
平成２５年度　まちづくり戦略計画に係る重点取組事業の予算要求額・決定額

要求額　Ｂ 決定額　Ｃ

１ 地域の未来を支える人づくり

1
男女共同参画センター移転整備
事業

継続
政策課
男女共同参画推進
室

男女共同参画センターは，平成７年の開館以来，男女の自立と男女共同参画社会の実現に向けた市民活動拠点として，学習研
修事業，相談事業，情報収集・提供事業，活動交流事業，貸館事業を行ってきたが，老朽化の状況や耐震診断の結果を踏まえ，
引き続き，事業を推進するため，市民文化センター跡地に移転整備するもの

5,600

2 英語指導助手派遣事業 継続 学校教育課
新学習指導要領に基づく中学校英語教育および小学校英語活動の充実を図るとともに，コミュニケーション能力を育成し，国際理
解教育を推進するため，中学校へ外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し，小学校にも派遣するもの 107,748 110,681 107,339 ▲ 409

3 土曜学習研究指定校事業 新規 学校教育課
学ぶ意欲を高め，家庭学習の習慣づけを促すとともに，基本的な学習習慣を確立するため，市内中学校から指定校を募集し，月
２回程度の土曜日（年間２４回）で１日３時間程度，教員（任意参加）や地域ボランティア，学生等の指導のもと，自主学習を行う学
習の場を提供するもの

2,382 1,430 1,430

4 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」を配置し，学習・生活支援，教育相談に当たるとともに，児童生徒が抱える問題の背景にある複
雑な要因に対応した，組織的かつ体系的な指導を推進するものまた，地域ボランティアを募り，学校サポート委員会を組織し，地
域の教育力を生かしながら，中学校の生徒指導の充実を図るもの

52,987 69,046 69,046 16,059

5 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建築後５０年以上経過し，老朽化が著しい学校
施設の全面改築を行うもの 236,261 1,511,244 1,239,338 1,003,077

6 学校施設緑化事業 継続 教育局総務課
子どもたちの緑化意識を育み，環境教育の場となる，環境に配慮した学校施設を目指すとともに，次代を担う児童・生徒の体力向
上を図り，たくましく心豊かな子どもたちを育成するため，校庭の一部を芝生化するなど，学校施設の緑化を進めるもの 14,478 40,182 34,408 19,930

7 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 35,638 34,628 ▲ 2,173

8 塩江地区小・中学校建設事業 継続
教育局総務課
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，教育環境を向上するため，上西，塩江，安原の３小学校を統
合し，塩江中学校の全面改築と合わせて一体的に整備するもの

812,788 1,102,905 1,088,901 276,113

9 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

87,995 15,000 15,000

10
高松第一高等学校校舎等改築
事業

新規 高松第一高等学校
老朽化の著しい高松第一高等学校の校舎等について，生徒の安全と学習環境の改善を図るため，学校の創立９０周年に当たる
平成３０年度を目途に全面改築を実施するもの

555 555 555

11 特別支援教育推進事業 継続 学校教育課
学校教育法等の改正を踏まえ，様々な障がいのある児童生徒に対して適切な教育を行うため，小・中学校に特別支援教育支援
員等を配置し，学校生活上の介助や学習活動上の支援を行うもの

70,687 95,705 95,705 25,018

12 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 15,072 44

13 小中一貫・連携教育推進事業 継続 学校教育課

高松第一小・中学校において，義務教育の９年間を通した，確かな学力や豊かな人間性等の育成を図るため，中学校教員による
小学生指導など，小中一貫教育を行うもの
また，小中一貫教育の実施により得られた成果を，可能な限り他の小・中学校の教育活動に反映させるため，平成２４年度から
小中連携推進校を指定し，教育・実践を推進するもの

6,412 8,133 7,710 1,298

14 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

106,764 123,939 118,924 12,160

15
家庭・地域の教育力向上推進事
業

新規 生涯学習課
家庭・地域の教育力の向上を図るため，地域の先行事例の紹介や家庭教育・子育て情報を掲載した情報誌の発行およびモデル
地域事業を実施し，その他の地域に向けて情報発信するもの

