
平成２２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・決定額

単位：千円

平成２１年度 増  減

予算額　A 要求額　B 決定額　C C-A

1

屋島陸上競技場再整備
事業

継続 スポーツ振興課

市民ぐるみのスポーツ振興や，スポーツを通じた健康増進・住民
相互の交流等の推進を図るため，本市で唯一の公認陸上競技場
である屋島陸上競技場について，現施設の老朽度，施設・設備の
整備状況等を踏まえて，整備するもの

68,153 62,498 62,498

15,500

(15,500)

塩江地区学校統合事業 継続
教委総務課
新設統合校整備室

塩江地区において，子どもたちの教育環境をより良くし，学校運営
を適切な形で確保するため，合併建設計画に基づき，３小学校を
統合して，塩江中学校の校地に，小中学校の施設を整備するもの

4,381 44,213 26,730 22,349

尐人数学級推進事業 継続 学校教育課
尐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

11,885 14,865 14,962 3,077

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
指導員を計画的に配置するもの

85,788 86,073 86,481 693

教育センター（仮称）整備
事業

新規 教育研究所

教職員の資質向上や教育の情報化の推進，学校内外における教
育相談の充実を図るため，２１年度末に閉校する新塩屋町小学校
跡施設を利用して，適応指導教室を併設した教育センター（仮称）
を整備するもの

146,054 140,000 140,000

2

瀬戸内国際芸術祭推進
事業

継続 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，関係町，直島福武美術館財団等と
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
開催するもの

35,000 78,620          73,680 38,680

まちなかパフォーマンス
事業（仮称）

新規 国際文化振興課

文化芸術都市としての本市の魅力を世界に向けて発信するととも
に，瀬戸内国際芸術祭を盛り上げ，サンポート高松および中央商
店街の賑わいを創出するため，ギャラリーやコンサートなどのアー
トに関連したイベント等を開催するもの

8,942           7,900 7,900

※（　）の数字は，平成２２年度当初予算要求後，「地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業」として３月補正予算で対応予定の額

事　　業　　名
新規

・
継続

所管課名 事　業　概　要
平成２２年度

地域の未来を支える人づくり

(1)

(2) 学校施設緑化事業 継続 教委総務課
子どもたちの緑化意識を育み，環境学習の場とするため，校庭の
一部を芝生化するなど学校施設の緑化を進め，みどり豊かな良好
な教育環境を整備するもの

11,606 15,960 3,894

(3)

(4)

(5)

(6)

文化芸術の創造と振興

(1)

(2)

1



平成２１年度 増  減

予算額　A 要求額　B 決定額　C C-A
事　　業　　名

新規
・

継続
所管課名 事　業　概　要

平成２２年度

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
を目途に整備するもの

20,495 50,302          48,517 28,022

埋蔵文化財センター(仮
称)等整備事業

新規 文化財課
市内に所在する国・県・市指定史跡の保存と整備，また埋蔵文化
財包蔵地の調査の充実を図るため，文化財の調査・保存・活用機
能を有する中枢施設を整備するもの

37,416          33,392 33,392

3

地球温暖化対策推進事
業

新規
環境総務課
地球温暖化対策室

市域における温室効果ガス排出量の抑制を図るため，本市の自
然的社会的特性を活かし，市民・事業者・行政が連携・協働して取
り組む地球温暖化対策実行計画を策定するほか，シンポジウムの
開催など，市民・事業者等への意識啓発と計画の推進を図るもの

3,635           1,954 1,954

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

43,127 78,513          66,452 23,325

太陽光発電システム設置
費補助事業

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

36,000 118,220        103,000 67,000

太陽熱利用システム設置
費補助事業

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

1,500 1,000           1,000 ▲ 500

「いざ里山」市民活動支
援事業

継続 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

2,100 2,100           2,100 0

4

水循環健全化推進事業 新規
企画課
水環境対策室

水循環健全化に関する新たな計画を，市民アンケート調査の実施
や関係機関との連携により策定するとともに，市民も含めた，本市
の水環境行政についての審議や，水に関わる人が，相互に理解し
合える組織を設け，水環境の健全化を推進するもの

