
平成２６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
（単位：千円）

１ 地域の未来を支える人づくり

(1) 平和記念館（仮称）整備事業 新規 人権啓発課
戦争の悲惨さと平和の尊さを訴えるとともに，平和を願う市民の心を継承していくため，
市民文化センター跡地に，こども未来館（仮称）等と一体的に平和記念館（仮称）を整備
するもの

0 48,798 48,798

(2) 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

1,239,338 1,571,007 331,669

(3) 土曜学習研究指定校事業 継続 学校教育課
中学校において，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，土曜日に自主学習等を行う学習の場を提供するもの

1,430 2,842 1,412

(4) 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・少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

1,088,901 1,027,799 ▲ 61,102

2 文化芸術・スポーツの振興

(1) 瀬戸内メディアアート祭（仮称）開催事業 新規 文化芸術振興課
本市の文化芸術の振興と新たな産業を創出するため，高松の魅力をメディアアートに
よって表現する「瀬戸内メディアアート祭（仮称）」を開催するもの

0 5,000 5,000

(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，本市唯一の公認陸上競技場である屋島陸上競技場を再整備するもの

307,500 1,692,210 1,384,710

(3) 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，香川町，香南町の建設計画の重点取組事項でもある
「南部地域における特色あるスポーツ施設」として，南部地域スポーツ施設（仮称）を整
備するもの

3,105 81,931 78,826

(4) 美術館改修事業 継続 美術館美術課
建物や設備機器が経年劣化している高松市美術館について，文化芸術の発信拠点とし
ての機能を強化するため，計画的に改修するもの

0 36,750 36,750
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3 環境保全と地球温暖化への対応

(1) 小型家電等リサイクル推進事業 新規
環境保全推進課
環境業務課

循環型社会を実現するため，使用済小型家電回収ボックスを本庁および支所・出張所な
どに設け，レアメタルなどの有用な金属の再資源化を実施するとともに，瀬戸・高松広域
定住自立圏を構成する市町と連携してリサイクルを推進するほか，紙袋等の雑紙分別
収集のモデル事業や，ごみ分別等の優良地域表彰事業，また，ごみ処理時に副産物と
して発生するスラグを公共工事に利用することにより，ごみの再資源化を促進するもの

0 2,873 2,873

(2) 再生可能エネルギー普及促進事業 継続
環境総務課地球温暖化対策室
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ほか，太陽エ
ネルギー利用の更なる普及促進を図るため，太陽光発電システム設置と併用する場合
に，エコキュート設置費等の一部を補助するもの

155,500 126,500 ▲ 29,000

(3) 西部クリーンセンター大規模改修事業 新規 環境施設対策課
西部クリーンセンターの老朽化に対応し，コスト縮減を図りつつ廃棄物処理を実施するた
め，長寿命化計画に基づき，ごみ焼却施設等の基幹的設備の大規模改修工事をすると
ともに，施設周辺の地域振興事業として，集会場，道路等のインフラ整備を行うもの

0 83,727 83,727

(4) 汚水処理施設共同整備事業 継続 衛生処理センター

衛生処理センターの使用期限と，し尿等の処理量の減少傾向を踏まえ，効率的なし尿等
の処理方法として汚水処理施設共同整備事業を導入し，東部下水処理場において，し
尿等を共同処理するのに伴い，衛生処理センター中継所内に，し尿等の前処理施設を
整備するもの

30,000 364,675 334,675

4 安全で安心できる生活環境の向上

(1) 空き家等対策検討事業 新規 政策課
増加する空き家等に関する事案に対応し，防災や治安確保を徹底するため，市域にお
ける空き家等の実態を把握するとともに，所有者等に対する支援や規制など，対策を図
るもの

0 23,219 23,219

(2) 高齢者交通安全啓発推進事業 新規 地域政策課交通安全対策室
高齢者に危険予測の考え方を持ってもらうよう，参加体験型の交通安全啓発に努めるほ
か，高齢者が当事者となる交通事故を減少させるため，運転免許証返納促進事業に取
り組むもの

0 8,775 8,775

(3) 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

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，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

53,300 96,550 43,250

(4) 地域の公園みどり創造事業 新規 公園緑地課
高松市緑の基本計画に掲げる目標である「１小学校区１公園」を実現し，街のみどりを創
造するため，都市公園等の適正な配置を進め，市民１人当たりの公園面積の向上を図
るもの

0 50,075 50,075

(5) 消防署所適正配置整備事業 継続 消防局総務課
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るため，防災拠点施設と
しての機能が十分に発揮できるよう，消防署所の適正配置・耐震化を図るもの

210,540 449,997 239,457

(6) 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，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

1,401,953 2,564,294 1,162,341
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5 子ども・子育て支援の充実

(1) 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，おおむね１０歳未満の児童に対して，適切な
遊びおよび生活の場を提供するとともに，学童保育を実施している社会福祉法人等に補
助するもの

528,294 520,612 ▲ 7,682

(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
未来を担うすべての子どもたちが，限りない夢と想像力を持ち，健やかに成長していくた
め，子どもを中心として幅広い世代の人々が交流できる，こども未来館（仮称）を整備す
るもの

