
令和２年度　まちづくり戦略計画に係る重点取組事業の予算案

（単位：千円）

1

1 妊娠期からの子育て世代包括支援事業 継続 保健センター
　子育て期にある若い世代が安心して妊娠、出産、子育てができる環境の実現に向け、妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対応するた
め、各保健センター及び総合センター内に整備した、総合的相談支援を提供するワンストップ拠点（子育て世代包括支援センター）に配置している母
子保健コーディネーターを中心に、「妊娠・出産・子育て」の切れ目ない支援に取り組みます。

25,674 36,070 10,396

2 不妊治療支援事業 継続 保健センター
　子どもを望む夫婦の、不妊治療にかかる経済的・精神的な負担を軽減するため、特定不妊治療及び一般不妊治療（人工授精）に要する費用の一
部を助成するとともに、関係機関と連携し、不妊に関する悩み等への相談支援を行います。

112,135 116,800 4,665

3 私立保育所・幼稚園等施設整備補助事業 継続 こども園総務課 　保育環境の改善、保育施設の保持等を図るため、私立保育所等が実施する施設整備事業に対して支援を行います。 278,650 119,663 △ 158,987

4 公立保育所・幼稚園等施設整備事業 継続 こども園総務課
こども園運営課

　施設の老朽化の状況を踏まえるとともに、幼保連携型認定こども園への移行を促進するため、公立保育所・幼稚園等の施設整備を計画的に実施
します。

1,042,066 720,178 △ 321,888

5 医療的ケア児保育支援事業 新規 こども園運営課 　保育所等の利用を希望する集団保育が可能な医療的ケア児を安全に受け入れるため、保育所等における受入体制を整備し、医療的ケア児の保
育を実施します。

7,082 7,082

6 こども食堂等支援事業 継続 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、子どもの孤食を防止するほか、安らげる
場所を確保するため、子どもたち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も行う「こども食堂」等の開設や運営に係る費用の一部を補助します。

391 711 320

7 放課後児童クラブ事業 継続 子育て支援課
　保護者が労働等により昼間家庭に居ない、小学校に就学している児童に対して、授業の終了後等に、小学校の余裕教室、児童館等を利用して適
切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るとともに、直営の事業を補完するため、学童保育を実施する社会福祉法人等に対して補助
金を交付し、事業運営を支援します。

790,013 895,348 105,335

8 放課後子ども教室事業 継続 子育て支援課
　放課後等における児童の安全で安心な居場所づくりを図るため、地域の協力を得ながら、各校区に、コーディネーター、教育活動推進員、教育活
動サポーターなどを配置し、学び、スポーツ、文化活動、地域の方々との交流活動等を行います。

21,438 20,747 △ 691
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9 保育士確保緊急対策事業 継続 こども園運営課
　待機児童の確実な解消に向けて、特に保育士不足傾向にある私立保育所等における保育士の確保を図るため、期間限定で潜在保育士や新卒保
育士の市内保育施設への就職を支援する緊急対策事業を実施することにより、待機児童の受け皿づくりを進めます。

5,400 9,450 4,050

10
ほっとかんまち高松づくり事業
（高松型地域共生社会構築事業）

継続 健康福祉総務課地域共生社会推進室

　 子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現のため、まるごと福
祉相談員を配置し、地域の拠点や複合的課題を抱えた世帯等を訪問し、支援につなぐとともに、総合センター等につながる福祉相談窓口を設置し、
分野別の「縦割り」を超えた相談支援を実施します。
　また、貧困の状況にある子どもやその親たちが、適切な支援を受けられる環境づくりを進め、子どもに関する諸問題に対応するため、コーディネー
ターを配置し、相談支援体制の整備や関係機関のネットワーク構築を図ります。

17,655 23,931 6,276

11 ユニバーサルデザイン推進事業 継続 政策課ユニバーサルデザイン推進室

　平成２５年５月に策定した「高松市ユニバーサルデザイン基本指針」に基づき、誰もが安心して快適に生活することのできるユニバーサルデザイン
社会の実現を目指すため、様々な主体が協働して取り組みます。
　また、その考え方や方向性について、本市が率先して実践、啓発を行うことで、市民や事業者等にもユニバーサルデザインの考え方を広め、市全
体で更なるユニバーサルデザインのまちづくりを推進します。

