
平成２３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２２年度 増  減

予算額　A 要求額　B 決定額　C C-A

1

小・中学校校舎等増・改築事業 継続 教育部総務課
教育環境の整備・充実のため，教室不足が生じている小学校の
校舎の増築および建築後５０年以上経過し，老朽化が著しい中学
校の校舎を改築するもの

16,200 813,254 503,412 487,212

塩江地区学校統合事業 継続
教育部総務課
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

26,730 105,774 76,760 50,030

教育センター（仮称）整備事業 継続 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，中核的な研修機能と教育支援機能を
併せもつ教育センター（仮称）を整備するもの

140,000 93,095 72,610 ▲ 67,390

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

14,962 17,990 14,992 30

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

62,498 60,084 55,104 ▲ 7,394

高松市こども未来館（仮称）整備事業 新規 市民文化センター

子どもたちが，心豊かに健やかに育ち，子育て中の親たちが，安
心して子どもを育むことができる環境を整えるため，市民文化セン
ターを廃止し，新たに，子どもを中心として幅広い世代の人々が交
流できる施設として整備するもの

6,930 5,000 5,000

2

高松西部地域文化施設整備事業 継続 国際文化振興課

本市西部地域における文化活動の拠点としてはもとより，市民文
化の創造につながる施設，伝統文化の継承や鑑賞の場となる施
設として，また，式典や展示などが行える機能を持たせ，地域住
民の交流の場となる施設とするため，整備するもの

149,032       124,500       124,500

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

48,517 86,733         77,517         29,000

埋蔵文化財センター(仮称)等整備事
業

継続 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

33,392 413,445       255,269       221,877
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平成２２年度 増  減
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3

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いかし，
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

103,000 151,000       119,000       16,000

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いかし，
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

1,000 1,000           1,000           0

地球温暖化対策推進事業 継続
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，本市の地
域特性をいかし，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」に基づき，地球温暖化対策に関する
市民実践組織の活動を支援するなど，市民・事業者等への意識
啓発と計画の推進を図るもの

1,954 5,000           1,283           ▲ 671

再生水利用下水道事業 継続 下水道建設課
貴重な水資源の有効利用を図り，水の循環利用を推進するため，
再生水利用下水道施設の整備をするもの

29,500 33,300         33,300         3,800

4 安全で安心できる生活環境の向上

浸水対策整備事業 継続 下水道建設課
安全で安心なまちづくりのため，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

1,556,000 1,884,729     1,884,090     328,090

水循環健全化推進事業 継続
企画課
水環境対策室

水循環健全化のため，現在策定中の水環境基本計画に基づき，
新たな実施計画を策定するとともに，水について，その権利を持
つ者とそれを利用する市民とが相互に理解しあえる社会を構築す
るため，常設の会議を運営するもの

1,500 1,198           850             ▲ 650

コミュニティセンター耐震化事業 継続 地域政策課
市民の安全確保と災害時の避難所としての機能強化を図るため，
昭和５６年以前に建設されたコミュニティセンターの耐震化を行う
もの

5,137 25,669         25,669         20,532

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，牟礼支所および香南支所を整備するもの

43,013 484,748       363,790       320,777

デジタル式同報系防災行政無線整備
事業

継続
危機管理課
消防局情報指令課

市民に対して災害情報等を迅速に伝達するとともに，災害対策本
部等の情報収集，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

17,300 147,270       179,714       162,414

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 6,000           6,000           0
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5

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（創設・増改築等）に対して助成を行うもの

446,201 594,953       594,922       148,721

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

49,052 710,503       660,350       611,298

一時預かり支援事業 継続 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

21,508 18,180         15,580         ▲ 5,928

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

12,254 12,998         12,764         510

年長児童の赤ちゃん出会い・ふれあい
交流事業

新規 こども未来課

年長児童(中高生)を対象とし，人との出会い・コミュニケーションを
活性化し，児童の健全な育成および次代の親づくりを促進するた
め，乳幼児や保護者と出会い・ふれあい・交流できる体験学習を
実施するもの

1,020           0 0

6

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

20,018 19,979         19,833         ▲ 185

がん対策推進事業 継続 保健センター

がんの早期発見・早期治療を図るため，がん予防の普及啓発と，
受診勧奨に取組み，市民が受診しやすい環境を整備するととも
に，子宮頸がん予防ワクチン接種については，接種を促進するた
め，全額公費負担で実施するもの。