5,000 4,000 4,000

増　減
Ｃ－Ａ

平成25年度

こども未来館（仮称）と同一建物内に整備を行うた
め，平成25年度の建築実施設計に係る予算は№60
において一括計上している

№ 課・室事業名
平成24年度

当初予算額　Ａ

新規
　・

継続
事業概要
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２ 文化芸術・スポーツの振興

16 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

247,884 315,816 307,500 59,616

17
南部地域スポーツ施設（仮称）
整備事業

継続 スポーツ振興課
市民スポーツの振興を図るため，合併協議に基づく，香川町，香南町のまちづくりプラン（建設計画）における重点取組事項として
位置付けられている「南部地域における特色あるスポーツ施設」について，市域全体のスポーツ施設のバランスと効果的な連携
を念頭に整備するもの

5,305 3,105 3,105

18 ヨット競技場再整備事業 継続 スポーツ振興課
マリンスポーツを通じた市民の健康増進、利用者の利便性の向上，次代を担うヨット競技選手の育成・強化等を図るため，老朽化
した施設を再整備するもの

36,142 10,000 10,000

19
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
本市から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（複数の都道府県にまたがって活動するリーグに所属し，地域に拠点を置くプロもしくはこれに類したｽ
ﾎﾟｰﾂチーム）を支援するもの

12,137 22,333 10,691 ▲ 1,446

20
文化芸術振興条例（仮称）制定
事業

継続 文化芸術振興課
文化芸術振興基本法の趣旨も踏まえ，日々の暮らしの中で，文化芸術のかおりに包まれ，心の豊かさを実感できるまち，高松を
実現するため，本市の文化芸術振興の基本理念や枠組等を定める「文化芸術振興条例（仮称）」を制定するもの 1,596 7,619 2,439 843

21
文化芸術ホール開館１０周年記
念事業

新規 文化芸術振興課
サンポートホール高松が，平成２６年５月に開館１０周年を迎えることから，更なる文化芸術の創造と振興を図るため，記念事業と
して，市民参加による企画提案事業を実施するとともに，一部自主文化事業として位置づけるなど，年間を通じて効果的に事業を
展開するもの

5,000 5,000 5,000

22
高松国際ピアノコンクール開催
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

29,590 27,900 27,900

23 美術館開館２５周年記念事業 継続 美術館美術課
広く市民が芸術に親しむことができるよう，優れた美術作品を鑑賞できる機会を提供することにより，文化芸術の振興を図るた
め，平成２５年８月に開館２５周年を迎える高松市美術館の記念事業として，瀬戸内国際芸術祭２０１３と連携し，２５周年記念特
別展を開催するもの

71,538 68,112 68,112

24 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 69,127 ▲ 639

25 まちなかパフォーマンス事業 継続 文化芸術振興課

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，アートに関連した各種のイベント等を実施するもの
また，周辺地域と中心市街地への交流人口の増加に努め，瀬戸・高松定住自立圏域全体の活性化を図るため，圏域の住民に，
生で優良な音楽に親しめる機会を提供するもの

4,000 15,000 15,000 11,000

26 史跡・天然記念物屋島調査事業 継続 文化財課
史跡・天然記念物である屋島について，屋島会議での議論を踏まえた今後の保存管理および活性化に資するため，「史跡」・「天
然記念物」・「名勝」の各分野において，新たな価値を発見する調査を行うもの 7,247 6,090 6,090 ▲ 1,157

27
古代山城屋嶋城跡城門遺構整
備事業

継続 文化財課
日本書紀に西暦６６７年築城の記述が見られ，これまでに発見されている全国２０数例の城門遺構の中でも，最大級の規模を誇
り，構造面においても類例の尐ない遺構として学術的な価値が高い，「古代山城屋嶋城跡」の城門遺構の保存・整備を図るため，
石垣の解体・復元を行うもの

39,218 27,311 25,200 ▲ 14,018

28 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 20,615 19,000 15,983

29
史跡石清尾山古墳群保存・整備
事業（稲荷山地区）

継続 文化財課
高松市内に存在する数尐ない国指定の史跡で，全国的に知られている史跡石清尾山古墳群の歴史的文化価値を向上するた
め，調査研究および適切な保存管理を推進し，周辺古墳の追加指定を目指すもの

3,752 8,091 7,734 3,982
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３ 環境保全と地球温暖化への対応

30 「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，市民が身近な自然を見直すきっかけづ
くりのため，地域住民，ボランティア団体，市民活動団体および企業等が行う里山の保全活動を支援するもの 2,000 2,000 1,000 ▲ 1,000