4,010 1,515 △ 2,495

12 在宅医療・介護連携推進事業 継続 長寿福祉課
　医療と介護の両方を必要とする高齢者が安心して暮らせる地域づくりを推進するため、在宅医療従事者等で構成する在宅医療介護連携推進会議
を開催し、在宅医療と介護サービスを一体的に提供できるよう、情報の共有と連携の強化に向け、地域の実情に応じたネットワークづくりを推進しま
す。

13,369 14,288 919

13 生活支援・介護予防サービス提供体制構築事業 継続 健康福祉総務課地域共生社会推進室
長寿福祉課

　支援が必要な高齢者のニーズに対応するため、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」の設置や、コーディネーターとサービス提供主体が参画する「協議体」での情報共有・連携強化等を通じて、多様な主体に
よる様々なサービスの提供体制を構築します。

56,833 57,306 473

14 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、子どもた
ちを交えた世代間交流やボランティア活動の拠点となる居場所づくりを支援します。

13,933 13,552 △ 381

15 高齢者見守り事業 継続 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、定期的な高齢者の訪問や配食サービスによる安否確認や、２４時間３６５日介護
や日常生活の不安を相談できる専用ダイヤルの開設など、高齢者の見守り事業を推進します。また、徘徊高齢者等の早期発見につなげるため、高
松市徘徊高齢者等保護ネットワークを活用し、電子メール配信システムの運用により迅速かつ広範囲への情報伝達を行うことで、認知症等が原因で
徘徊する高齢者の早期発見・保護に取り組みます。

70,301 65,690 △ 4,611

16 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、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられる社会の実現を目指すため、認知症の人や家族を支援す
る「認知症地域支援推進員」の配置、容態に応じた相談や利用できる機関名・内容等を具体的に掲載した「認知症ケアパス」の普及、また、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」の運営を行います。さらに、成年後見制度利用促進に向けて、相談対応
や市民後見人の育成・活動支援といった役割等を担う「中核機関」を新たに設置し、関係機関との地域連携ネットワークの構築を図ります。

8,403 16,346 7,943
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17 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、事業を行う事業者等への支援
を始め、知的障がい者・精神障がい者等の一般就労へ向けた支援を行います。

8,301 8,280 △ 21

18 障がい者地域生活支援推進事業 継続 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
切れ目なく提供します。

112,614 112,485 △ 129

19 手話言語・障がい者コミュニケーション手段の普及促進事業 継続 障がい福祉課
　手話等コミュニケーション手段に関する必要な情報提供その他のコミュニケーション手段を容易に利用できるようにするため、環境整備に関する施
策や、その他手話等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進に関する施策を実施します。

5,095 3,929 △ 1,166

20 がん対策推進事業 継続 保健センター 　がんは、死因の第１位で、約３割を占めていることから、がん予防、早期発見・早期治療により、壮年期の死亡の減少、健康寿命の延伸を図るた
め、がん予防の普及啓発とがん検診の受診勧奨に取り組みます。

346,232 356,785 10,553

2

1 女性の活躍促進事業 継続 男女共同参画・協働推進課

　市内企業での積極的な女性の活躍促進やワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、企業等のトップや管理職、女性社員、学生等を対象とした各
種セミナーや講座を開催するほか、事業主行動計画の策定などを支援するためのアドバイザーの派遣等を行います。
　また、女性の活躍推進が強く求められている中、令和２（２０２０）年度で計画期間が終了する第４次男女共同参画プランについて、男女共同参画に
関する継続した取組を推進するため、次期男女共同参画プランを策定します。

5,426 4,436 △ 990

2 特別支援教育推進事業 継続 学校教育課
総合教育センター

　学校教育法の改正等を踏まえ、様々な障がいのある児童生徒に対する適切な教育を行うため、市内の小・中学校に特別支援教育支援員・特別支
援教育サポーターを配置し、学校生活上の介助や学習活動上の支援等を行います。
　また、総合教育センターと教育支援センター「みなみ」に高松第一中学校通級指導教室のサテライト教室を設置し、中学生を対象とした通級による
指導を実施します。
　さらに、発達障がい等サポート事業として、総合教育センターと教育支援センター「みなみ」にアシスト教室を設置し、支援の必要な児童・生徒に短
期個別指導を実施します。

