
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要求額

（単位：千円）
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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
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。 1,042,066 730,897 △ 311,169

2 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。

790,013 949,113 159,100

3
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、総合センター等に福祉の総合相談窓口を設置し、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 25,312 7,657

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、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」の配置や、容態に応じた相談や利用できる機関名や内容等を
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」の設置・運営を行います。さらに、地域連携ネットワークを構築することにより、成年後見制度の利用促
進に向けた体制づくりを進めていきます。

8,403 16,937 8,534

5 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。

112,614 112,704 90

2

1 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 　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 1,803,933 1,383,487

2 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ＩＣ
Ｔ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

3 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。 16,038 16,038
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産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち



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要求額

（単位：千円）

N0. 事業名
新規
継続 課・室 事業概要

令和元年度
当初予算額

Ａ

増減
B-Ａ

令和２年度
要求額

B

1 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。

137,015 436,335 299,320

2 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

3 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。

110,001 545,554 435,553

4 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 30,623 18,623

5 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 30,647 8,205
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1 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。

651 651

2 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

3 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。 120,526 185,887 65,361

4 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 33,992 984

安全で安心して暮らし続けられるまち
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5 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
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1 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、住生活基本計画の策定により、これまでの住宅の「量の確保」から「質の確保」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を促進します。

9,348 9,348

2 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」の基
本方針に沿って、３０年度に改定した「地域公共交通網形成計画」及び「地域公共交通再編実施計画」に基づき、既存ス
トックを有効に活用し、新駅整備事業、複線化事業、バス路線網の再編等を推進します。

915,450 765,862 △ 149,588

3 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 1,131,967 1,114,986

4 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 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。

5,973 5,973

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 56,306 △ 8,336

3 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 1,815,301 1,790,962

4 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の推進を図ります。 4,315 10,800 6,485

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