31
「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 3,000

32 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 13,465 6,821

33 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

141,000 160,000 151,000 10,000

34 緑のカーテン事業 継続 環境保全推進課

住宅や事業所等で，朝顔，ニガウリ，ひょうたん，ウリなどのつる性植物を建物の壁面にはわせることにより，夏の強い日差しを遮
り，空調等の電力エネルギーの節約や二酸化炭素の吸収源として利用するなど，地球温暖化防止に大きく役立てるため，市民や
事業所などの緑のカーテンの積極的な取組を募集し，優秀なものを表彰するとともに，ホームページ等で紹介するほか，入賞者
を講師に招き，講習会を実施するもの
また，環境業務センターにおいて緑のカーテンを実施するとともに，小・中学校，幼稚園，保育所，児童館，市民病院など全庁的な
取組を推進するもの

420 424 340 ▲ 80

35
安原地区香東川親水ゾーン整
備事業

継続 環境施設対策課
南部クリーンセンター整備に伴う周辺生活環境整備事業として，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
周辺に潤いとやすらぎの親水ゾーンを整備するもの

24,580 30,701 27,114 2,534

36 汚水処理施設共同整備事業 継続 衛生処理センター
し尿等の処理量の低下傾向などを踏まえ，効率的な汚水処理を行うため，衛生処理センター中継所（朝日町五丁目）内に，し尿
等の前処理施設を整備し，し尿等に混入しているしさ等を除去後，汚水移送管（海底管）で東部下水処理場に移送し，下水とし尿
等を協働処理するもの

10,000 33,117 30,000 20,000

37 再生水利用下水道整備事業 継続 下水道整備課 貴重な水資源の有効利用を図り，水の循環利用を促進するため，再生水利用下水道の整備を進めるもの 17,500 2,400 2,400 ▲ 15,100

38 我が家の水がめづくり事業 継続
政策課
水環境対策室

「水を賢く使うまち」の実現を目指すため，節水キャラクター「タメット」を活用した節水に関する事業や啓発活動などを「我が家の水
がめづくり」と称し，国の定める水道週間にあわせたイベントやキャンペーンの実施，ホームページなどの広報媒体の活用による
節水意識の啓発，家庭等における節水型ライフスタイル普及策の検討などに取り組むもの

752 751 751 ▲ 1
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４ 安全で安心できる生活環境の向上

39 道路整備事業 継続 道路課
地域住民の利便性の向上や安全で安心できる道路環境を創出するため，将来交通量を推計し，道路の規格などの見直しを行
い，市民の日常生活を支え，快適に暮らすことができる生活道路の整備を進めるもの 225,000 190,000 190,000 ▲ 35,000

40 橋梁改築修繕事業 継続 道路課
高度経済成長期において建設され，老朽化しつつある橋梁について，適正な維持管理や修繕等のコスト縮減を図るため，｢高松
市橋梁長寿命化修繕計画｣に基づき，順次橋梁の修繕等を行い，道路交通の安全性・信頼性を確保するもの 100,000 100,000 100,000

41 東部運動公園整備事業 継続 公園緑地課
市民が気軽に利用でき，健康増進に資するスポーツ・レクリエーション活動の場を提供するため，弓道・アーチェ
リー場等を整備するもの

1,096,200 895,262 893,019 ▲ 203,181

42 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

503,321 343,150 323,134 ▲ 180,187

43 合併処理浄化槽設置整備事業 継続 給排水設備課
生活排水の処理を行い，川や海などの水質が汚濁されることを防止するため，原則として，下水道事業認可区域外において，自
己の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する費用に補助を行うほか，単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換について，
単独処理浄化槽を撤去する費用に対し補助を行うことにより，生活排水処理対策を推進するもの

325,704 350,220 350,220 24,516

44 汚水施設整備事業 継続 下水道整備課 公共用水域の水質保全と，人々が健康で快適に暮らせる生活環境を創出するため，汚水施設を計画的に整備するもの 1,653,558 1,541,902 1,541,902 ▲ 111,656

45 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，雤水を速やかに排除する
ポンプ施設や雤水管渠を計画的に整備するもの

