
平成２８年度６月補正予算のポイント 

高松市  

中 央 商 店 街  

屋 島  

高 松 城 跡 （ 玉 藻 公 園 ）  



Ⅰ．2８年度６月補正予算の特色（一般会計） 
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（３）当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応 
    （7事業・総額 0.6億円） 
       ・男女共同参画センター管理運営費(指定管理者に対する管理運営費） 
       ・地域産業活性化促進事業費（高松南部3町商店街等に対する助成） 
       ・海外誘客促進事業費（香港線の就航による観光客誘致に対する補助） など 
        

（２）補助認証・制度の創設に伴う事業の実施 
    （6事業・総額 3.1億円） 
       ・離島振興費（女木地区の振興と活性化を図る事業に対する助成） 
       ・Ｂ型肝炎予防接種費（Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種化の実施） 
       ・道路新設改良国庫補助事業費（道路改良工事等の実施） など 
   

（１）政策課題に対応するための事業の実施 
    （7事業・総額 1.4億円） 
       ・危機管理センター（仮称）等整備事業費（防災行政無線設備等の整備） 
       ・戸籍事務費（戸籍事項証明書等のコンビニ交付） 
       ・骨髄等移植ドナー支援事業費（骨髄等移植提供者（ドナー）への支援） 
       ・高等学校校舎等建設事業費（高松第一高等学校の校舎等改築の実施設計業務委託） など 
 
   

※事業費には、債務負担行為の額は含まない 
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Ⅱ．６月補正の規模  ※以下、四捨五入の関係上、各表間の計数、増減率が合わない場合がある。 

区分 補正前 補正額 補正後 当初予算比 

一般会計（A） 165,300 517 165,817 100.3 

特別会計（B） 114,388 114,388 100.0 

企業
会計
（C） 

病院事業 8,917 8,917 100.0 

水道事業 14,322 14,322 100.0 

下水道事業 28,134 28,134 100.0 

全会計（A+B+C） 331,061 517 331,578 100.2 

(百万円・％) 

一般会計補正額は、政策課題に対応するための事業費の補正などにより、約5億
円の増額補正 

債務負担行為（追加）  

256 

256 

(百万円) 



Ⅲ．６月補正の主な内容 
（1）政策課題に対応するための事業の実施 
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戸籍事務費                    【市民課】 

補正額 44,327千円 

  
 マイナンバーカードを利用して戸籍事項証明書等をコンビニエン
スストアで取得できるサービスを開始します。 

戸
籍 

近くて助かったよ♪ 

  

   

 

 危機管理センター（仮称）等の建設に伴い、デジタル式同報系
防災行政無線設備等を同センターに整備します。 

 

危機管理センター（仮称）等整備事業費 
                        【危機管理課】 

防災行政無線設備等整備事業実施設計業務委託 

補正額 ８,000千円 

平成３０年度供用開始予定 
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動物愛護センター整備等事業費    【生活衛生課】 

補正額 11,233千円 

 人と動物が共生できるまちづくりを推進するため、香川県と共同で
動物愛護センターの整備を行います。 
 
 
 
 

施設概要 

区 分 概 要 

センター本棟 事務室・動物舎等 

屋外施設 
 ドッグラン 
 ふれあい広場  

飼い犬を放して自由に遊べる広場 
ふれあい体験や各種イベントを実施する広場 

  基本・実施設計、地質調査 （県1/2、市1/2） 

 

  

 

骨髄等移植ドナー支援事業費      【保健対策課】 

補正額 900千円 

 骨髄等移植提供者（ドナー）の負担軽減等を図るため、助成
制度を新設します。 

対象者 助成内容 

ドナー 
負担の程度に応じて、 
１回の提供につき上限10万円を支給 

ドナーが従事する 
事業所 

ドナー１人につき５万円を支給 
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校舎整備費       【高松第一高等学校事務局】 

補正額 17,000千円 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

補正額 51,840千円 

高等学校校舎等建設事業費 
              【高松第一高等学校事務局】 

債務負担行為 H29 120,960千円  音楽棟ムジカホールのつり天井等について、天井等落下防止対
策を講じるため、改修にかかる実施設計業務等を行います。 

２８年度 実施設計業務等 

２９年度 改修工事 

 生徒の安全や快適な学習環境の確保を図るため、創立９０
周年である平成３０年度の着工を目指し、老朽化が著しい校
舎等の改築にかかる実施設計業務を行います。 

校舎棟 北側外観イメージ 
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地域密着型トップスポーツチーム支援事業費 
【スポーツ振興課】 

補正額 10,000千円 

 Ｂリーグ（２部）に参戦する高松ファイブアローズに対して、
経営基盤強化に向けた支援を県とともに行います。 

高松ファイブアローズへ県・市各1,000万円を出資 

  