117,850 128,072 10,222

3 英語教育推進事業 継続 学校教育課

　中学校の英語教育の充実を図るとともに、コミュニケーション能力を育成し、国際理解教育を推進するため、中学校への外国語指導助手（ＡＬＴ）の
配置を継続的に実施します。
　また、小学校における英語教育を推進するため、各小学校へ学級担任とともに英語の指導を行う英語指導補助員を配置し、１年生から６年生を対
象に、小学校英語教育を実施します。

117,269 122,939 5,670

4 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」を配置し、学習・生活支援、教育相談に当たるとともに、児童生徒が抱える問題の背景にある複雑な要因に対応した、組織的かつ体
系的な生徒指導を推進します。
　また、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し、相談対応の充実を図ります。

107,377 124,064 16,687

心豊かで未来を築く人を育むまち
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5 小・中学校施設老朽化対策事業 継続 教育局総務課学校施設整備室
　小・中学校施設について、維持管理コストを抑えながら長寿命化を図り、良好な教育環境を維持するとともに、ファシリティマネジメントの視点に立っ
た施設の有効利用を図るため、中・長期的視点に立った計画に基づき、学校施設の計画的かつ効果的な老朽化対策に取り組みます。

467,572 270,291 △ 197,281

6 小・中学校トイレ整備事業 継続 教育局総務課学校施設整備室
　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、洋式化や多目的トイレの設置な
ど、必要な整備を早期に集中して行います。

41,401 59,387 17,986

7 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 　高松第一高等学校の快適な学習環境の確保を図るため、校舎等の全面改築を実施します。 420,446 1,738,026 1,317,580

8 教育ICT整備・活用推進事業 継続 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･ラーニングを実施します。

41,515 59,579 18,064

9 大学等連携による地域の魅力発信事業 継続 政策課 　大学等と連携し、地元大学等の魅力向上に資する事業の支援を行うことで、地元大学等の魅力向上を図るとともに、大学等の学生を呼び込むなど
のため、高松の魅力向上につながる事業に取り組みます。

828 1,478 650

10 サンクリスタル高松在り方検討事業 新規 中央図書館
　図書館の在り方を中心に菊池寛記念館と歴史資料館との３館連携・融合を含め、施設の機能・魅力・集客力を高めるための検討を行うとともに、管
理運営の手法についても検討します。

14,663 14,663

11 LGBT啓発等推進事業 継続 男女共同参画・協働推進課
　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
動を行うなど、当事者等が暮らしやすい環境づくりを推進します。

717 439 △ 278

3

1 中央商店街にぎわい促進事業 継続 産業振興課
　中央商店街のにぎわい向上や商業機能の強化を図るため、空き店舗の改装費を支援する空き店舗活用補助等を始め、商店街共同施設の新設・
改修事業等に対する経費の一部助成や、商店街南部エリアの活性化などを行います。

29,501 28,196 △ 1,305

産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち
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2 企業誘致・起業支援による地域経済活性化促進事業 継続 産業振興課立地・創業・イノベーション支援室
　本市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助成制度等を活用し、企業情報の収集や発信に努め、更なる企業誘致
を推進します。また、創業支援等事業計画に基づき、関係団体等の拡充と連携を図りながら、創業者支援に取り組むとともに、創造支援センターを活
用して、創造性に富む発想や独自性のある技術を活用した新規事業者等の支援を行います。

137,015 427,889 290,874

3 担い手への農地集積促進事業 継続 農林水産課
　多核連携コンパクト・エコシティ推進計画における居住誘導区域外の生活環境の維持に資するため、農業振興地域内で実施する農地中間管理事
業を活用して、認定農業者等の担い手への農地集積を促進し、農地利用の効率化を推進します。

