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１．令和３年度当初予算案の特色
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(１) 一般会計予算案規模は、対前年度比３１億円（１．９％）の減

(３) プライマリーバランスは４年ぶりの赤字

(４) 財源不足は拡大し、前年以上に財政調整基金を取り崩す状況

(２) 重点取組事業は、８５事業・１３８億円を計上

●新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と、社会経済活動の維持の両立を図りながら、「新たな日常」の実現に向けた

予算

●「第３期まちづくり戦略計画」登載の重点取組事業等の積極的な推進

・誰もが支え・支えられる社会の実現に向けた、地域課題解決の体制づくりなど、地域共生社会の構築

・総合的な住宅政策の策定や交通ネットワークの再編など、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり

・ＩＣＴを活用した政策課題の解決や行政の効率化など、スマートシティの推進

●行政手続のオンライン化を始めとしたデジタル化の推進

●脱炭素社会の構築に向けた、ゼロカーボンシティへの取組

●一般会計の予算規模は、新香川県立体育館の建設用地買戻しや総合センター等の整備事業費等の減により、３年ぶりの減
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２．予算規模 ※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。

（百万円・％）

区分 Ｒ３当初 Ｒ２当初 増減額 増減率

一般会計（A） 161,100 164,200
※ (157,857)

▲3,100
(3,243)

▲1.9
(2.1)

特別会計（B） 110,274 107,917 2,357 2.2

うち国民健康保険事業 43,926 45,038 ▲1,112 ▲2.5

うち介護保険事業 42,805 41,388 1,417 3.4

企業会計
（C）

病院事業 10,626 10,963 ▲337 ▲3.1

下水道事業 20,362 20,567 ▲205 ▲1.0

全会計（A+B+C） 302,362 303,647 ▲1,285 ▲0.4

●特別会計（B）

・国民健康保険事業特別会計…保険給付費の減などによる減（▲11.1億円、▲2.5％）
・介護保険事業特別会計…保険給付費の増などによる増（＋14.2億円、＋3.4％）

・競輪事業特別会計…車券発売収入の増などによる増（＋22.7億円、＋16.8%） など

●企業会計（C）
・病院事業会計…医療器械等整備事業費の減などによる減（▲3.4億円、▲3.1％）

・下水道事業会計…減価償却費の減などによる減（▲2.0億円、▲1.0％）

※（）内の数字は新香川県立体育館用地買戻しを除く
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３．主な事業 ※主なまちづくりの目標と重点取組事業など

重点取組事業は８５事業・１３８億円を計上

●健やかにいきいきと暮らせるまち

・不妊治療支援事業
・医療的ケア児の支援体制の整備
・６５歳からのプラチナ世代元気応援事業 など

●産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち

・中小企業の経営力強化に対する支援
・企業誘致・起業支援による地域経済活性化の促進
・塩江温泉郷の観光振興 など

・オープンデータ利活用推進事業
・スマートシティたかまつ推進事業 など

・新型コロナウイルス感染症ワクチン接種 など

●安全で安心して暮らし続けられるまち

・再生可能エネルギーの普及促進
・動物愛護センター関連施設の整備 など

●その他

●市民と行政がともに力を発揮できるまち
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４．プライマリーバランスの状況（一般会計）

・ プライマリーバランスは、臨時財政対策債の増や高等学校校舎等建設事業の本格化など
に伴う市債借入額の増加により、４年ぶりの赤字（Ｒ２年度は１５億円の黒字）

区分 Ｒ３当初 Ｒ２当初 増減額 増減率

公 債 費 ① 17,582 17,098 484 2.8

市債借入額 ② 18,278 15,555 2,723 17.5

プライマリーバランス
① － ②

▲696 1,544 ▲2,239 ▲145.1

（百万円・％）（公債費と市債借入額の状況）

プライマリーバランス ＝ (歳入－市債借入額) － (歳出－公債費)
※予算では、歳入＝歳出であるため、公債費－市債借入額 となる

プライマリーバランス
(横浜方式)

▲1,459 707 ▲2,166 ▲306.5

（参考）プライマリーバランス(横浜方式) ＝ 公債費のうち元金償還額－市債借入額
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５．一般財源の状況（一般会計）