 
高松城跡整備事業費            【文化財課】 

債務負担行為 H29～33 30,000千円 

 高松城天守復元に必要な資料を懸賞金を懸けて募集しま
す。 

懸賞金額 3,000万円 

募集期間 H28.7.15～H34.3.31 

対象 
高松城天守復元に必要な内部が分かる古写
真・設計図面等 

 ＶＲで作成した高松城天守ＣＧ写真 



（2）補助認証・制度の創設に伴う事業の実施 
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Ｂ型肝炎予防接種費          【保健センター】 

補正額 49,000千円 

 Ｂ型肝炎ワクチンの定期予防接種を実施します。 

自己負担 なし 

対 象 者 平成28年4月以降に出生した者 

接種回数 生後１歳にいたるまでに３回 

開始時期 平成28年10月1日～ 

離島振興費                 【地域振興課】 

   女木地区の振興と活性化を図るため、休所中の女木保育所
を整備し、特産品の開発・販売、観光イベント、高齢者生活支
援などを実施する経費を助成します。 

補正額 14,000千円 

実施主体 女木地区コミュニティ協議会 
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 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、道路整備を進めます。 

道路新設改良国庫補助事業費    【道路整備課】 

補正額 57,277千円 

 

 

 

 安全な通行の確保やライフサイクルコストの縮減を図るため、橋りょ
うの修繕工事等を実施します。 

 

橋りょう長寿命化事業費        【道路整備課】 

補正額 29,200千円 

仏生山町８号線 道路改良工事 L=40ｍ 

下川原北線 道路改良工事 L=50ｍ 

高橋線 用地購入 A=40㎡ 、 物件移転補償 

浜ノ町跨線歩道橋 修繕工事委託 
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 円滑な交通を確保するため、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します。 

街路事業費                【道路整備課】 

補正額 47,277千円 

 

 

 

 老朽化した市営住宅について、耐久性の向上や躯体への影響の
軽減等のため、改修工事を行います。 

補正額 114,830千円 

市営住宅整備費                【住宅課】 

東部下水処理場 

高松海岸線 
（屋島工区） 

踏切改良工事委託 市営住宅外壁その他改修工事 



（3）当初予算編成後における情勢変化等への適切な対応 

10 

 

         

  

 

男女共同参画センター管理運営費      【政策課】 

補正額 8,987千円 

債務負担行為 Ｈ29～32 92,908千円 

  

 
補正額 13,200千円 

コミュニティ推進費         【コミュニティ推進課】 

 地域住民の自主的なコミュニティ活動の促進を図り、地域の連
帯感に基づく自治意識の向上を目指します 。  男女共同参画センターの移転に伴い、施設の管理運営やセン

ター事業を指定管理者に委託します。  
 委託期間（平成28～32年度） 
 平成28年11月開館予定 

男女共同参画センターの館内イメージ 

一般コミュニティ助成事業（6地域コミュニティ協議会） 

  コミュニティ活動に必要な設備等の整備 
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 高松南部３町商店街等の地域コミュニティ機能や買物機能の維
持・強化を図る事業を支援します。 

 

 

 

 

 

  

地域産業活性化促進事業費      【産業振興課】 

補正額 2,474千円 

商店街交流施設事業 高松南部バーチャル商店街事業 

高松南部バーチャル商店街事業 

 商店街を疑似体験できるアプリの開発 

商店街交流施設事業 

 居住空き物件をリノベーションし交流スペースを整備 

  

 

海外誘客促進事業費           【観光交流課】 

補正額 15,417千円 

 高松と香港を結ぶ航路就航に伴い、観光客を誘致するため、
県と連携して観光プロモーション等を実施します。 

高松・香港観光客誘致対策事業 

 香港内向けプロモーション、送客インセンティブなど 

 観光プロモーションの様子（台北国際旅行博） 
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自主防災組織等育成費       【消防局総務課】 

補正額 1,400千円 

 自主防災組織等の支援育成を図るため、避難生活に必要な非
常用電源発電機や防災研修で使用する音響資機材の整備を支
援します。 

花園地区自主防災連合会 非常用電源発電機 

高松市幼年・少年 
      消防クラブ連絡協議会 

音響資機材 

航路網拡大促進費            【交通政策課】 

  

 高松空港において香港線が新規開設されることに伴い、運航
支援に要する経費の一部を負担します。 
 平成28年7月6日就航予定 

補正額 12,586千円 

  

 

 

 

建物等管理費           【生涯学習センター】 

 生涯学習センターが入居するむうぶ片原町ビルの大規模修繕に
要する経費の一部を負担します。 

補正額 8,248千円 

債務負担行為 H29 12,373千円 