1,609           1,500 1,500

支所耐震化等整備事業 継続 地域政策課
市民の安全確保と災害時における地域の拠点機能の確保を図る
ため，支所機能を持つ複合施設として，牟礼支所および香南支所
をそれぞれ整備するもの

294,321 50,388          43,013 ▲ 251,308

(3)

(4)

環境保全と地球温暖化への対応

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

安全で安心できる生活環境の向上

(1)

(2)

2



平成２１年度 増  減

予算額　A 要求額　B 決定額　C C-A
事　　業　　名

新規
・

継続
所管課名 事　業　概　要

平成２２年度

デジタル式同報系防災行
政無線整備事業

新規
危機管理課
情報指令課

市民に対して災害情報等を迅速に伝達するとともに，本部の情報
収集，伝達機能の充実を図るため，アナログ式同報系防災行政無
線をデジタル式に更新するもの

19,183          17,300 17,300

緊急輸送道路沿道建築
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

6,000 9,000           6,000 0

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，雤水を速やかに排除するポンプ施
設や雤水管渠を整備するもの

1,291,350 1,556,400      1,556,000 264,650

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（椛川ダム建設事業負担金含む）

815,904 428,930        428,930 ▲ 386,974

小・中学校施設耐震化事
業

継続 教委総務課
児童，生徒の安全を確保するため，平成19年2月に取りまとめた
高松市立小・中学校施設耐震化実施計画に基づき，施設の耐震
化工事を実施するもの

3,578,974 3,985,444      3,468,500 ▲ 110,474

5

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 13,325          12,254 3,254

私立保育所施設整備補
助事業

継続 保育課
子どもが健やかに育つ保育環境をつくるため、私立保育所が実施
する施設整備（増築，改修等）に対して助成を行うもの

130,880 446,201        446,201 315,321

141,367

(92,315)

一時預かり支援事業 新規 保育課
一時的に家庭での保育が困難になった場合に，児童を受け入れ
る「一時預かり事業」を実施する私立保育所に対し，安定的なサー
ビス提供の環境を維持するため，支援制度を設けるもの

22,288          21,508 21,508

6

障がい者アート特別啓発
事業

新規 障がい福祉課
市民の障がい者に対する理解を深め，障がい者の社会参加を促
進するため，一般の美術作品と障がい者アート作品を含めた展覧
会等を開催するもの

5,286           4,700 4,700

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

尐子化対策の充実

(1)

(2)

(3)
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保育環境をつくるため，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）を実施するも
の

194,620 145,624        ▲ 53,253

(4)

健やかに暮らせる福祉環境づくり

(1)

3



平成２１年度 増  減

予算額　A 要求額　B 決定額　C C-A
事　　業　　名

新規
・

継続
所管課名 事　業　概　要

平成２２年度

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

20,115 22,636          20,018 ▲ 97

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尐と，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

272,269 327,831        307,893 35,624

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

20,551 11,486          10,988 ▲ 9,563

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，振興組合等が中
央商店街の空き店舗を活用して行う賑わい創出等の事業に，必
要な経費の一部を，市独自に助成するもの

20,000 33,945 30,000 10,000

企業誘致・起業支援によ
る地域産業活性化促進
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，新たな企業
誘致優遇制度に基づく助成を実施するなど，積極的な企業誘致を
推進するもの

24,842 57,303 29,692 4,850

アート・ハブ・シティ高松
推進事業

新規 観光振興課

世界級の観光資源に成り得る魅力を持つ直島やイサムノグチ庭
園美術館を巡るためには，本市を滞在の拠点とすることが至便で
あり，海外版インターネット広告「アート・ハブ・シティ高松」を欧米
に向け発信するほか，瀬戸内国際芸術祭の開催に向け，女木・男
木や市内への観光客の受入態勢の整備およびＰＲを行うもの

36,397 25,985 25,985

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 10,000 6,000 0

8

公共交通利便性向上推
進事業

継続
企画課
交通政策室

公共交通の利便性の向上を図るため，生活バス路線の維持充
実，離島航路に対する補助など，良好な交通環境を確保するもの

90,083 78,479          71,179 ▲ 18,904

総合都市交通計画推進
事業

継続
企画課
交通政策室

快適で人にやさしい都市交通の形成を図るため，新たな「総合都
市交通計画」を策定した上で，各種施策・事業の推進，市民啓発
活動等を行うもの

1,150 11,200          3,309 2,159

(2)