一般財源 Ｒ３当初 Ｒ２当初 増減額 増減率

市税 61,139 64,529 ▲3,390 ▲5.3

地方譲与税・交付金 12,945 12,802 143 1.1

地方交付税・臨時財政対策債 24,680 21,300 3,380 15.9

その他 1,095 748 347 46.4

充当可能一般財源（A) 99,859 99,379 480 0.5

所要一般財源（B） 102,859 101,879 980 1.0

（百万円・％）

一般財源不足額（Ｂ－Ａ） 3,000 2,500 500 20.0

・ 一般財源不足は３０億円（Ｒ２年度：25億円、Ｒ元年度：20億円(肉付け後：28億円)）となり、
財政調整基金の取崩しで対応

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、市税が大幅に減収になるが、臨時財政対策
債と地方交付税の総額が増となるため、充当可能一般財源（A）は前年度より約５億円の増、一方
で、大型建設事業の償還開始に伴う公債費の増などにより、所要一般財源（B）が約１０億円増加
したことから、一般財源不足額は２年度予算比で約５億円の増

充当可能一般財源とは・・・使途が特定されず、どの経費にも自由に充当できる収入

※Ｒ２予算は、歳入歳出同額となる体育館整備用地購入額を除いて記載している。
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６-1．一般会計歳入歳出予算の主な増減（対前年度当初予算）

科目 Ｒ３当初 Ｒ２当初 増減額 増減率

市 税 61,139 64,529 ▲3,390 ▲5.3

地方譲与税・交付金 12,945 12,802 143 1.1

地方交付税 14,688 15,240 ▲552 ▲3.6

国・県支出金 41,993 38,897 3,096 8.0

市 債 18,278 15,555 2,723 17.5

その他 12,057 17,177 ▲5,120 ▲29.8

合 計 161,100 164,200 ▲3,100 ▲1.9

≪歳入≫

市税
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う減

法人市民税 ▲21.7億円、個人市民税 ▲7.8億円、固定資産税 ▲5.6億円

地方譲与税・交付金
個人消費の低迷などに伴う地方消費税交付金の減 ▲5.3億円、

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の創設等による地方特例交付金の増 ＋4.4億円

地方交付税 「合併算定替」の終了などによる普通交付税の減 ▲5.5億円

国・県支出金
新型コロナウイルス感染症予防接種事業費負担金 ＋16.4億円、

新型コロナウイルス感染症予防接種事業費補助金 ＋7.8億円

市債 臨時財政対策債 ＋39.3億円、高等学校校舎等建設事業債 ＋10.2億円

その他 高松市土地開発公社事業資金貸付金償還金 ▲65.5億円

（百万円・％）
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≪歳出：目的別≫

６-2．一般会計歳入歳出予算の主な増減（対前年度当初予算）

目的 Ｒ３当初 Ｒ２当初 増減額 増減率

民生費 71,904 70,655 1,249 1.8

衛生費 16,982 14,591 2,391 16.4

土木費 11,104 11,841 ▲737 ▲6.2

教育費 17,936 23,582 ▲5,646 ▲23.9

その他 43,174 43,531 ▲357 ▲0.8

合 計 161,100 164,200 ▲3,100 ▲1.9

（百万円・％）

民生費 私立認定こども園施設型給付費 ＋8.6億円、障害福祉サービス給付費 ＋7.0億円、私立保育所運営費 ▲3.9億円

衛生費 新型コロナウイルス感染症予防接種事業費 ＋24.2億円、椛川ダム整備事業出資金 ▲2.4億円、病院事業会計負担金 ▲1.1億円

土木費 新駅等整備事業費 ▲3.1億円、道路舗装国庫補助事業費 ▲2.1億円、道路新設改良国庫補助事業費 ▲2.1億円

教育費 新香川県立体育館整備関連事業費 ▲63.4億円、高等学校校舎等建設事業費 ＋14.6億円、中学校施設老朽化対策事業費 ＋4.7億円

その他 総合センター等整備事業費 ▲4.9億円
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≪歳出：性質別≫