2,565,396 889,554 889,554 ▲ 1,675,842

46
椛川ダム整備事業（建設事業，
水源地域整備事業）

継続
河港課
浄水課

○椛川ダム建設事業
本市の自己処理水源の確保を図るため，二級河川香東川支流の椛川に香川県が整備する治水，利水，渇水時の水源機能を持
つ多目的ダムの建設に対して，その費用の一部を負担するもの
○椛川ダム水源地域整備事業
ダム建設による周辺地域の生活環境への影響を緩和し，関係住民の生活の安定と福祉の向上を図るため，土地改良事業，道路
事業などを行うもの

344,870 399,540 399,540 54,670

47 水道配水管網整備事業 継続 水道整備課
安全で良質な水道水を安定的に供給するため，水道施設整備事業計画（平成２３年～４２年）に基づき，新設道路等への配水管
の布設や，旧高松市域と合併地区との間の相互連絡管の布設，未給水地区解消のための配水管の布設により配水管網の整備
を図るとともに，老朽配水管の更新，震災等の非常時に備えたバイパス管の布設など，配水管の整備を計画的に行うもの

1,685,817 1,423,526 1,423,526 ▲ 262,291

48
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，奥の池からの取水および渇水時には奥の池周辺などでの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，これらの水源を有効活用できるよう各浄水場の浄水施設等の整備を行うなど，自己処理施設の整備・充
実を推進するもの

390,700 1,629,980 1,629,980 1,239,280

49 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

5,600 242,891 210,540 204,940

50
消防緊急情報システム等整備
事業

継続 情報指令課
災害・緊急時において，迅速かつ的確に対応できる消防・救急体制を確立するため，アナログ式の消防・救急無線をデジタル化
するとともに，老朽化している消防指令システムを改修し，新たに，デジタル無線対応型の消防緊急情報システムを整備するもの

65,505 275,140 267,844 202,339

51
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
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

195,706 445,552 390,594 194,888

52
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
情報指令課

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 60,500 59,500
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　・
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53 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 27,911 27,737

54
MCA移動系無線・衛星携帯電
話整備事業

新規 危機管理課
災害・緊急時において，迅速かつ的確な情報伝達機能を確立するため，老朽化した移動系防災行政無線を新たなＭＣＡ移動系
防災行政無線システムへ更新し，離島および山間部には衛星携帯電話を整備するもの

24,321 19,001 19,001

55 住宅建築物耐震改修等事業 継続 建築指導課

高松市耐震改修促進計画に基づき，地震発生時に市民生活の生命線となる緊急輸送道路を確保するため，緊急
輸送道路沿いの民間の特定建築物に対し，耐震診断および耐震改修または建替えに要する費用の一部を助成す
ることにより，沿道の民間建築物の耐震化を促進するもの。また，地震時の建物の倒壊等によって発生する，人的
および経済的被害を軽減するため，住宅の耐震診断および耐震改修に要する費用の一部を助成することにより，
住宅の耐震化を促進するもの

164,700 179,000 179,000 14,300

56 自主防災組織等育成事業 継続 予防課
大規模災害時の被害を最小限にとどめるため，「自分達の地域は，自分達で守る」という地域住民の自衛意識の醸成と高揚に努
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い，地域防災力の向上を図るもの

19,467 29,708 29,708 10,241

57 小・中学校施設耐震化事業 継続 教育局総務課
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
化を行うもの 1,810,739 1,408,176 1,401,953 ▲ 408,786
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５ 子ども・子育て支援の充実

58
年長児童の赤ちゃん出会い・ふ
れあい交流事業

継続 子育て支援課
年長児童(中学生等)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 400 400 400

59
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 28,745 532

60 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

497,900 372,655 350,025 ▲ 147,875

61 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

293,058 114,534 114,534 ▲ 178,524

62
公立保育所・幼稚園施設整備事
業

継続 こども園運営課
子どもが健やかに育つ教育・保育環境をつくるため，施設の老朽化の状況を踏まえ，公立保育所・幼稚園の施設
整備（増改築，改修等）を実施するもの

83,368 194,208 146,220 62,852

63 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

127,045 132,428 127,725 680

64 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，小学校１年から４年の児童に対して，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 560,364 543,648 528,294 ▲ 32,070

65 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

22,472 31,512 26,204 3,732

66
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 12,604 ▲ 21
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６ 健やかに暮らせる保健・福祉・医療環境づくり

67
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 42,792 16,952 15,847 ▲ 26,945