25,082 23,292 △ 1,790

4 優良農地確保対策事業 継続 農林水産課
　優良農地の確保対策を総合的に実施するため、立地適正化計画に基づく居住の誘導を図るとともに、誘導区域外における農用地区域への編入を
行い、荒廃農地の解消・発生防止を一体的に推進します。

6,380 1,800 △ 4,580

5 たかまつ農業ＩＣＴ導入活用支援事業 継続 農林水産課 　これまでの農業振興施策に加えて、ＩＣＴの導入・活用を促進することにより、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、本
市における次世代の農業経営を総合的に支援するもの。

1,620 550 △ 1,070

6 卸売市場整備事業 継続 市場業務課施設整備室 　流通拠点施設としての卸売市場の機能強化を図るため、青果棟、水産物棟等を今後の流通事情等を考慮した施設として整備します。 891,241 243,067 △ 648,174

7 伝統的ものづくり支援事業 継続
産業振興課
農林水産課

　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を振興するため、高松市伝統的ものづくり振興条例の基本理念に基づき、伝統的もの
づくり産業の普及啓発・販路拡大や、次世代への担い手の確保・養成を図り、特産品の育成・振興とブランド化の推進及び地場産業の活性化を推進
します。

163,674 47,845 △ 115,829

8 高松市文化芸術ホール改修事業 継続 文化芸術振興課 　平成１６年５月に開館した高松市文化芸術ホールについて、耐震化及び老朽化した設備機器の更新のため、大規模改修工事を実施します。 69,552 123,970 54,418

9 史跡石清尾山古墳群保存・整備事業 継続 文化財課
　高松市内に存在する数少ない国指定の史跡で、積石塚古墳として全国的に知られている史跡石清尾山古墳群の歴史的文化的価値を向上させる
ため、調査研究及び適切な保存・整備を推進します。

2,073 249 △ 1,824
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10 高松城跡整備事業 継続 文化財課
　日本の三大水城の一つであり、城下町高松の顔・シンボルとなる特徴的な城郭を後世まで守り伝えるため、史跡高松城跡保存整備基本計画に基
づき、石垣や披雲閣など各施設の保存修理や桜御門の復元を行います。

110,001 225,028 115,027

11 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

　障がい者のスポーツ推進を図るため、本市スポーツ施設における環境整備や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とともに、パラアスリートと子どもの交流を主軸に心のバリアフリー醸成に努めます。

3,008 3,739 731

12 東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業 継続 スポーツ振興課
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、機運を盛り上げるとともに、市民のスポーツに対する関心や興味をより一層高めるため、事
前合宿の誘致・実施を始め、オリンピアン・パラリンピアンと市民との交流によりスポーツ人口の拡大に取り組みます。

12,000 28,752 16,752

13 全国高校総体（2022）開催準備事業 新規 スポーツ振興課 　2022年に開催される四国インターハイの競技を円滑に進めるため、必要となる環境を整備するなど準備を進めます。 17,160 17,160

14 新県立体育館建設環境整備事業 継続
スポーツ振興課
都市計画課
道路管理課

　市民スポーツの振興を図るため、閉館した本市福岡町の旧県立体育館に代わり、サンポート地区で整備される新たな県立体育館について、整備
主体である県と協議・調整を行い、建設環境を整備します。

229,373 6,452,844 6,223,471

15 屋島活性化推進事業 継続 観光交流課観光エリア振興室

　屋島の活性化に向け、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、平成２５（２０１
３）年１月に策定した「屋島活性化基本構想」に基づく、具体的施策・事業を迅速かつ効果的に実施し、世界に誇れる本市のシンボルとなる屋島とし
て再生を目指します。
　また、本市への観光客の誘引を促進するため、屋島山上からの眺望を最大限に活用しながら、民間が行う活動の拠点、コンベンションの会場、多
様な観光客へのガイダンス施設など、観光屋島の再生の核となる多機能施設として、屋島山上拠点施設の整備を進めます。

