
平成２５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

１ 地域の未来を支える人づくり

(1) 小・中学校校舎等増・改築事業 継続 教育局総務課
教育環境の向上を図るため，教室不足が生じている小学校の校舎の増築お
よび老朽化が著しい学校施設の全面改築を行うもの

236,261 1,555,171 1,318,910

(2) 小・中学校空調機設置事業 継続 教育局総務課
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られるよう，夏期の猛
暑対策等を図り，良好な学習環境を確保するため，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

36,801 1,685,032 1,648,231

(3) 給食センター整備事業 新規 保健体育課

安全安心で良質な学校給食の提供を図るため，施設の老朽化が著しい調理
場，または校区内の児童生徒数の増加により調理能力がひっ迫している調
理場などについて，複数の調理場を統合し，新学校給食センターを建設する
など，施設整備を計画的に行うもの

0 281,253 281,253

(4) 尐人数学級推進事業 継続 学校教育課

公立小・中学校の学級編制は，４０人を標準としながらも弾力化が認められて
おり，進路指導や生徒指導の充実により，安定した学校生活の推進を図るた
め，本市独自の教員採用による尐人数学級編制を行い，個に応じた分かる
授業を展開し，確かな学力を育むもの

15,028 21,101 6,073

2 文化芸術・スポーツの振興

(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，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
まえて策定した基本構想，基本計画に基づき，再整備するもの

247,884 285,669 37,785

(2) 高松国際ピアノコンクール事業 新規 文化芸術振興課

高松から世界レベルの音楽を発信するとともに，地域の活性化，音楽芸術の
振興，国際的な文化交流を図るため，浜松国際ピアノコンクール，仙台国際
音楽コンクールに次ぎ，日本で３番目に創設された国際的なピアノコンクール
を，４年に一度開催するもの

0 29,590 29,590

(3) 瀬戸内国際芸術祭推進事業 継続 文化芸術振興課

文化芸術の振興と，瀬戸内の活性化や地域振興，世界に向けての情報発信
に寄与するため，現代アートの作家や建築家と協働する国際的な芸術祭と位
置づけた瀬戸内国際芸術祭を、県，関係市町および直島福武美術館財団等
で組織する実行委員会が中心となり，平成２５年（２０１３年）に開催するもの。
また，本市の独自事業として，芸術祭を周辺から支援する事業も含めた芸術
祭関連事業を実施するもの

69,766 70,731 965

(4) 古代山城サミット開催事業 継続 文化財課
貴重な文化遺産・歴史資源である「古代山城屋嶋城跡」を地域の再生・活性
化に活用するため，関係自治体や市民の交流を図ることを目的とする「古代
山城サミット」を開催するもの

3,017 24,276 21,259
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3 環境保全と地球温暖化への対応

(1) 「ため池守り隊」市民活動支援事業 継続 土地改良課

農業用水の水源だけでなく水辺空間が地域住民の憩いの場になっている，
用途地域内に点在するため池は，近年，農地の減尐や農家の高齢化等によ
り適正な管理が困難になっていることから，ため池の自然環境を守り育むた
め，ため池管理者のみならず地域住民も参加した，草刈りや清掃活動等の保
全活動を支援するもの

3,000 4,500 1,500

(2) 電気自動車普及促進事業 継続 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等を排出しない電気自動車を公
用車として率先的に購入し，車体ラッピングにより市内を走らせるなど，環境
負荷の尐ない電気自動車の普及促進を図るもの

6,644 9,803 3,159

(3) 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，環境負荷の低減を図るため，日照時間が長
いという本市の地域特性を生かした太陽光発電システムおよび太陽熱利用
システム（不凍液等を強制循環する太陽集熱器と蓄熱槽から構成され，温
水，冷房等に利用するもの）の導入を促進するもの

141,000 160,000 19,000

4 安全で安心できる生活環境の向上

(1) 高潮等関連整備事業 継続 河港課

平成１６年度の台風による高潮被害を踏まえ，高潮による浸水被害を最小限
に抑えるため，香川県津波・高潮対策整備推進アクションプログラムに基づ
き，県と連携して市管理り港湾・漁港内施設に胸壁，陸こう等を整備し，総合
的かつ計画的に浸水被害の解消を図るもの

