域ゆめづくり提案事業 新規 地域政策課

地域コミュニティとして，地域の課題に対応する契機を作るととも
に，取組の過程において，地域コミュニティのさらなる活性化と基
盤の強化に資するため，地域課題の解決もしくは改善につなが
り，他の模範となるような事業に対し助成するもの

0 2,639 2,639

自治と協働の基本指針
（仮称）策定事業

新規 地域政策課
６年に及ぶ地域コミュニティづくり推進事業を総括し，目指すべきコ
ミュニティの次なるステップにつなげるため，自治と協働の基本指
針等を策定するもの

0 996 996

地域まちづくり交付金事
業

継続 地域政策課

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

78,000 159,439 81,439

コミュニティセンター整備
事業

継続 地域政策課

下笠居コミュニティセンターについて，竣工を目指すとともに，三谷
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整備するもの

231,278 139,027 ▲ 92,251

協働企画提案募集事業 継続
地域政策課
市民協働推進
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

2,049 2,761 712

10 行政改革の推進

財務会計システム再構
築事業

継続 情報政策課
現行システムの老朽化に伴う，維持管理経費の増加や他の業務
システムとの連携が困難などの諸課題を解消し，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

142,700 61,225 ▲ 81,475

自治基本条例（仮称）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２１年度
中の制定を目指すもの

744 5,858 5,114

(2)

(3)

(4)

(5)

(2)

コミュニティを軸とした協働のまちづくり

(1)

(1)

(9)

(8)
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