68
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
乳児の健全な育成環境をつくるため，生後間もない乳児がいる家庭を助産師や保健師などが家庭訪問し，専門的な立場から
様々な悩みを聞き，子育て支援に関する情報の提供，母子の養育環境等の把握や助言を行うとともに，家庭の状況に応じて，適
切なサービスを受けられるよう支援するもの

19,981 21,938 21,930 1,949

69 がん対策推進事業 継続 保健センター
壮年期の死亡の減尐，健康寿命の延伸のため，がんの早期発見・早期治療を図る必要があることから，がん予防の普及啓発と
受診勧奨に取り組み，がん検診の受診しやすい環境を整備するもの 472,827 481,058 460,954 ▲ 11,873

70
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 532,753 239,516 239,516 ▲ 293,237

71 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，平成２６年度の開設を目指し，移転整備するもの 679,053 102,000 102,000

72 ユニバーサルデザイン推進事業 継続
政策課ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞ
ｻﾞｲﾝ推進室

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 3,000 2,725

73 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 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

74 屋島活性化推進事業 新規
政策課
観光交流課

屋島活性化に向け，屋島の有する特性・価値を将来にわたり継承しつつ，市民を始め，広く屋島を訪れる人々に知ってもらうた
め，「屋島活性化基本構想」に基づく，具体的施策・事業を迅速かつ効果的に実施し，世界に誇れる高松市のシンボルとなる屋島
として再生するもの

59,353 58,404 58,404

75 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

7,462 7,396 7,396

76 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 19,369 5,394

77 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 34,030 34,000 2,570

78 塩江マイスター支援事業 継続 観光交流課
高松市の奥座敷「塩江温泉郷」を中心とした塩江地区の観光振興を図るため，塩江温泉観光協会が実施する自然環境に恵まれ
た地域特性を生かした観光素材の開発のほか，イベントや特産品づくりに携わる人材の育成を行う事業に対して支援するもの 700 700 500 ▲ 200

79
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(玉藻後援）の開園時間を夜間まで延長し，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(石あかり）等の展示販売と地元食材を使った食の提供を行うもの

25,502 24,288 24,288

80 訪日観光客誘致事業 継続 観光交流課
上海便の就航などにより，増大する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，関係機関等と連携を
図りながら，観光プロモーションを積極的に行うもの 7,712 9,187 8,900 1,188

81
姉妹・友好都市提携周年記念事
業

継続
観光交流課都市交
流室

平成２５年度に，トゥール市（フランス共和国　１９８８年姉妹都市提携）との姉妹都市提携２５周年を迎えることから，国際交流活
動を活発化させ，市民の国際感覚の醸成を図るため，市民との協働により，記念事業を実施するもの

1,000 1,000 1,000

82
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

9,122 8,316 8,316
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平成２５年度　まちづくり戦略計画に係る重点取組事業の予算要求額・決定額

要求額　Ｂ 決定額　Ｃ

増　減
Ｃ－Ａ

平成25年度
№ 課・室事業名

平成24年度
当初予算額　Ａ

新規
　・

継続
事業概要

８ 地域を支える産業の振興

83 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 50,720 47,513 6,222

84
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，企業誘致専門員による企業立地のための情報収集や誘致活動のほか，平成２１
年度から施行した企業誘致優遇制度を活用し，企業誘致を推進する。また，創造支援センターを活用し，事業家への支援を行う
もの

41,727 33,214 33,093 ▲ 8,634

85 中央卸売市場活性化対策事業 継続
中央卸売市場
業務課

生鮮食料品等の流通拠点施設としての中央卸売市場の機能強化を図るため，平成２２年度に策定のした市場の今後の方向性を
示す「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り，市民
の期待に応えられる活力ある市場づくりを推進するもの

91,981 2,214 2,014 ▲ 89,967

86 遊休農地有効活用事業 継続 農林水産課
高齢化の進行，後継者不足等に伴い耕作放棄地が増加していることから，優良農地を確保するため，放棄地の再生利用や農地
の貸借による耕作の継続などを実施することにより，放棄地増加を抑制し，農地の保全を図るもの

500 12,750 12,750 12,250

87
ものづくり基本条例（仮称）制定
事業

継続 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伝統的工芸
品産業における後継者の確保・養成を図り，本市の地場産業の活性化を推進するもの