503,321 444,150 ▲ 59,171

(2) 消防署所適正配置整備事業 継続 総務課

市街地の進展や合併による市域の拡大に適切に対応できる効果的な消防体
制を構築するとともに，近い将来，発生が予想される東南海・南海地震等の
災害に備え，防災拠点施設としての機能を十分に発揮するため，消防署所の
適正配置・耐震化を図るもの

5,600 242,891 237,291

(3)
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
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，周波数が異なるアナログ式の消防屯所無線および
同報系防災行政無線をデジタル方式へ更新し，一波に統一するもの

195,706 445,552 249,846

(4) 危機管理センター（仮称）等整備事業 継続
財産活用課危機管理センター
整備室
消防局総務課

大規模災害等発災時の的確な初動体制を確保するとともに、市民に適切な
情報を提供し、震災などに迅速かつ総合的に対応する危機管理体制を構築
するため、常設の災害対策本部機能を始め、同本部と緊密な連携が必要な
消防局機能および上下水道局機能等を、庁舎西側の現公用車駐車場および
駐輪場用地に一体的に整備するもの

1,000 67,957 66,957

(5) 地域防災計画見直し事業 継続 危機管理課

東日本大震災において，被災地の市町村行政機能に想定を超える壊滅的な
被害が発生していることなどを踏まえ，市民の生命，身体および財産を守るた
め，今後見込まれる国の中央防災会議や県による被害想定・防災計画の見
直しの動向を見極めながら，地震・津波対策の見直しについて，速やかに検
討・実施するもの

174 28,001 27,827
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5 子ども・子育て支援の充実

(1) 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，保育士等とともに
子どもたちと創作活動を行うことで，子どもの感性や創造力を伸ばしていくも
の

28,213 28,745 532

(2) こども未来館（仮称）整備事業 継続
子育て支援課こども未来館整
備室

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（平成25年度要求額には，男女共同参画ｾﾝﾀｰ移転整備事業費を含む）

497,900 372,584 ▲ 125,316

(3) 発達障がい児等支援事業 継続 こども園運営課
すべての乳幼児の健やかな育ちを支援するため，公立幼稚園および公立保
育所に支援員を配置し，関係機関などと連携しながら，発達障がい児等に対
して支援を行うもの

127,045 132,428 5,383

(4) 放課後児童クラブ事業 継続 子育て支援課
保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対して，適切な遊びおよび生
活の場を提供し，児童の健全育成を図るもの

560,364 543,648 ▲ 16,716

(5) ファミリー・サポート・センター事業 継続 子育て支援課
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

12,625 12,656 31

6 健やかに暮らせる保健・福祉・医療環境づくり

(1)
新病院（附属医療施設を含む）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

532,753 478,508 ▲ 54,245

(2) 夜間急病診療所移転整備事業 継続 保健対策課地域医療対策室 夜間急病診療所の診療体制の充実を図るため，移転整備するもの 0 679,053 679,053

(3) ユニバーサルデザイン推進事業 継続
政策課ユニバーサルデザイン
推進室

ユニバーサルデザイン推進のための組織を設置し，あらゆる分野で活用でき
るユニバーサルデザインの基本的な考え方や，取り組むべき方向性を示す
「ユニバーサルデザイン推進基本指針（仮称）」を策定するとともに，この基本
指針の趣旨に沿った事業の進行管理を行うため，「ユニバーサルデザイン推
進実施計画（仮称）」を策定し，この指針等に基づき，本市が率先して実践，
啓発を行うことで，市民や事業者等にもユニバーサルデザインの考え方を広
め，市全体で更なるユニバーサルデザインのまちづくりを推進するもの

275 4,325 4,050

(4) 自殺対策推進事業 継続 保健センター
緊急の課題となっている自殺対策を推進するため，自殺予防についての啓発
や相談体制の充実を図り，こころの健康づくりについて，広く市民に啓発事業
を実施するもの

7,849 5,053 ▲ 2,796
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7 都市イメージの向上とにぎわいづくり

(1) 創造都市推進ビジョン策定事業 新規 商工労政課
産業・ものづくり・国際交流・観光・文化芸術・スポーツの各分野の施策を連携
させ，本市のブランドイメージを確立させるとともにシティプロモーションを推進
し，「創造都市高松」を実現するため，創造都市推進ビジョンを策定するもの