1,165,399 128,263 △ 1,037,136

16 誘客促進事業 継続 観光交流課

　本市への誘客を促進するため、香川県と連携し、高松空港への直行便が就航している台北、上海、ソウル、香港などを対象に観光キャンペーンな
どを実施するほか、多言語対応可能な観光案内所の運営や、クルーズ客船等の誘致・受入事業を行います。
　また、高松市、岡山市、広島市、松山市の４市で構成する「瀬戸内４県都市長会」で観光客誘致事業を実施するとともに、（公財）高松観光コンベン
ション・ビューローへ補助金を交付し、国内、海外からの観光客の本市での滞在の促進に取り組みます。

192,600 180,724 △ 11,876

17 移住・定住促進事業 継続 政策課
移住・定住促進室
　本市への移住・定住人口の増加を図るため、市民や企業・団体等からなる「たかまつ移住応援隊」との連携による情報発信や相談対応などを始
め、「起業・就業（仕事）のしやすさ」、「生活のしやすさ」、「子育てのしやすさ」といった本市の特性や強みを生かした各種の移住・定住促進方策に取
り組みます。

22,442 30,556 8,114
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18 生涯活躍のまちづくり推進事業 継続 政策課移住・定住促進室
　中高年齢者の希望に応じた暮らしの実現や地域住民の多世代交流を促進するため、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します。

201 153 △ 48

19 政策コンテスト開催事業 継続 政策課
　本市の将来を支える若者のアイデアを本市の政策に取り入れるとともに、若者の地元への愛着を深め、地元への定着につなげるため、政策コンテ
ストを開催します。

2,000 2,000

4

1 防災ＩｏＴ利活用事業 継続
危機管理課
道路管理課
河港課

　地震や風水害などの自然災害等の発生時において、市民の生命及び財産を守るとともに、市民等に迅速かつ確実に情報を伝達するため、イン
ターネットに接続されたカメラやセンサーなどのＩｏＴを活用した災害情報を収集・分析し、迅速な災害対応を図ります。

1,659 2,300 641

2 住宅建築物耐震改修等事業 継続 建築指導課

　地震発生時に市民生活の生命線となる緊急輸送道路を確保するため、民間建築物に対し、耐震診断及び耐震改修又は建替えに要する費用の一
部を補助することにより、沿道の民間建築物の耐震化を促進するとともに、地震時の建物の倒壊等によって発生する、人的及び経済的被害を軽減
するため、住宅の耐震診断及び耐震改修に要する費用の一部を補助し、民間住宅の耐震化を促進します。
　また、耐震改修促進法の改正に伴い、耐震診断が義務化された建築物等に対し、耐震診断等の費用の一部を補助することにより、建物の耐震化
を促進するとともに、一般の通行の用に供する道路に面して設置されている危険なブロック塀等の撤去に要する費用の一部を補助するほか、がけ地
近接危険住宅移転に対する補助制度を整備します。

210,661 258,885 48,224

3 高齢者等交通安全啓発推進事業 継続 くらし安全安心課
　高齢者の自主的な運転免許証返納を促進させるため、ＩＣカード乗車券を交付するとともに、高齢者に加齢による身体能力の低下の自覚と危険予
測の考え方を身に付けてもらえるよう、参加体験型の交通安全教育の普及を促進することにより、高齢者が関係する交通事故の減少を図ります。
　また、若年層の交通マナーの向上を目指し、自転車に関するセミナーを開催するなど、高齢者以外の世代への啓発活動も実施します。

14,200 16,596 2,396

4 動物愛護センター関連施設整備等事業 継続 生活衛生課 　犬・猫の殺処分数が全国の中でも多い本市の現状を踏まえ、香川県と共同で整備した「しっぽの森」（さぬき動物愛護センター）を中心に、動物愛護
の精神の普及啓発を図ることで、殺処分数の減少に取り組み、人と動物が共生できるまちづくりを目指します。

41,139 49,743 8,604

5 食品ロス対策等推進事業 継続 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、県と連携しながら、環境・身体・
家計にかしこいライフスタイルであるスマート・フードライフに関する市民意識の向上を図ります。
　食品ロスの実態及び取組状況を把握するとともに、食品ロス削減や「３きり」に関する周知・啓発により、市民の取組を促進するほか、事業者等とも
連携した取組を推進します。

