
平成２８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
（単位：千円）

１ 健やかにいきいきと暮らせるまち

1 こども未来館整備事業 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、こども未来館を整備するもの 2,213,455 1,757,591 △ 455,864

2 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、適切な遊び及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 577,331 818,061 240,730

3
生活支援・介護予防サービス提供体制構
築事業

継続
長寿福祉課地域包
括ケア推進室

国のガイドラインに基づき、サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす「生
活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」や、コーディネーターとサービス提供体制が参画
し、情報共有・連携強化する「協議体」の設置等を通じて、支援が必要な高齢者のニーズに対応し
た、多様な主体による様々なサービスの提供体制を構築するもの

915 44,333 43,418

4 認知症ケア推進事業 継続
地域包括支援セン
ター

認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けることのできる社会を実
現するため、認知症の方や家族を支援する「認知症地域支援推進員」の配置、適切なサービス提
供のための「認知症ケアパス」の作成・普及、認知症の初期から複数の専門職が訪問支援等を行
う「認知症初期集中支援チーム」の設置・活用を行うもの

4,136 7,414 3,278

5 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

24,770 31,557 6,787

6 障がい者アートリンク事業 継続 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、障がい者とアーティストが長期継続的に関わる創作活動
を支援するもの

13,618 15,610 1,992

２ 心豊かで未来を築く人を育むまち

1 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」を配置するほか、いじめの早期発
見・早期対応などの防止対策を強化するため、「いじめ相談専門員」を配置するもの

95,334 105,072 9,738

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及び建築後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 898,729 3,324,456 2,425,727

3 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 85,575 240,610 155,035

4 大学等連携による地域の魅力発信事業 新規 政策課
学生の視点を生かしながら、本市における地域活性化策の検討と地域での実践活動を行い、活
力のある地域再生を図るとともに、学生が地元の大学を選びたくなるよう、大学等の魅力発信に取
り組むもの

5,000 5,173 173
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5 文化センター・児童館整備事業 継続 人権啓発課
福祉の向上や人権啓発のための「住民交流の拠点」である文化センターと、健康増進や、情操教
育など、児童の健全育成を図るための児童館の、適切な管理運営のため、施設の計画的な修繕・
改修を行うもの

78,787 282,157 203,370

３ 産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち

1 遊休農地有効活用事業 継続 農林水産課
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 8,500 22,000 13,500

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

11,338 24,672 13,334

3 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

2,480,027 3,339,516 859,489

4 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・住民相互の交流・利用者の利便性の向上や、次代を担
うヨット競技選手の育成・強化等を図るため、老朽化したヨット競技場を再整備するもの 557,298 557,298

5 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 128,639 137,793 9,154

6 観光情報発信・受入態勢整備推進事業 継続 観光交流課

観光客誘致を推進するため、海外版インターネット広告「アート・シティ高松」やリニューアルした観
光ホームページによる観光情報の発信をはじめ、食文化を生かした観光プロモーションや旅行会
社による団体旅行の企画・実施に対する支援を行うほか、飲食店等における外国人対応力の向
上支援や無線ＬＡＮ環境等を生かした情報発信など受入態勢の整備を行うもの

18,140 36,030 17,890

7 移住・交流促進事業 継続 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 14,410 48,864 34,454

４ 安全で安心して暮らし続けられるまち

1 危機管理センター（仮称）等整備事業 継続

危機管理課
財産経営課危機管
理センター整備室
消防局総務課
情報政策課

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及び上下水道局機能等を、庁舎西側に一体的に整備するもの

272,517 2,219,403 1,946,886

2 高齢者交通安全啓発推進事業 継続 くらし安全安心課
高齢者の交通事故抑制を図るため、新たに高齢者交通安全推進隊（仮称）を結成するほか、引き
続き運転免許証返納促進事業に取り組むもの 11,257 18,243 6,986
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3 空家等対策事業 継続 くらし安全安心課
市民が安心して暮らせる良好な住環境の整備を図るため、空家等の除却に対する支援や、空家
の利活用を促進するなど、総合的かつ計画的な空家対策を行うもの 33,000 33,000

4 橋梁改築修繕事業 継続 道路整備課
｢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 135,000 436,500 301,500

5 身近な公園整備事業 継続 公園緑地課
第２次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 200,907 193,566 △ 7,341

５ 環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち

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

10,238 15,876 5,638

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
地域政策課
都市計画課
道路整備課
公園緑地課

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

149,820 779,808 629,988

3 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 153,908 183,432 29,524

4 街路事業 継続 道路整備課 円滑な交通を確保し、良好な市街地の形成を図るため、都市計画道路を整備するもの 562,221 1,037,579 475,358

６ 市民と行政がともに力を発揮できるまち

1 ホームページ管理システム整備事業 新規 広聴広報課
現在、導入しているホームページ管理・更新システムについて、急速な情報通信技術の発展やＪＩ
Ｓ規格の改定などに対応するため、２８年度から２年間で、新たなシステムに再構築するもの 9,542 9,542

2 総合センター（仮称）整備事業 継続

人事課行政改革推
進室
地域政策課
長寿福祉課

市民の身近な行政機関である、支所・出張所で構成される地域行政組織について、現状と課題を
検証し、行政資源の再配分と効率的運用を図るため、市民ニーズに的確に応えられる合理的な行
政組織に再編するもの

17,992 439,222 421,230

3 社会保障・税番号制度推進事業 継続

人事課行政改革推
進室
市民課
情報政策課

社会保障・税番号制度を効率的かつ円滑に推進するため、必要なシステムの改修を行うほか、個
人番号の更なる独自利用事務や個人番号カードの利用拡大について、積極的に検討を行い、行
政の効率化や市民の利便性向上を図るもの

436,722 364,780 △ 71,942