1,489 300 300 ▲ 1,189

88 高松盆栽大会（仮称）開催事業 新規 農林水産課
平成２３年度に開催されたＡＳＰＡＣ高松大会を契機に，認知度が向上している本市の特産品である松盆栽のPRと，国内外に向
けての販路拡大による生産振興を図るため，高松盆栽大会(仮称)の開催に向けた支援を行うもの

2,500 2,000 2,000
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平成２５年度　まちづくり戦略計画に係る重点取組事業の予算要求額・決定額

要求額　Ｂ 決定額　Ｃ

増　減
Ｃ－Ａ

平成25年度
№ 課・室事業名

平成24年度
当初予算額　Ａ

新規
　・

継続
事業概要

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

89 街路事業 継続 都市計画課
円滑な交通を確保し，集約型都市構造を目指した良好な市街地の形成や経済活動の活性化を促進するため，利
便性，安全性，快適性に優れた交通ネットワークを構築する都市計画道路を整備するもの

641,700 711,195 702,501 60,801

90
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 2,000 2,000 1,200

91 中央通りオフィス環境整備事業 継続 まちなか再生課
商業・業務の中心地である中央通り沿道のオフィスビル等の空室率の改善やテナント企業の誘致を図るとともに，
快適な歩行者空間を創出し，業務機能の集積と良好な都市環境の整備を促進するため，良好な施設整備（改修）
を行ったビルの所有者に対し，一定期間，建物の固定資産税相当額の一部を助成するもの

7,500 7,500 7,500

92
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

88,000 88,000 88,000

93 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

178,031 142,606 142,606 ▲ 35,425

94 コンパクト・エコシティ推進事業 継続 まちづくり企画課

都市計画マスタープランに基づき，駅や主要な公共施設周辺など集約拠点への都市機能の集積と市街地の拡大
抑制による，コンパクトで持続可能な都市構造「多核連携型コンパクト・エコシティ」の実現のため，まちづくりの担い
手である市民と考え方を共有しながら，集約拠点に「都市機能を誘導するまちづくり施策」と「適正な土地利用の推
進」、「公共交通を基軸とした都市交通の形成」を３つの柱として，各種施策事業の推進に取り組むもの

2,700 2,958 2,772 72

95
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。
平成２５年度においては，北側エリア内の既存建物解体工事等を行うとともに，高度医療等を担う中核病院である新病院へのア
クセス道路の機能強化を図るため，市道仏生山円座線および仏生山町８号線等を整備するもの

881,274 323,609 323,545 ▲ 557,729

96 美しいまちづくり推進事業 継続 都市計画課

美しいまちづくり基本計画に掲げる目標や方針の実現のため，景観法に基づく景観計画を踏まえ，景観形成に大き
な影響を及ぼす建築物等に対する規制・誘導に取り組むほか，屋外広告物の規制・誘導内容を見直し，良好な景
観の保全・形成・創出や清楚で緑豊かなまちの環境美化など，地域に即した都市空間の創出を図るため，各種施
策・事業の推進を図るもの

13,144 3,946 3,891 ▲ 9,253

97 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，石垣や披雲閣など各施設の保存修理や桜御門の復元を行うもの

125,184 103,662 103,662 ▲ 21,522
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平成２５年度　まちづくり戦略計画に係る重点取組事業の予算要求額・決定額

要求額　Ｂ 決定額　Ｃ

増　減
Ｃ－Ａ

平成25年度
№ 課・室事業名

平成24年度
当初予算額　Ａ

新規
　・

継続
事業概要

10 公共交通・自転車を利用したまちづくり

98
公共交通利用促進条例（仮称）
制定事業

継続 交通政策課
市民，交通事業者，行政の役割や責務等を明確に定めるなど，市民の意識改革も求めながら，公共交通の利用を促進するた
め，「公共交通利用促進条例（仮称）」を制定するもの 432 1,072 480 48

99 ＪＲ端岡駅周辺整備事業 継続 都市計画課
本市西部地域の主要駅であるＪＲ端岡駅の利便性の向上と交通結節機能の強化し，駅を核としたまちづくりよる地
域の活性化を図るため，地元を主体とする検討協議会が検討した整備計画案をもとに周辺整備を実施するもの