730 1,544 814

6 プラスチックごみ対策事業 新規 環境保全推進課
　世界的な問題となっているプラスチックごみを削減するため、環境省の「プラスチック資源循環戦略」に基づき、リデュース・リユースの２Ｒを中心に、
市民等に積極的な情報発信を行うほか、燃やさざるを得ない本市指定収集袋等へのバイオマスプラスチックの導入について、調査・検討を進めま
す。

623 623

安全で安心して暮らし続けられるまち
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7 次期ごみ処理施設整備検討事業 新規 環境施設対策課
　本市の一般廃棄物の中間処理施設である西部クリーンセンターについて、地元との協定に基づき令和１４年度末に稼働を終了するほか、南部ク
リーンセンターについて、同時期に稼働後２９年を経過することから、令和１５年度以降も、安定したごみ処理運営を行うため、ごみ処理施設の在り方
及び整備について検討を行います。

9,538 9,538

8 し尿処理施設跡地利用事業 継続
衛生センター
スポーツ振興課

　平成２８年度末で廃止した衛生処理センターの解体撤去工事等を実施するとともに、同センター跡地を公園として利用するため、跡地整備を行いま
す。

120,526 175,349 54,823

9 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
　市域における温室効果ガス排出量の削減を図るため、日照時間が長いという本市の地域特性を生かした、太陽光発電システム及び太陽熱利用シ
ステム（不凍液等を強制循環する太陽集熱器と蓄熱槽から構成され、温水、冷房等に利用するもの）の導入を促進します。
　また、再生可能エネルギーの普及促進を図るため、国の固定価格買取制度を活用し、事業者に市有地の有償貸出を行います。

32,144 38,810 6,666

10 空き家等対策事業 継続 くらし安全安心課
　市民が安全で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
画的な空き家対策を実施します。

33,008 33,721 713

11 橋りょう改築修繕事業 継続 道路整備課 　高度経済成長期において建設され、老朽化しつつある橋梁について、適正な維持管理や修繕等のコスト縮減を図るため、「高松市橋梁長寿命化修
繕計画」に基づき、順次、橋梁の点検及び修繕を行い、道路交通の安全性・信頼性を確保します。

189,567 169,631 △ 19,936

12 地震・津波海岸堤防等対策事業 継続 河港課
　今後発生が予測されている南海トラフ地震等の大規模地震を想定し、総合的かつ計画的に浸水被害の解消を図るため、香川県地震・津波対策海
岸堤防等整備計画に基づき、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、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、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を整備します。

102,000 170,000 68,000

13
椛川ダム整備事業
（建設事業、水源地域整備事業）

継続 河港課

　本市の自己水源の確保を図るため、二級河川香東川支流の椛川に香川県が整備する治水、利水、渇水時の水源機能を持つ多目的ダムの建設に
対して、その費用の一部を負担します。
　また、ダム建設による周辺地域の生活環境への影響を緩和し、関係住民の生活の安定と福祉の向上を図るため、道路改良、林道整備などを行い
ます。

547,548 282,776 △ 264,772

14 浸水対策施設整備事業 継続
下水道整備課
下水道施設課

　安全で安心なまちづくりを進めるため、下水道事業計画区域内の浸水被害を受けている地域において、雨水を速やかに排除する雨水管渠やポン
プ施設を計画的に整備します。

952,761 853,297 △ 99,464

5 環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち
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1 多核連携型コンパクト・エコシティ推進事業 継続 都市計画課住宅・まちづくり推進室
　多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画に基づき、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」を実現するため、住宅や医療・福祉・商業等の都市機能を集約するよう緩やかな誘導を図るとともに、公共交
通により交流を促進し、活力あるコンパクトで持続可能なまちづくりに取り組みます。

5,673 5,526 △ 147

2 豊かな住まいづくり事業 継続 都市計画課住宅・まちづくり推進室

　国の住生活基本計画及び香川県住生活基本計画を踏まえ、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、きめ細かな住宅政策に取り組みます。
　また、今後、更なる空き家の増加や、都市のスポンジ化が懸念されていることから、住生活基本計画を策定し、これまでの住宅の「量の確保」から
「質の確保」への転換を図るとともに、多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画及び立地適正化計画における居住誘導区域内の既存ストックの活
用に対し支援することで、居住誘導区域内への定住や、中古住宅の市場流通を促進し、良好な住環境の形成を図ります。

