
平成２４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２３年度 増  減

当初予算額　A 要求額　B 決定額Ｃ Ｃ-A

1

児童生徒指導推進事業 継続 学校教育課

児童生徒の不登校，いじめ，暴力行為など，問題行動等の未然防止と解
消を図るとともに組織的かつ体系的な指導を推進するため，小学校に
「ハートアドバイザー」，中学校に「スクールソーシャルワーカー」を配置す
るもの

53,027 52,987 52,987 ▲ 40

学校施設緑化事業 継続 教育部総務課
次代を担う児童の運動不足を解消し，たくましく心豊かな子どもたちの育
成を図るため，校庭の一部を芝生化するなど，学校施設の緑化を進める
もの

14,746 19,638 14,478 ▲ 268

小・中学校空調機設置事業 継続 教育部総務課

次代を担う子どもたちがしっかりとした学力を身につけるとともに，夢や
希望をはぐくみ，強い心と優しい心を養えるため，ハード，教育環境の整
備の一環として，小・中学校の普通教室・特別教室等に空調機を設置す
るもの

0 39,279 36,801 36,801

塩江地区小・中学校建設事業 継続
教育部総務課
新設統合校整備室

過疎化・尐子化が進む塩江地区において，適切な学校運営を図り，教育
環境を改善するため，上西，塩江，安原の３小学校を１校に統合して，塩
江中学校の校地に，小・中学校の施設を一体的に整備するもの

76,760 849,016 812,788 736,028

学校図書館活性化推進事業 継続 学校教育課
学校図書館用図書の一層の効果的活用を図るとともに，児童・生徒の個
性を伸ばす教育に資するため，学校図書館指導員を学校の規模等に応
じて小・中学校に配置し，情報提供等の支援を行うもの

95,358 108,120 106,764 11,406

2

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，スポーツを通じた健康増進や住民相互の交
流等の推進を図るため，本市および東讃地域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
況等を踏まえて再整備するもの

55,104 247,884 247,884 192,780

地域密着型トップスポーツチーム支援
事業

継続 スポーツ振興課
全国への情報発信を始め，市民のふるさと意識の高揚，スポーツ振興を
通じた市民の健康増進等を図るため，地域密着型トップスポーツチーム
を支援するもの

8,200 12,545 12,137 3,937

高松西部地域文化施設（仮称）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

124,500 915,148 891,742 767,242

まちなかパフォーマンス事業 継続 国際文化振興課

市民の文化芸術への関心を高めるとともに，まちかどに芸術のあふれる
「アート・シティ高松」の実現と中心市街地のにぎわいを創出するため，サ
ンポート高松および丸亀町商店街などでアートに関連したイベント等を実
施するもの

1,000 4,000 4,000 3,000

古代山城屋嶋城跡城門遺構整備事
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の保存・整備を図るため，
崩落が進んでいる石垣の解体・復元を行うもの

77,332 42,681 39,218 ▲ 38,114

事　　業　　名
新規

・
継続

(5)

文化芸術・スポーツの振興

所管課名 事　業　概　要

地域の未来を支える人づくり

(1)

(2)

(3)

平成２４年度

(1)

(2)

(5)

(4)

(4)

(3)

1



平成２３年度 増  減

当初予算額　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２４年度

3

「いざ里山」市民活動支援事業 継続 農林水産課
市内に点在する，メサやビュートと称される，高松の特色のある里山を保
全するとともに，地域住民，ボランティア団体，ＮＰＯおよび企業等が行う
里山の保全活動を支援するもの

2,100 2,100 2,000 ▲ 100

「ため池守り隊」市民活動支援事業 新規 土地改良課
ため池管理者だけでなく，地域住民も参加した草刈りや清掃活動等の，
ため池保全活動を支援する事業を実施するもの

0 3,000 3,000 3,000

新エネルギー普及促進事業 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，太陽光発電システム設置費および太陽熱利用システム設置費
の一部を補助するもの

120,000 168,000 141,000 21,000

電気自動車普及促進事業 新規
環境総務課
地球温暖化対策室

本市の地球温暖化対策実行計画に基づき，市域における温室効果ガス
排出量の抑制を図るため，走行時に二酸化炭素を排出しない電気自動
車を率先的に購入し，環境負荷の尐ない電気自動車の普及促進を図る
もの

