
平成２７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） 英語教育推進事業 継続 学校教育課

英語教育の充実及び国際理解教育の推進を図るため、中学校へ「外国語指導助手
（ＡＬＴ）」を配置するとともに、小学校へ「英語指導補助員」を配置し、また、小学生4年
生以上の希望者を対象に、1日英語生活体験教室を実施し、英語学習を充実させる機
会とするもの

115,261 117,485 2,224

（2） 高松第一高等学校校舎等改築事業 継続 高松第一高等学校事務局
生徒の安全や学習環境の改善を図るため、老朽化が著しい高松第一高等学校校舎
等の全面改築を行うもの

49 95,444 95,395

（3） 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、学校図書館の活性化を図るもの

127,307 137,718 10,411

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

1,445,752 2,480,194 1,034,442

（2） アート・シティ高松プロモーション事業 新規 文化芸術振興課
文化芸術を通して、市民が生き生きと心豊かに暮らせるまち、高松を実現するため、
高松市文化芸術振興条例に基づいた、高松市文化芸術振興計画に沿って、アーティ
スト・イン・レジデンス事業、アートディレクター推進事業等を推進するもの

35,758 35,758

（3） 高松メディアアート祭開催事業 継続 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「高松メディアアート祭」を開催するもの

10,000 43,231 33,231

３ 環境保全と地球温暖化への対応

（1） 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及び太陽熱利用システム設置費の一部を補助するもの
また、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、リチウム蓄電池及び充給電設備設置費の一部を補助するもの

104,500 95,760 ▲ 8,740

（2） 西部クリーンセンター大規模改修事業 継続 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

14,292 412,816 398,524

（3） 汚水処理施設共同整備事業 継続
衛生処理センター
下水道整備課

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

621,575 1,077,198 455,623
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４ 安全で安心できる生活環境の向上

（1） 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

442,297 1,073,767 631,470

（2）
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、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

237,822 328,338 90,516

（3） 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

2,150,697 2,262,813 112,116

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
公私立保育所及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

35,120 37,617 2,497

（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

12,660 2,219,144 2,206,484

（3） 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

1,053,660 1,074,090 20,430

６ 健やかに暮らせる保健・福祉・医療環境づくり

（1） 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、各種がん検診の充
実を通して、がん検診受診率の向上を目指すもの

376,142 472,749 96,607

（2） 障がい者就労支援促進事業 継続 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

16,916 26,171 9,255

（3） 高齢者居場所づくり事業 継続 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

17,571 31,493 13,922
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７ 都市イメージの向上とにぎわいづくり

（1） 屋島山上拠点施設整備事業 新規 政策課
屋島山上を訪れる人々に屋島を知ってもらい、人が集まり学び、楽しみ、交流できる拠
点づくりを行うため、屋島山上拠点施設基本構想に基づき魅力ある施設を整備するも
の

4,194 4,194

（2） 海外誘客促進事業 継続 観光交流課
高松空港との定期便が就航している台湾や中国からの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

88,127 126,739 38,612

（3） 移住・交流促進事業 新規 政策課
人口減少、少子・超高齢社会が本格的に到来する中、移住・交流人口を拡大するた
め、県等とも連携を図り、本市のイメージアップや地域の活性化に資する施策事業を
行うもの

15,505 15,505

８ 地域を支える産業の振興

（1） 中央卸売市場活性化推進事業 継続 中央卸売市場業務課
市民に親しまれ、開かれた活力ある市場づくりを推進するため、「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、各種啓発事業を行うもの

2,025 2,586 561

（2） 有害鳥獣被害対策事業 継続 農林水産課
鳥獣被害防止計画に基づき、イノシシやカラスなどの鳥獣による農作物等への被害を
防止するため、猟友会等による捕獲活動のほか、農家等が実施する防護施設設置
や、野生鳥獣が近づかない環境整備を支援するもの

10,828 11,338 510

（3） 伝統的ものづくり支援事業 継続 産業振興課
盆栽、漆器、石製品を始めとする本市伝統的ものづくり産業の振興のため、「高松市
伝統的ものづくり振興条例」の基本理念に基づき、販路拡大や後継者の確保・養成を
図り、地場産業の活性化を推進するもの

6,968 11,258 4,290

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）
多核連携型コンパクト・エコシティ推進事
業

継続 まちづくり企画課

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」の実現に向
け、市民の理解を得て、行政と市民・事業者の協働により、各種施策事業の推進に取
り組むもの

299 32,638 32,339

（2） 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

57,826 93,470 35,644

（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

304,932 438,144 133,212
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10 公共交通・自転車を利用したまちづくり

（1） 公共交通維持改善事業 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、
生活バス路線、離島航路に対する補助などを行うもの

112,215 132,440 20,225

（2） 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、「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

97,331 157,508 60,177

（3） レンタサイクル事業 継続 都市計画課
自転車利用の環境づくりを進め合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

58,503 60,730 2,227

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
住民自治及び市民と行政との協働による地域自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

291,345 291,345

（2） 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

164,514 670,459 505,945

（3） 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、市民活動団体等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

4,622 4,622

12 行財政改革の推進

（1） 社会保障・税番号制度構築事業 継続
人事課行政改革推進室
情報政策課

国・他自治体との連携に向けて番号制度を円滑に導入するため、既存システムの改
修及び連携システムの開発を行うもの

296,471 296,471

（2） 合併１０周年記念事業 新規 政策課
２７年度に合併１０周年を迎えることから、地域間交流を図り、より一層の一体感を醸
成するために、合併記念事業を実施するもの

5,000 5,000

（3） 地方中枢拠点都市推進事業 新規 政策課

都市制度の発展や安定的な自治体運営を目指すため、瀬戸・高松広域定住自立圏か
ら、新たな広域連携制度である地方中枢拠点都市へ平成２８年度より移行を図るとと
もに、本市が中心市となり、圏域の経済活性化、住民の生活環境向上のため施策・事
業を推進するもの

10,486 10,486