3,279 3,279

3 地域公共交通再編事業 継続 交通政策課
　持続可能な公共交通のネットワークの構築を目指すため、平成３１年３月に改定した「高松市総合都市交通計画」に基づき、「高松市地域公共交通
網形成計画」及び「高松市地域公共交通再編実施計画」に沿って新駅の整備や、バス路線網の再編等に取り組み、コンパクト・プラス・ネットワークの
まちづくりを推進します

915,450 565,697 △ 349,753

4 ＪＲ端岡駅周辺整備事業 継続 交通政策課
　本市が目指す「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えの下、持続可能な公共交通ネットワークの構築を目指し、西部南地域の核となる駅として利
便性の向上と交通結節拠点機能を強化するため、駅の本体機能や駅前広場・国道からのアクセス道路等、一体的な整備を推進します。

20,361 153 △ 20,208

5 公共交通維持改善事業 継続 交通政策課
　公共交通の維持や利便性の向上を図り、良好な交通環境を確保するため、生活バス路線等に対する支援などを行います。また、鉄道事業者が実
施するバリアフリー化事業費の一部を支援するなど、公共交通利用者への利便性の向上を図ります。

108,186 113,897 5,711

6 公共交通利用促進事業 継続
都市計画課
交通政策課

　多様な交通手段が有機的に連携した、快適で人にやさしい都市交通の形成を図るため、過度に自動車に依存しない本市の目指すべき都市交通の
将来ビジョンを明らかにした「高松市総合都市交通計画」や、平成２５年９月に公布・施行した「高松市公共交通利用促進条例」に基づき、各種施策・
事業の推進や市民啓発活動等を行います。

156,634 141,024 △ 15,610

7 レンタサイクル事業 継続 交通政策課
環境にやさしく、機動性に優れた都市内交通手段である自転車を市民の利用に供することで、近距離移動の利便性を向上し、合わせて放置自転車
の防止を図るため、レンタサイクル事業を実施します。

64,601 63,627 △ 974

8 街路事業 継続
都市計画課
道路整備課

　本市における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、集約型都市構造
を目指した良好な市街地の形成や経済活動の活性化を促進します。　また、前回の都市計画道路網の見直しから１０年以上が経過しており、都市再
生特別措置法に基づく「立地適正化計画」や地域公共交通活性化再生法に基づく「地域公共交通網形成計画」の制度化等により、公共交通を基軸と
した集約型都市（コンパクト・プラス・ネットワーク）の構築に向けた取組がより一層求められており、新県立体育館や新駅整備など、新規事業への対
応も含めた都市計画道路ネットワークとしての必要性に変化が生じているため、都市計画道路網再編を実施します。

1,009,934 284,705 △ 725,229
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Ａ

9 中心市街地活性化推進事業 継続 都市計画課住宅・まちづくり推進室
　中心市街地の人口減少や商店街の空き店舗増加など、本市を取り巻く環境の変化に対応し、中心市街地のにぎわいを創出するため、第３期高松
市中心市街地活性化基本計画に掲載されている事業の進捗を図ることで中心市街地の活性化に取り組みます。

27,848 4,553 △ 23,295

10 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し
ます。

16,981 581,696 564,715

11 南部３町商店街における優良建築物等整備事業 継続 都市計画課
　南部３町商店街において、中心市街地の活性化と併せ、まちなか居住を促進するため、民間事業者が建設する共同住宅や診療所、一時預り等の
子育て支援施設などの整備に対し、事業費の一部を支援します。

46,200 66,820 20,620

6

1 地域コミュニティ協議会事務局体制強化支援事業 継続 コミュニティ推進課
　新しい公共の担い手として、地域コミュニティ協議会が地域社会の中心的な役割を果たすことで、地域のまちづくりが活性化するため、事務局体制
の強化支援を行います。