0 6,900 6,644 6,644

4 安全で安心できる生活環境の向上

合併処理浄化槽設置整備事業 継続 給排水設備課
川や海などの水質汚濁を防止するため，下水道事業認可区域外におい
て，合併処理浄化槽を設置する費用などに補助を行うもの

330,877 325,704 325,704 ▲ 5,173

浸水対策施設整備事業 継続 下水道整備課
安全で安心なまちづくりを進めるため，下水道事業認可区域内の浸水被
害を受けている地域において，雨水を速やかに排除するポンプ施設や雨
水管渠を整備するもの

1,884,090 2,565,396 2,565,396 681,306

自己処理水源確保事業（浄水場整備
等）

継続 浄水課
水道水の安定給水のため，地下水の取水等により新規自己処理水源の
開発を行うとともに，水源を有効活用できるよう浄水施設等を整備するも
の

647,110 390,700 390,700 ▲ 256,410

自主防災組織等育成事業 継続 予防課
地域防災力の向上を図るため，地域内で自主的に活動する自主防災組
織の結成促進と支援などを行うもの

10,674 19,651 19,647 8,973

小・中学校施設耐震化事業 継続 教育部総務課
児童，生徒の安全を確保するため，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を図るもの

1,426,074 1,837,162 1,810,739 384,665

環境保全と地球温暖化への対応

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(3)

(4)

2



平成２３年度 増  減

当初予算額　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２４年度

5

保育所・幼稚園への芸術士派遣事業 継続 こども園運営課
公私立保育所および公立幼稚園に派遣された芸術士が，子どもたちと
創作活動を行い，その活動記録を作成し公開することで，教育・保育をよ
り充実させていくもの

29,845 29,985 28,213 ▲ 1,632

こども未来館（仮称）整備事業 継続 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

5,000 795,258 497,900 492,900

私立保育所施設整備補助事業 継続 こども園運営課
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

594,922 293,058 293,058 ▲ 301,864

放課後子ども教室事業 継続 子育て支援課
放課後等に子ども達の安全・安心な居場所を設け，勉強やスポーツ・文
化活動，地域住民との交流活動等を実施し，心豊かで健やかにはぐくま
れる環境づくりを推進するもの

21,633 25,892 22,472 839

6

学校教育における食育推進事業 継続 保健体育課

生涯にわたって健全な心と身体を培い，豊かな人間性を育む基礎をつく
るため，児童・生徒が，地域の食文化を始めとする食に関する知識と，食
を選択する力を習得し，健全な食生活を実践するための食育を推進する
もの

37,172 43,854 42,792 5,620

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
訪問を目指すもの

19,833 20,029 19,981 148

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，整備を行うも
の

1,453,400 572,522 532,753 ▲ 920,647

ユニバーサルデザイン推進事業 新規 企画課
ユニバーサルデザインをあらゆる分野で活用するため，「ユニバーサル
デザイン推進（ＵＤ）基本指針（仮称）」などを策定し，ユニバーサルデザ
インのまちづくりを推進するもの

0 275 275 275

子ども・子育て支援の充実

(1)

(2)

(4)

健やかに暮らせる保健・福祉・医療環境づくり

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)
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平成２３年度 増  減

当初予算額　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２４年度

7

アート・シティ高松推進事業 継続 観光振興課
海外インターネット広告「アート・シティ高松」の発信や，瀬戸内海の魅力
を体験する「瀬戸内海クルーズ」など，アートを切り口として，観光客の受
入態勢の整備およびＰＲを行うもの

15,670 17,892 13,975 ▲ 1,695

屋島活性化基本構想（仮称）策定事
業

継続 企画課
自然，歴史，文化等，複合的な価値を持つ史跡天然記念物「屋島」を保
存活用し，屋島全体の活性化を図るため，屋島活性化基本構想（仮称）
を策定するもの

0 6,486 5,860 5,860

訪日観光客誘致事業 継続 観光振興課
上海便の就航などにより，増大する中国人旅行客を主なターゲットとし
て，本市への外国人観光客を誘致するため，観光プロモーションを積極
的に行うもの

6,291 8,126 7,712 1,421

8

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
地域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
誘致優遇制度を活用し，企業誘致を推進する。また，インキュベーター
ルームを活用し，起業家への支援を行うもの

214,167 42,344 41,727 ▲ 172,440

中央卸売市場活性化対策事業 継続
中央卸売市場業務
課

中央卸売市場の機能強化を図るため，平成２２年度策定の「中央卸売市
場の活性化に関するマスタープラン」に基づき，施設の再整備を行うとと
もに，品質管理の高度化を図るなど活力ある市場を目指すもの