６-3．一般会計歳入歳出予算の主な増減（対前年度当初予算）

性質 Ｒ３当初 Ｒ２当初 増減額 増減率

物件費 20,582 17,308 3,274 18.9

扶助費 46,341 45,433 908 2.0

補助費等 15,024 15,704 ▲680 ▲4.3

建設事業費 13,029 20,358 ▲7,329 ▲36.0

公債費 17,582 17,098 484 2.8

その他 48,542 48,299 243 0.5

合 計 161,100 164,200 ▲3,100 ▲1.9

物件費
新型コロナウイルス感染症予防接種事業費 ＋24.0億円、
教育ＩＣＴ整備・活用推進費 ＋1.3億円、衆議院議員選挙費 ＋1.0億円

扶助費 私立認定こども園施設型給付費 ＋8.5億円、障害福祉サービス給付費 ＋7.0億円、私立保育所運営費 ▲3.8億円

補助費等 多彩な園芸産地育成推進事業費 ▲2.2億円、企業誘致推進費 ▲2.2億円、下水道事業会計負担金 ▲1.7億円

建設事業費 新香川県立体育館整備関連事業費 ▲63.4億円、高等学校校舎等建設事業費 ＋14.6億円、中学校施設老朽化対策事業費 ＋4.7億円

公債費 元金償還金 ＋5.6億円

その他 高松市土地開発公社事業資金貸付金 ＋2.3億円、介護給付費繰出金(介護保険事業会計) ＋1.9億円

（百万円・％）



性質 Ｒ３当初 Ｒ２当初 増減

①自主財源比率 45.4 49.8 ▲4.4

②一般財源比率 63.8 65.9 ▲2.1

③義務的経費率 59.9 57.9 2.0

④市債依存率 11.3 9.5 1.8

（％）
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７-1 ．財務比率等（一般会計）

①自主財源比率…市税や高松市土地開発公社事業資金貸付金償還金などの自主財源が大幅に減少したこと、さらに、新型

コロナウイルス感染症予防接種事業に対する国庫支出金や臨時財政対策債などの依存財源が増加したことから、4.4ポ

イントの減

②一般財源比率…市税などの一般財源が減少し、国庫補助事業が増加したため、2.1ポイントの減

③義務的経費率…扶助費や公債費などの義務的経費が増加したため、2.0ポイントの増

④市債依存率…臨時財政対策債の増により、1.8ポイントの増

主要比率の状況
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７-2 ．財務比率等（一般会計）

（百万円・％）

ストック指標の見通し

【市債】

・Ｒ３年度末残高見込みは、市債借入が元金償還を上回ることから、２年度末見込みに比べ約14.6億円の増

・臨時財政対策債を除くと約26.6億円の減

【財源対策基金残高】

・Ｒ３年度末残高見込みは、２年度末見込みに比べ約34.9億円の減

（３年度取崩予定額：35億円（財政調整基金30億円、施設整備基金5億円）、

２年度取崩予定額：32億円（全て財政調整基金：当初25億円、補正7億円））

区分 Ｒ３末見込 Ｒ２末見込 増減額 増減率

市債残高 185,437 183,978 1,459 0.8

①臨時財政対策債 80,661 76,546 4,115 5.4

②臨時財政対策債除く 104,776 107,432 ▲2,656 ▲2.5

財源対策基金残高 4,776 8,270 ▲3,494 ▲42.2

①財政調整基金 3,153 6,149 ▲2,996 ▲48.7

②減債基金 601 600 1 0.1

③施設整備基金 1,022 1,521 ▲499 ▲32.8
※Ｒ３末見込は、予算案ベースの見通し、決算剰余金による積増しは考慮していない。※Ｒ２末見込は、12月補正後の額(臨時財政対策債は確定値含む）
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１ 健やかにいきいきと暮らせるまち

事 業 費 財 源

15,254千円
国 5,770千円

一財 9,484千円

拡充

令和２年度まで 令和３年度から

保育所、こども園
保育所、こども園
幼稚園、小・中学校

医療的ケア児支援事業
【こども園運営課、総合教育センター】

保育所、こども園における医療的ケア児（※）の支援を、
令和３年度から、幼稚園、小・中学校まで拡充します。
※人工呼吸器や胃ろう等を使用し、痰の吸引や経管栄養等の医療的ケアが必
要な児童。