307,893 661,997       588,434       280,541

新病院整備事業 継続 新病院整備課
高松市民病院と香川病院（現香川診療所）を移転統合した新病院
を整備するもの

10,988 1,501,238     1,453,400     1,442,412

自殺対策推進事業 継続 保健センター
自殺者の減尐のため，自殺予防についての啓発や相談体制の充
実，庁内の関係課等の連携を図るもの

4,422 8,049           6,097           1,675

7

アート・ハブ・シティ高松推進事業 継続 観光振興課

芸術周遊拠点都市高松をPRする英語版ブログサイト「アート・ハ
ブ・シティ高松」を欧米に向け発信するほか，新設された「アート・
ハブ・シティ高松」中国語版・韓国語版で東アジア地域にも本市の
観光情報を発信するもの

25,985 22,466 15,670 ▲ 10,315
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都市イメージの向上とにぎわいづくり
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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，商店街のにぎわい
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

30,000 30,000 26,200 ▲ 3,800

ＡＳＰＡＣ（アジア太平洋盆栽水石大
会）開催事業

継続 農林水産課

盆栽や水石の国際的な普及と愛好者の交流を図り，本市の特産
品である盆栽を世界に情報発信するため，アジア・太平洋地域だ
けではなく欧州や北米など，多くの国々からのサポートを受け，世
界で唯一，盆栽と水石が和合した実演や展示を行う国際コンベン
ション会議の開催を支援する。

2,000 16,109 16,109 14,109

塩江マイスター支援事業 新規 観光振興課
塩江地域の特産品開発や、地域の観光振興を担う人材を育成す
る「塩江マイスター事業」に支援し補助するもの

1,500 790 790

訪日観光客誘致事業 新規 観光振興課
高松ー上海の航空路開設に併せて、中国人観光客の本市への集
客を図るため，本市の観光ＰＲと受入体制の整備を積極的に行な
うもの

10,724 6,291 6,291

8

中心市街地歩行者空間整備事業 継続 まちなか再生課
サンポート高松と中央商店街の回遊性を高め，中心市街地の更
なる活性化を図るため，中心市街地歩行者空間整備計画に基づ
き，市道西の丸町兵庫町線の整備を行うもの

7,165 100,373       100,373       93,208

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

1,402,069 2,676,940     2,676,785     1,274,716

総合都市交通計画推進事業 継続 交通政策課
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

3,309 115,080       61,728         58,419

自転車利用環境整備事業 継続 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

84,335 121,500       118,700       34,365

コンパクト・エコシティ推進事業 継続 都市計画課
都市計画マスタープランに掲げる「多核連携型コンパクト・エコシ
ティ」の実現に向け，土地利用規制の見直しと併行して，集約拠点
に都市機能を誘導するための方策について検討するもの

100 5,392           3,800           3,700

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，建築物等の形態・色彩
等に関する制限を定める，景観法に基づく景観計画を策定すると
ともに，美しいまちづくりシンポジウムの開催など，各種施策・事業
の推進を図るもの

8,169 10,524         7,077           ▲ 1,092

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

109,708 221,616       204,200       94,492
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中枢拠点機能の強化
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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，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

157,759 159,791 157,800 41

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

6,549 5,700 5,700 ▲ 849

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等を整備するもの

309,622 105,378 87,068 ▲ 222,554

学校跡地・跡施設再利用事業 継続
地域政策課
教育部総務課
新設統合校整備室

新設統合校の整備により閉校した築地小学校の跡地・跡施設を
有効活用し，築地小学校南棟等を築地コミュニティセンターとして
利用するため，耐震補強・改修等を行うもの

20,919 163,024 128,460 107,541

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と高松市が協働
のパートナーとして，社会的・公益的な課題に共に取り組むもの

2,665 2,882 2,871 206

10 行財政改革・運営の推進

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

409,746 646,991 476,195 66,449

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，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協定を締結し，集
約とネットワークの考え方に基づき，互いに連携・協力し，事業を
実施することにより，圏域全体の活性化を図ることを目指すもの

1,300 1,100 779 ▲ 521

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。

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

コミュニティを軸とした協働のまちづくり

(1)

(2)
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