0 7,462 7,462

(2) アート・シティ高松推進事業 継続 観光交流課

世界級の観光資源に成り得る魅力を持つな直島やイサム・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るなど，本市の魅
力を外国人等に積極的に周知するため，海外版インターネット広告「アート・
シティ高松」を発信するほか，瀬戸内海の島々と海の魅力を体験してもらう
「瀬戸内海クルーズ」のなど，アートを切り口とした拠点都市として，観光客の
受入態勢の整備およびＰＲを行うもの

13,975 20,053 6,078

(3) 源平屋島地域観光振興事業 継続 観光交流課

瀬戸内海国立公園有数の景勝地であり，源平合戦の史跡を有する源平屋島
地域(屋島，庵治および牟礼地区をいう。）の自然・歴史・文化・産業等の資源
を生かした観光振興を図るため，源平屋島地域運営協議会等が実施する源
平屋島地域の活性化を推進する事業を支援するもの

31,430 32,530 1,100

(4)
高松城跡（玉藻公園）を活かした観光振
興事業

新規 観光交流課

重要文化財の指定を受けた披雲閣を活用して，高松城跡（玉藻公園）の観光
地としての知名度アップと本市特産品のＰＲ・普及を推進し，本市観光客の増
加を図るため，高松城跡(玉藻公園）において，本市の特産品である庵治石
（石あかり）作品のライトアップおよび盆栽・漆器・庵治石等の展示販売と地元
食材を使った食の提供を行うもの

0 25,494 25,494

(5) 第４回日仏自治体交流会議開催事業 新規 観光交流課都市交流室

本市の個性や魅力を国内外に発信し，本市の目指す創造都市の推進に向
け，交流人口の増加や地域経済の活性化を図るため，日仏の自治体関係者
が一堂に会し，行政課題や先進地施策等について発表・議論し，両国の地方
自治の発展に寄与することを目的として開かれる「第４回日仏自治体交流会
議」を本市において開催するもの

0 9,122 9,122

8 地域を支える産業の振興

(1) 中央商店街にぎわい促進事業 継続 商工労政課

中央商店街のにぎわい向上や商業機能の強化を図るため，商店街振興組合
等による空き店舗を活用したにぎわい創出事業を始め，商店街共同施設の
新築・改修事業等に対する経費の一部助成や，平成２１年７月に常磐町商店
街に開設したブリーザーズスクエア（ブリスク）を活用して，商店街南部エリア
活性化などを図るもの

41,291 37,727 ▲ 3,564

(2) 耕作放棄地発生防止土地改良事業 新規 土地改良課

農地条件が不利であることや，周辺農業施設の老朽化等に起因する耕作放
棄地の発生を未然に防止するため，耕作放棄地となるおそれのある農地の
周辺農業施設(ため池，農業用用排水路，農道等)の各種土地改良事業に対
し，費用の一部を補助するなど，耕作放棄地の増加を抑制し，農地等の保全
を図るもの

0 10,000 10,000
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9 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) サンポート高松北側街区整備事業 継続 政策課

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，幅広い世代が利用できる公
共空間として再整備するもの

800 4,179 3,379

(2) 高松丸亀町商店街再開発事業 継続 まちなか再生課

中央商店街の活性かと土地の合理的かつ適切な高度利用による都市機能
の集積を図るため，高松市中心市街地活性化基本計画に基づき，商業・サー
ビス業の魅力強化と効果の波及や来街者の回遊性向上，まちなか居住の促
進に資する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

178,031 142,606 ▲ 35,425

(3)

新病院を核としたまちづくり推進事業
（北側エリア整備事業）（琴電仏生山駅
等整備事業）（新病院アクセス道路整備
事業）

継続
まちなか再生課
道路課

都市計画マスタープランで中部東地域の地域交流拠点に位置付けている仏
生山地区において，「新病院を核としたまちづくり」を推進するため，県から土
地の譲渡を受け，北側エリア整備基本計画に基づき，集約拠点にふさわしい
まちづくりを推進するもの

881,274 370,435 ▲ 510,839

(4) 高松城跡等整備事業 継続 公園緑地課
日本の三大水城の一つであり，城下町高松の顔・シンボルとなる特徴的な城
郭を，後世まで守り伝えるため，史跡高松城跡保存整備基本計画に基づき，
石垣などの保存修理や桜御門の復元を行うもの