不妊治療支援事業 【健康づくり推進課】

拡充
事 業 費 財 源

206,128千円

国 100,930千円

県 100,000千円

一財 5,198千円

子どもを望む世帯の経済的負担を軽減するため、不妊治療
等に要する費用の助成を拡充します。

所得制限 730万円未満（夫婦合算）

助成額
１回15万円
(初回のみ30万円)

助成回数
生涯で通算６回
（40～43歳未満は３回）

●拡充（特定不妊治療）

撤廃

１回30万円

１子当たり６回
(40～43歳未満は３回)

※一般不妊治療も同様に要件を拡充
※助成額は、２回目まで本市独自で５万円を上乗せ

●新規（不育症検査）

補助対象 研究段階にある不育症検査のうち、保険適用外のもの

助成額 １回５万円を上限
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６５歳からのプラチナ世代元気応援事業
（介護保険事業特別会計） 【長寿福祉課】

新規
事 業 費 財 源

3,646千円 国 3,646千円

運動や生活習慣の改善に取り組む高齢者への応援金の支
給やオンラインを活用した介護予防教室等を実施します。

元気支度応援金支給事
業

自力で健康維持することを目的と
した元気支度応援金の支給

オンライン介護予防推
進事業

スマホ・タブレット使い方教室や
オンライン介護予防教室の実施

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 【障がい福祉課】

事 業 費 財 源

3,362千円

国 57千円

他 300千円

一財 3,005千円

言語としての手話に対する理解の増進と、障がいの特
性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利
用の促進のため、必要な施策を実施します。

【新規】手話動画ＰＲ事業

商店街コミュニケーション支援ボード事業

小学校での手話学習事業

手話通訳者育成研修の実施

ＵＤトーク搭載タブレットの活用

職員研修の実施

拡充
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予防接種事業 【保健予防課】

事 業 費 財 源

2,420,172千円 国 2,420,172千円
新規

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を実施します。
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２ 心豊かで未来を築く人を育むまち

小・中学校施設老朽化対策事業
【教育局総務課 学校施設整備室】

高松第一高等学校校舎等改築事業
【高松第一高等学校】

事 業 費 財 源

820,388千円

国 185,495千円

市債 535,900千円

他 50,000千円

一財 48,993千円

債 務 負 担 行 為

R4～R5 923,712千円

拡充

老朽化した小・中学校の改築工事等を行います。

香南小学校改築 実施設計等

香東中学校改築 校舎改築工事等

国分寺中学校大規模改修 電気設備移設業務等

事 業 費 財 源

3,199,437千円

市債 2,675,200千円

他 320,000千円

一財 204,237千円

生徒の安全や快適な学習環境の確保を図るため、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います。

Ｒ３事業 本校舎改築工事等（本校舎Ｒ３年９月供用開始予定）

校舎棟北側鳥瞰イメージ



教育ＩＣＴ整備・活用推進事業 【総合教育センター】
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事 業 費 財 源

186,789千円 一財 186,789千円
拡充

情報活用能力を育成するとともに、学習活動の一層の
充実と主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善
を目指したＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、ＩＣＴ
を活用した教育を推進します。

タブレット端末を使った授業の様子

小・中学校全学年の普通教室に導入した電子黒板や一人一台
端末を活用した学習活動の実現
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３ 産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち

企業誘致・起業支援による地域経済活性化促進事業
【産業振興課 企業立地推進室】

地域経済の発展や雇用機会の拡大を図るため、高松市企業誘致
条例に基づく指定企業に対し、助成金を交付します。

工場 ２件

運輸施設 １件

情報処理関連施設 １件

知的創造サービス業を行う事業所 １件

事 業 費 財 源

214,913千円
他 732千円

一財 214,181千円

中小企業経営力強化支援事業 【産業振興課】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けている中小
企業等を対象として、中期的視点で事業基盤・事業継続力の強化
を図るための事業を実施します。

