
平成３０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

1 公立保育所・幼稚園等施設整備事業 継続 こども園総務課
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大規模
改修工事を実施するほか、幼保連携型認定こども園への移行に向けた整備を行うもの

174,837 334,235 159,398

2 子ども食堂等支援事業 新規 子育て支援課

核家族や共働き、ひとり親家庭などの増加に伴い、一人で食事をする「孤食」となる子ども
が増えている中、そうした子ども達に無料又は安価で温かく栄養バランスの取れた食事を提
供する「こども食堂」の開設や運営に係る費用の一部を補助することなどにより、子どもの孤
食の防止や安らげる場所を確保するとともに、地域住民とのつながりの強化や学習・生活
習慣についての支援を行うもの

1,692 1,692

3 保育士確保緊急対策事業 新規 こども園運営課
待機児童の確実な解消に向け、保育士確保を図るため、緊急対策事業として、平成３０年
度から３２年度までの期間限定で、潜在保育士の復職に向けた支援や、在学中の県外学生
が本市で保育実習を行う場合の旅費支援などを実施するもの

3,400 3,400

4 障がい者地域生活支援推進事業 新規 障がい福祉課

障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、地域生活への移行や定着を支
援するため、障がい福祉サービス事業所等と連携ネットワークを構築するなど、居住支援の
ための機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を
強化し、様々な支援を切れ目なく提供できるサービス提供体制を構築し、運営するもの

122,090 122,090

5 新病院（附属医療施設を含む）整備事業 継続 新病院整備課
高松市民病院と高松市民病院附属香川診療所を移転統合した新病院を整備するとともに、
高松市民病院塩江分院をその附属医療施設として整備するもの

8,994,152 7,226,386 ▲ 1,767,766

２

1 高松型学校・地域連携システム推進事業
新規
重点

学校教育課
児童・生徒の健全な成長や学びを地域全体で支え、地域連携を中心とした教育活動の充実
を図るため、学校評議員制度に変え、学校運営協議会を各小・中学校に設置し、学校とＰＴ
Ａや地域住民、各種団体等との連携を図るもの

1,383 1,383

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改築を行うもの

4,704,850 1,561,451 ▲ 3,143,399

3 小・中学校トイレ整備事業 継続 教育局総務課
教育環境の向上及び避難所機能の確保を図るため、老朽化が著しい小・中学校の屋内及
び屋外トイレについて、洋式化、多目的トイレ設置など必要な整備を行うもの

10,000 1,207,315 1,197,315

4 教育ICT整備・活用推進事業 新規 総合教育センター

小・中学校での授業におけるＩＣＴ活用を促し、情報活用能力の育成やアクティブ・ラーニン
グの視点に立った授業改善を推進するため、普通教室に電子黒板を設置します。　また、本
市独自の情報教育を試験的に実施するため、パイロット校に指定した小・中学校において、
タブレット端末やＩＣＴ機器等を活用したアクティブ･ラーニングを実施するもの

17,721 17,721

5 LGBT啓発等推進事業 新規 人権啓発課
LGBTに対する正しい認識の醸成を図るため、LGBTの講座やパネル展を実施するととも
に、市民に対してポスター・パンフレットを作成し、啓発活動を行い、当事者等が暮らしやす
い環境を整備するもの

917 917
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３

1 たかまつ農業ICT導入活用支援事業 新規 農林水産課
本市における次代の農業経営を総合的に支援するため、生産性を高め収益力を強化する
ためのノウハウと技術を集約したＩＣＴ技術の導入・活用を促進するもの

2,250 2,250

2 障がい者スポーツ推進事業 継続
障がい福祉課
スポーツ振興課

障がい者スポーツの推進を図るため、本市スポーツ施設における環境整備や平成３０年９
月に開催する「日本パラ陸上競技選手権大会」など、障がい者スポーツ大会の誘致等を通
じて、障がい者のスポーツ人口の増大と競技力の向上に取り組むもの

4,041 23,675 19,634

3 屋島活性化推進事業 継続

政策課
観光交流課
道路管理課
道路整備課
公園緑地課

日本初の国立公園で、国の史跡・天然記念物に指定されている屋島において、新たな魅力
と固有の価値を創造し、世界に誇れる本市のシンボル地区として再整備することで、国際競
争力の強化と地域の活性化を図るもの