125,184 103,662 ▲ 21,522

10 公共交通・自転車を利用したまちづくり

(1) 高松駅南交通広場整備事業 継続
都市計画課
まちなか再生課

JR高松駅前広場のバスターミナルの混雑や送迎車の路上駐車等の交通問
題を解消し，交通結節機能の強化と公共交通の利用者の利便性の向上を図
るため，既存のバスターミナルから高速バスターミナルを移設するほか，一般
者の送迎用駐車場などを設け，高松駅南交通広場の整備を行うもの

1,098,742 1,321,132 222,390

(2) 「ちゃりんこ便利都市」強化推進事業 継続
交通政策課
まちなか再生課

「多核連携型コンパクト・エコシティ」を実現するため，自転車を手軽で環境に
やさしい基礎的かつ重要な交通手段と位置付け，その利用環境の向上を図
るため，「日本一のちゃりんこ便利都市」を目指し，ハード・ソフト両面から各種
施策を展開するもの

1,996 1,167 ▲ 829

(3) レンタサイクル事業 継続 まちなか再生課

環境にやさしく，機動性に優れた都市内交通手段である自転車利用の環境
づくりを進め，地域交通の利便性を向上させるとともに，自転車の放置防止を
図るため，自転車を複数の利用者が相互利用できるレンタサイクル事業を引
き続き実施するもの

61,122 53,261 ▲ 7,861
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11 コミュニティを軸とした協働のまちづくり

(1) 地域まちづくり交付金事業 継続 地域政策課

地域コミュニティ協議会が主体的に行うまちづくり活動を支援し，住民自治お
よび市民と行政との協働による地域自らのまちづくりを推進するため，地域コ
ミュニティ協議会に対して，地域の各種事業・団体に対して交付される補助金
を一元化して交付し，この交付金を主体的・積極的なまちづくりの促進とコミュ
ニティ活動の財源とし，本来の補助金等の交付の主旨を担保しつつ，地域に
裁量権を付与することで，「地域自らのまちづくり」の機運を醸成し，地域の自
立を促進するもの

157,794 157,816 22

(2) 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のさらなる活性化と基盤の強化に資するため，地域の
自主性・主体性を生かし，地域課題の解決等につながる事業に対して補助金
を交付するもの

22,361 22,274 ▲ 87

(3) 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拠点として，また，生涯学習および地域福祉
の推進に資するため，中期整備指針に基づき施設ごとに整備の方向性をまと
めた上で，コミュニティセンターの整備等を行うもの

11,939 277,875 265,936

(4) インターネット動画広報事業 新規 広聴広報課

本市ホームページに，民間ソーシャルメディアを活用した動画配信サイトを開
設し，映像をリアルタイムで配信できるユーストリームなどのソーシャルメディ
アを活用して，写真や文字だけでは伝えることができなかった情報を効果的
に発信するもの

0 8,367 8,367

12 行財政改革の推進

(1) 次期総合計画策定事業 新規 政策課

　「第５次高松市総合計画」の計画期間が平成２７年度で終了することから，
新たな目標と発展の方向性を定め，各種施策・事業を総合的かつ計画的に
推進するため，市政運営の基本方針としての次期高松市総合計画を策定す
るもの

0 8,703 8,703

(2) ファシリティマネジメント推進事業 継続 財産活用課

公共施設に求められている適正な管理運営を目指すため，修繕履歴など施
設情報の一元管理をはじめ，施設の長寿命化，および保有施設の有効利用
や施設配置の見直しなどを行うファシリティマネジメントの考え方を導入し，市
民ニーズに対応した機能的で実効性のある施設管理を図るもの

50,000 96,230 46,230

(3) 大学等との連携事業 継続 政策課

本市の行政課題へ迅速かつ的確に対応するため，地域の人的・知的資源で
あり，包括協定を締結している大学等（香川大学，香川高等専門学校，高松
大学・高松短期大学，四国学院大学）と多分野・多面的な連携を推進すること
により，個性豊かな地域社会の形成と地域の課題解決を図り，地域の更なる
発展を目指すもの

4,000 4,006 6
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