4,853 148,171 91,981 87,128

ものづくり基本条例（仮称）制定事業 新規 商工労政課
漆芸，盆栽，石材などの地場産品・産業の振興のため，「ものづくり基本
条例（仮称）」を制定し，特産品の販路拡大や，後継者の確保・養成を図
り，本市の地場産業の活性化を推進するもの

0 1,489 1,489 1,489

都市イメージの向上とにぎわいづくり

(2)

(1)

(3)

地域を支える産業の振興

(1)

(2)

(3)
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平成２３年度 増  減

当初予算額　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２４年度

9

サンポート高松北側街区整備事業 継続 企画課
本市の都市文化の創造拠点として整備したサンポート高松の機能強化
を図り，四国の中枢拠点にふさわしい魅力ある都市づくりを進めるため，
現在，暫定利用を行っているサンポート高松北側街区を再整備するもの

4,177 1,091 800 ▲ 3,377

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

2,676,785 178,031 178,031 ▲ 2,498,754

コンパクト・エコシティ推進事業 継続
都市計画課
コンパクト・エコシ
ティ推進室

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

3,800 3,997 2,700 ▲ 1,100

美しいまちづくり推進事業 継続 都市計画課
魅力ある都市空間の形成を図るため，屋外広告物の具体的な規制内容
の検討を行うなど，各種施策・事業の推進を図るもの

7,077 15,756 13,144 6,067

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，石垣の保存修理や桜御門
復元事業等を行うもの

204,200 127,315 125,184 ▲ 79,016

10 公共交通・自転車を利用したまちづくり

公共交通維持対策事業 継続
交通政策課
都市計画課

公共交通の利便性向上を図るため，鉄道設備の整備に対する支援，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

57,347 82,573 76,315 18,968

公共交通強化推進事業 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」に基づき，各種施策・事業の推進や市民啓発活動を行うもの

61,728 28,396 27,203 ▲ 34,525

「ちゃりんこ便利都市」強化推進事業 新規
交通政策課
観光振興課

「日本一のちゃりんこ便利都市」を目指し，自転車利用環境の向上を図る
ため，ハード・ソフト両面から各種施策を展開するもの

0 2,810 1,996 1,996

レンタサイクル事業 継続 まちなか再生課
地域交通の発展と放置自転車の防止を図り，レンタサイクル事業を促進
するため，南部駐車場ポートを廃止し，丸亀町ポートを整備するもの

63,654 63,974 61,122 ▲ 2,532

(2)

(3)

(4)

中枢拠点機能の強化とコンパクトで美しいまちづくり

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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平成２３年度 増  減

当初予算額　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２４年度

11 コミュニティを軸とした協働のまちづくり

地域コミュニティ協議会事務局体制強
化支援事業

新規 地域政策課
新しい公共の担い手として，地域コミュニティ協議会が地域社会の中心
的な役割を果たし，地域のまちづくりが活性化するよう事務局体制の強
化を行うため，事務局に係る人件費を補助するもの

0 92,194 92,394 92,394

ゆめづくり推進事業 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まちづくりに取り組む機
会を創出するため，地域ゆめづくり提案事業の内容を一部見直し，地域
コミュニティ活動の更なる活性化と地域コミュニティ協議会の基盤強化に
資するもの

0 22,361 22,361 22,361

協働企画提案事業 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，市民活動団体と高松市が協
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

2,871 2,809 2,798 ▲ 73

12 行財政改革の推進

文書管理体制再構築事業 継続 総務課

公文書等の管理に関する法律が制定（平成２３年４月１日施行）され，地
方公共団体にもその保有する文書の適正な管理と歴史公文書等の適切
な保存および利用に関する努力義務が規定されたことから，本市の文書
管理体制の再構築を図るため，公文書管理条例（仮称）の制定，歴史公
文書等の保存，利用および調査研究を行う公文書館の整備などに取り
組むもの

0 7,361 2,330 2,330

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

476,195 720,456 654,809 178,614

瀬戸・高松広域定住自立圏推進事業 継続 企画課
瀬戸・高松広域定住自立圏での，柔軟かつ弾力的な都市間連携を，圏
域の拡大も含め，さらに推進することにより，本市の中枢拠点性の一層
の強化と圏域全体の活性化と魅力ある地域の形成を目指すもの

779 1,000 950 171
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