88,095 851,298 763,203

4 温泉をいかした塩江地域の観光振興事業 継続 観光交流課
観光客のニーズや嗜好、競争環境の変化等に的確に対応し、地域の持つ魅力を向上させ
て塩江地域の活性化を図るため、塩江温泉郷観光活性化基本構想に基づき、温泉をいか
した塩江地域の観光振興に取り組むもの

22,894 97,486 74,592

5 魅力にあふれ人が輝く創造都市推進事業
新規
重点

産業振興課
本市における創造都市の普及・発展への貢献を図るため、創造都市ネットワーク日本（ＣＣ
ＮＪ）の幹事団体として就任を予定しているほか、創造都市推進懇談会（U－４０）委員から
企画提案のあったプロジェクトへの支援等を行うもの

9,335 9,335

6 生涯活躍のまちづくり推進事業 新規 政策課
本市における人口減少に対応する戦略の一環とするため、中高年齢者の希望に応じた暮ら
しや住まい方の実現及び移住者を含めた地域住民が主体となり本市の特性や強みを生か
した地域づくりを目指す、「生涯活躍のまち」の理念を反映したまちづくりを推進するもの

10,549 10,549

４

1 小・中学校施設天井等落下防止対策事業 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

164,850 164,850

2 食品ロス対策等推進事業 新規
環境総務課
環境保全推進課

食品ロス（本来食べられるのに捨てられる食品）の削減を始めとする食品廃棄物の減量・再
資源化を推進するため、食品ロスに関する調査を実施するとともに、啓発を行い、市民意識
の向上を図るもの

1,348 1,348

3 空き家等対策事業 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、空き家等の除却に対する支援
や、空き家の利活用を促進するなど、総合的かつ計画的な空き家等対策を行うもの

31,703 52,409 20,706

4 津波・高潮関連整備事業 継続 河港課

「香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画」に基づき、本市管理の漁港・港湾において、
発生頻度の高い津波に対しては、可能な限り構造物で人命と財産を守る防災を目指した施
設整備を推進するとともに、甚大な被害をもたらす最大クラスの津波に対しては、粘り強い
構造により減災を目指した施設整備の推進を図るもの

21,500 85,000 63,500

産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち

安全で安心して暮らし続けられるまち
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５

1 豊かな住まいづくり事業 新規 まちづくり企画課
国の住生活基本計画（平成２８年３月見直し）及び香川県住生活基本計画（平成２９年３月
策定）を踏まえ、地域の特性に応じた住宅課題に対応するため、本市の住宅政策の指
針となる計画を策定し、きめ細やかな住宅政策に取り組むもの

6,108 6,108

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）

継続
地域振興課
まちづくり企画課
都市計画課

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

255,665 175,192 ▲ 80,473

3 地域公共交通再編事業 継続
交通政策課
都市計画課

地域公共交通網形成計画に基づき、新駅整備、複線化事業及びバス路線網の再編等を推
進し、持続可能な公共交通ネットワークの構築に取り組むもの 942,312 1,187,854 245,542

4 高松丸亀町商店街再開発事業 継続 都市計画課

中央商店街の活性化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、中心市街地活性化基本計画に基づき、高松丸亀町商店街において、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市街地再
開発事業等を推進するもの

25,280 72,732 47,452

６

1 コミュニティセンター整備事業 継続 地域振興課
地域住民によるまちづくり活動の拠点として、また、生涯学習及び地域福祉の推進に資する
ため、中期整備指針等に基づき、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
ターの整備を行うもの

276,550 446,466 169,916

2 大島振興方策推進事業 継続
地域振興課
河港課

大島における歴史等を後世に伝えるとともに、瀬戸内国際芸術祭を契機として育まれた、島
外の人々との交流を更に活性化させ、大島の振興を図るため、大島振興方策に掲げる施
策・事業を計画的に実施するもの

1,566 13,271 11,705

3 高松版図柄入りナンバープレート導入事業 新規 政策課
本市のシティプロモーションの一環として、市の魅力をＰＲするため、高松版図柄入りナン
バープレートの導入を目指すもの

1,304 1,304

4 データ利活用型スマートシティ推進事業 新規 情報政策課
地域におけるデータの利活用により、本市が抱える多様な課題の解決を図るため、共通プ
ラットフォームを産学官の連携により構築し、様々な分野のデータの収集・分析等を行うとと
もに、産学官の多様な主体が参画するための体制整備等を行います。

33,000 33,000

※新規重点・・・継続実施事業のうち、新たに重点取組事業として位置付けた事業

環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち

市民と行政がともに力を発揮できるまち
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