117,793 117,925 132

2 地域まちづくり交付金事業 継続 コミュニティ推進課

　地域コミュニティ協議会が主体的に行うまちづくり活動を支援し、市民と行政との協働による地域自らのまちづくりを推進するため、地域コミュニティ
協議会に対して事業の実施に要する経費等を交付します。
　この交付金を主体的・積極的なまちづくりの促進とコミュニティ活動を担保するための財源とし、事業実施について地域に一定の裁量権を付与する
ことで「地域自らのまちづくり」の機運を醸成し、地域の自立を促進します。

307,845 296,595 △ 11,250

3 自治会再生支援事業 新規 コミュニティ推進課
　地域コミュニティの中心的役割を担う自治会の活動を支援することで、地域の連帯感を取り戻し、地域みずからのまちづくりを目指します。自治会の
在り方等検討プロジェクトチームで検討された自治会支援策を踏まえて、地域と行政とで共に自治会再生に向けた新たな取組みを実施し、自治会の
みならず、地域コミュニティの再生を目指します。

5,843 5,843

4 大島振興方策推進事業 継続 地域振興課
河港課

　大島におけるこれまでのハンセン病療養所としての歴史等を後世に伝えていくとともに、瀬戸内国際芸術祭を契機として育まれた、芸術関係者を始
めとする島外の人々との交流を更に活性化するなど、大島の振興を図るため、「大島振興方策」に掲げる具体的施策・事業を計画的に実施します。

64,642 56,226 △ 8,416

5 多様な主体との連携推進事業 継続 政策課
　本市の行政課題に迅速かつ的確に対応するため、地域の人的・知的資源であり、本市と包括協定を締結する大学等と、多分野・多面的に連携事
業を推進します。
　また、産業振興による地域活性化及び市民生活の向上を図るため、大学、企業等、多様な主体との連携強化に取り組みます。

2,000 200 △ 1,800

市民と行政がともに力を発揮できるまち
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6 総合センター整備事業 継続
地域振興課
人事課行政改革推進室
保健センター

　多様化する市民ニーズや人口減少、少子・超高齢化社会など、市政を取り巻く環境の変化と本市の将来的なまちづくりの方向性を踏まえ、限りある
行政資源の効率的運用を図るため、「本庁－支所・出張所」の二層構造を「本庁－総合センター－地区センター（仮称）」の三層構造に再編し、市民
ニーズに的確に応えられる合理的な行政組織を構築します。
　また、中部総合センター（仮称）においては、幼児健康診査の機能を有する保健センターを整備し、高松市南部エリアの地域保健活動の充実を図り
ます。

24,339 1,346,770 1,322,431

7 社会保障・税番号制度推進事業 継続
市民課
人事課行政改革推進室
情報政策課

　社会保障・税番号制度を推進し、市民の利便性向上や行政の効率化を図るため、本市における個人番号のさらなる独自利用事務やマイナンバー
カードの利用拡大について、積極的に検討を行います。

129,707 192,091 62,384

8 オープンデータ利活用推進事業 継続 情報政策課ＩＣＴ推進室
　市民サービスの拡充や経済の活性化を始め、地域住民やコミュニティ、本市が抱える地域課題の発見・解決につなげるため、本市が保有するデー
タのオープン化やデータを活用できる人材の育成など、オープンデータの利活用を推進します。

3,232 1,713 △ 1,519

9 スマートシティたかまつ推進事業 継続 情報政策課ＩＣＴ推進室
　ＩＣＴ・データの活用と産学民官の多様な主体が参画する「スマートシティたかまつ推進協議会」との連携により、本市が抱える地域課題の解決を図
るため、ＩｏＴ共通プラットフォームを活用して、様々な分野のデータの収集・分析等を推進します。

30,000 27,508 △ 2,492

10 ＡＩ等利活用推進事業 継続
情報政策課
情報政策課ＩＣＴ推進室

　人口減少など、急速な社会構造の変化により、人手不足や財政的制約が強まる中、業務を効率化し、市民サービスの向上や働き方改革を推進す
るため、ＡＩ（人工知能）等先端技術の利活用を推進します。

4,315 10,800 6,485

合計 12,617,760 19,039,068 6,421,308
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