350,025 1,638,806 1,288,781

(3) 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

28,745 30,120 1,375

(4) 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

146,220 1,117,506 971,286

(5) 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
員を配置するとともに，私立保育所に対して経費の一部を支弁するほか，専門家による
訪問支援を行うなど，発達障がい児等に対して支援を行うもの

127,725 189,571 61,846

6 健やかに暮らせる保健・福祉・医療環境づくり

(1) 障がい者就労支援促進事業 新規 障がい福祉課
障がいのある方の就労促進と社会的，経済的な自立促進を図るため，中央商店街の空
き店舗で障がい者を雇用し，就労を支援する事業への助成を始め，障がい者の自立や
社会活動への参加を促進するもの

0 21,792 21,792

(2) 障がい者アートリンク事業 新規 障がい福祉課
芸術活動を通じた障がい者の感性・創造力を育み，障がい者の社会参加の促進を図る
ため，障害福祉サービス事業所へ芸術家を派遣し，障がい者とアーテイストが長期継続
的に関わる創作活動を支援するもの

0 18,471 18,471

(3)
地域包括ケアシステム構築推進事業
（高齢者居場所づくり事業）

新規 長寿福祉課
高齢者が生きがいを持って地域で元気に暮らせる環境を整備するため，高齢者が地域
で気軽に足を運べ，介護予防や健康づくりのほかボランティア活動の拠点にもつながる
居場所づくりを支援するもの

0 11,679 11,679

(4)
地域包括ケアシステム構築推進事業
（高齢者見守り事業）

新規 長寿福祉課
高齢者が地域で安心して暮らし続けられる環境を整備するため，シルバー人材センター
の会員などによる定期的な訪問等による安否確認や，夜間，休日における相談専用ダイ
ヤルの開設など，高齢者の見守り事業を推進するもの

0 14,831 14,831

(5) 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 診療体制の充実を図るため，夜間急病診療所を移転し，整備するもの 102,000 361,363 259,363
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7 都市イメージの向上とにぎわいづくり

(1) 屋島活性化推進事業 継続
政策課
観光交流課

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，屋島活性化推進計画に基づく施策・事業を実施するもの

58,404 31,652 ▲ 26,752

(2) 海外誘客促進事業 継続 観光交流課
上海便および台湾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，観光プロモーションを積極的に行うもの

62,646 88,127 25,481

(3) 国内誘客促進事業 新規 観光交流課
創造都市高松の知名度を高め，来訪者の増加を図るため，旅行者・事業者への誘致活
動や，首都圏・関西圏におけるキャンペーン活動など，国内観光客の誘致を積極的に行
うもの

0 15,438 15,438

(4) 第４回日仏自治体交流会議開催事業 継続 観光交流課都市交流室
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す
「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

8,316 36,138 27,822

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 産業振興課
商店街の空き店舗活用事業，商店街共同施設の整備に対する助成，ブリザーズ　スクエ
アの活用等，中央商店街のにぎわい向上や商業機能の強化を図るもの

47,513 129,021 81,508

(2)
企業誘致・起業支援による地域産業活
性化促進事業

継続 産業振興課
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とともに，創造支援センターを活用し，新規事業者への支
援を行うもの

33,093 300,859 267,766

(3) 伝統的ものづくり支援事業 新規 産業振興課
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 7,268 7,268
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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再整備するもの

2,000 3,000 1,000

(2)
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）
（新病院アクセス道路整備事業）

継続
まちづくり企画課
道路課
まちなか再生課

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，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

361,064 958,278 597,214

(3) 超高速情報通信網整備事業 継続 情報政策課
すべての市民が情報化の恩恵を享受，実感することができるよう，市内全域への超高速
情報通信網の整備を推進するもの

0 304,932 304,932

(4) 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，平成２４年１月に策定した
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
図るもの

3,891 168,126 164,235

10 公共交通・自転車を利用したまちづくり

(1) 公共交通利用促進事業 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

35,852 55,566 19,714

(2) 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

3,500 11,000 7,500

(3) レンタサイクル事業 継続 まちなか再生課
自転車利用の環境づくりを進め，あわせて自転車の放置防止を図るため，環境にやさし
く，機動性に優れた都市内交通手段として，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

52,957 54,233 1,276
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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
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に対して，地域の各種事業・団体に交付される補助金を一元化し
て交付するもの

157,816 291,345 133,529

(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

22,269 24,485 2,216

(3) コミュニティセンター整備事業 継続 地域政策課
市民の安全確保と，地域住民によるまちづくり活動の場の推進に資するため，耐震化を
含めコミュニティセンターを整備するもの

251,118 344,414 93,296

12 行財政改革の推進

(1) 次期総合計画策定事業 継続 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

8,200 20,666 12,466

(2) 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・知的資源である大学等
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
題解決を図るもの

4,000 9,122 5,122

(3) 行政評価システム再構築事業 新規 政策課
総合計画に掲げる政策・施策を実現するため，施策・事務事業をより的確に検証し，事
務事業の見直しの手段として積極的に活用できるよう，次期総合計画の策定にあわせ
て，行政評価システムを再構築するもの

0 14,148 14,148

(4) 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

865,943 104,252 ▲ 761,691