2,102 2,102 2,102

100 公共交通維持対策事業 継続
交通政策課
都市計画課

公共交通を維持し，良好な交通環境を確保するため，鉄道設備の整備に対する支援のほか，生活バス路線，離島航路に対する
補助を行い，良好な交通環境を確保するもの

76,315 89,467 89,467 13,152

101 公共交通強化推進事業 継続 交通政策課
多様な交通手段が有機的に連携した，快適で人にやさしい都市交通の形成を図るため，過度に自動車に依存しない本市の目指
すべき都市交通の将来ビジョンを明らかにした，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

27,203 36,683 35,372 8,169

102 高松駅南交通広場整備事業 継続 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 1,268,918 1,268,918 170,176

103
「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 1,119 ▲ 877

104 自転車利用環境整備事業 継続 道路課
自転車を利用したまちづくりを推進するため，平成２０年１１月に，「自転車を利用した香川の新しい都市づくりを進める協議会　高
松地区委員会」において策定した「高松市中心部における自転車ネットワーク整備方針」に基づき，関係機関が相互に連携して，
自転車の利用しやすい環境整備に取り組むもの

3,340 6,986 3,500           160

105 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 52,957 ▲ 8,165
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平成２５年度　まちづくり戦略計画に係る重点取組事業の予算要求額・決定額

要求額　Ｂ 決定額　Ｃ

増　減
Ｃ－Ａ

平成25年度
№ 課・室事業名

平成24年度
当初予算額　Ａ

新規
　・

継続
事業概要

11 コミュニティを軸とした協働のまちづくり

106
地域コミュニティ協議会事務局
体制強化支援事業

継続 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，
事務局体制の強化支援を行うもの 92,394 93,338 93,338 944

107 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

157,794 157,816 157,816 22

108 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 22,269 ▲ 92

109 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 11,939 277,875 251,118 239,179

110 協働企画提案事業 継続
地域政策課
市民協働推進室

ＮＰＯなどの市民活動団体と本市がより良きパートナーとして共に取り組み，社会的・公益的な課題を解決し，市民サービスの向
上を目指すため，市民の発想を生かした提案を市民活動団体から募集し，応募のあった提案事業は，選考の上，それぞれの事
業を市民活動団体と協働関係課が連携しながら実施するもの

2,798 5,533 4,622 1,824

111 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

8,367 8,257 8,257
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平成２５年度　まちづくり戦略計画に係る重点取組事業の予算要求額・決定額

要求額　Ｂ 決定額　Ｃ

増　減
Ｃ－Ａ

平成25年度
№ 課・室事業名

平成24年度
当初予算額　Ａ

新規
　・

継続
事業概要

12 行財政改革の推進

112 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

8,703 8,200 8,200

113 支所等整備事業 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，合併地区の支所について，地震時に倒壊の危険性のあ
る庁舎等を改築整備するもの

501,271 261,701 193,960 ▲ 307,311

114 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

2,330 79,329 66,577 64,247

115
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 87,300 37,300

116 職員力向上事業 継続 人事課
能力および業績に基づく人事管理を実現し，職員の意識改革と資質向上を図り，組織の活性化と市民サービスの向上を目指す
ため，現行の勤務評定制度を見直し，業績評価を盛り込んだ新たな人事評価制度を導入するとともに，現行の選考型の昇任制
度を見直し，筆記試験等を取り入れた新たな昇任試験制度を拡充実施するもの

3,068 2,878 2,664 ▲ 404

117 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，最新技術の活用や競争原理の強化による様々な効果を実現して，「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

654,809 967,441 865,943 211,134

118
瀬戸・高松広域定住自立圏推進
事業

継続 政策課

人口減尐，尐子・超高齢社会の進展など，社会構造が大きく変化する中で，更なる地方分権の進展に対応するためには，市町村
間の水平補完が重要であることから，瀬戸・高松広域定住自立圏を形成している近隣の５町に加え，さぬき市および東かがわ市
と協定を締結し，それぞれの地域の多様な課題に柔軟に対応できるよう，各事業を実施しており，今後は，行財政の効率化や地
域経済の活性化に加え，人の流れの創出によって本市の中枢拠点性の一層の強化を図るため，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，圏域の拡大も含めて，更に推進することにより，圏域全体の活性化と魅力ある地域の形成
を目指すもの

950 827 753 ▲ 197

119 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 4,000

20,765,950 22,541,501 21,006,053 240,103合　計
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