(3)

(4)

都市イメージの向上とにぎわいづくり

(1)

(2)

(3)

(4)

中枢拠点機能の強化

(1)

(2)

4



平成２１年度 増  減

予算額　A 要求額　B 決定額　C C-A
事　　業　　名

新規
・

継続
所管課名 事　業　概　要

平成２２年度

超高速情報通信網整備
事業

継続 情報政策課

地理的情報格差の解消のため，民間事業者が光ファイバーで
ケーブルテレビ網を整備し，その回線を超高速情報通信網として
活用する整備手法を基本として，事業主体となる民間事業者に助
成等を行うもの

141,175        83,175 83,175

美しいまちづくり推進事
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，環境美化の観点も含
めた美しいまちづくり条例を制定し，その理念を踏まえた美しいま
ちづくり基本計画および景観計画を策定するもの

4,195 10,458          8,169 3,974

自転車利用環境整備事
業

新規 道路課
自転車を本市の重要な都市交通手段として有効に活用し，歩行者
と自転車の安全で快適な空間を確保するため，自転車道などを整
備するもの

2,800 84,335          84,335 81,535

中央通りオフィス環境整
備事業

継続 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

7,500 12,500          12,500 5,000

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

512,270 1,402,069      1,402,069 889,799

高松城跡等整備事業 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

74,800 112,478        109,708 34,908

9

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，地域コミュニティ協議会に対して，地域
の各種団体・事業に対して交付されていた補助金を一元化して交
付するもの

157,793 157,759 157,759 ▲ 34

地域ゆめづくり提案事業 継続 地域政策課

地域コミュニティ協議会が自主的かつ主体的に，その地域課題の
解決に取り組む機会を創出することにより，地域コミュニティの更
なる活性化と基盤強化に資することを目的として，地域コミュニティ
協議会が提案する事業に対し助成するもの

1,586 7,549 6,549 4,963

自治と協働の基本指針
（仮称）策定事業

継続 地域政策課

地方分権時代にふさわしい「参加・協働で進めるコミュニティを軸と
したまちづくり」の実現を目的として，本市における協働の在り方お
よび取組方針等を定める高松市自治と協働の基本指針（仮称）を
策定するもの

544 1,126 1,000 456

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

コミュニティを軸とした協働のまちづくり

(1)

(2)

(3)

5



平成２１年度 増  減

予算額　A 要求額　B 決定額　C C-A
事　　業　　名

新規
・

継続
所管課名 事　業　概　要

平成２２年度

コミュニティセンター整備
事業

継続 地域政策課
地域住民によるまちづくり活動の場や生涯学習および地域福祉の
推進に資するため，三谷コミュニティセンターの整備等をするもの

129,845 325,738 309,622 179,777

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活かしながら，社会的・公益
的な課題に共に取り組むもの

2,061 3,122 2,665 604

10 行政財改革・運営の推進

瀬戸・高松広域定住自立
圏推進事業

継続 企画課

地方圏への人の流れを創出するため，協定により，瀬戸・高松広
域定住自立圏を形成する本市と土庄町，小豆島町，三木町，直島
町，綾川町の各町との間において，集約とネットワークの考え方に
基づき，相互に連携する取組を推進し，圏域全体の活性化を図る
もの

1,000 1,470 1,300 300

市制施行120周年記念式
典事業

新規 総務課

平成２２年に市制施行１２０周年を迎えるに当たり，本市の伝統と
歴史を回顧し，先人の数々の業績に感謝するとともに，将来に向
けて更なる飛躍，発展を願う気運を醸成するため，記念式典を開
催するもの

13,102 10,000 10,000

情報システム最適化事業 継続 情報政策課

本市の情報化を円滑に推進するため，技術的な硬直化や行政事
務との乖離，機器や機能・管理データの重複が生じている情報処
理システムを見直すとともに，業務プロセスの見直しを踏まえたシ
ステムの再構築など，全庁的な情報システムの最適化を図り，「業
務の簡素・効率化」，「情報システム経費の削減・抑制」を目指すも
の

11,000 505,532 409,746 398,746

(1)

(2)

(3)

備考　　要求内容公開後の要求変更については，要求額に反映している.。

(4)

(5)
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