事 業 費 財 源

83,909千円

国 3,090千円

他 80,000千円

一財 819千円

新規

【新規】ＢＣＰ策定支援事業・普及啓発事業

【新規】就労環境改善事業

経営相談事業

実質無利子・無担保融資 など
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全国高校総体（2022）開催準備事業
【スポーツ振興課】

令和４（2022）年度に開催される四国インターハイを円滑

に進めるため、実行委員会を設立し、先催市への視察を行う
ほか、開催予定施設の整備を行います。

【高松市開催競技】

体操（新体操）

バスケットボール

自転車（トラック）

フェンシング

事 業 費 財 源

27,617千円 一財 27,617千円
拡充

躍動の青い力 四国総体 ２０２２

屋島活性化推進事業
【観光交流課 観光エリア振興室】

屋島の活性化を図るため、屋島山上交流拠点施設の整備を
進め、山上での各種イベントの開催などに取り組みます。

屋島山上交流拠点施設の整備

【拡充】ウェブサイト『all YASHIMA』の観光情報の充実

屋島山上での各種イベントの開催支援

屋島山上シャトルバス運行支援 など

事 業 費 財 源

199,960千円

市債 113,500千円

他 48,200千円

一財 38,260千円

拡充



温泉をいかした塩江地域の観光振興事業
【観光交流課 観光エリア振興室】

附属医療施設（塩江分院）整備事業(※）

【みんなの病院事務局総務課 附属医療施設整備室】
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事 業 費 財 源

93,071千円

国 13,516千円

市債 18,200千円

他 16,227千円

一財 45,128千円

※まちづくりの目標１「健やかにいきいきと暮らせるまち」

塩江温泉郷のシンボルとなる新たな交流拠点づくりのた
め、「塩江道の駅エリア」において、観光関連施設と医療
施設を一体的に整備します。

拡充

移住・定住促進事業【政策課 移住・定住促進室】

移住・定住を促進するため、本市の魅力発信や移住希望者
の本市での起業及び就職支援などの取組を展開します。

事 業 費 財 源

30,699千円

国 6,171千円

県 10,847千円

他 50千円

一財 13,631千円

拡充

オンライン移住相談会（イメージ）

移住応援プロジェクト（首都圏交流会など）

オンライン移住相談会

東京圏ＵＪＩターン移住支援事業 など

首都圏交流会の様子
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事 業 費 財 源

35,400千円
他 10,000千円

一財 25,400千円

再生可能エネルギー普及促進事業
【環境総務課 地球温暖化対策室】

ゼロカーボンシティの実現に向け、スマートハウスやＺ
ＥＨ設備の設置等に対し、費用の一部を補助します。
また、再生可能エネルギーの更なる拡充・利用促進を進

めるための調査・研究を行います。

拡充

【新規】スマートハウス等普及促進補助金

蓄エネ設備及びＨＥＭＳ設置費補助
ＺＥＨ化補助
断熱リフォーム補助
居住誘導加算

【新規】再エネの更なる拡充・利用促進のための調査・研究

地域再エネ導入を計画的・段階的に進める戦略検討
エネルギーの地産地消可能性調査

※スマートハウス
ＩＴを使って家庭内のエネルギー消費が最適に制御された住宅。
創エネ設備（太陽光発電システム等）＋蓄エネ設備（蓄電池等）
＋整エネ設備（ＨＥＭＳ）。

※ＺＥＨ
住宅の高断熱化と、高効率な設備・システムの導入により、大幅な
省エネを実現し、その上で再エネを導入し、年間で創エネが消費エ
ネルギーより多い、又はゼロとすることを目指した住宅。

４ 安全で安心して暮らし続けられるまち
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動物愛護センター関連施設整備等事業
【生活衛生課】

犬・猫の殺処分ゼロを目指すため、保護犬・猫の「一時保
管施設」を整備するとともに、香川県と共同で運営する
「しっぽの森」での譲渡を推進します。

整備予定地 高松市平和公園内

収容頭数 犬20頭、猫30頭

完成予定 令和６年度供用開始予定

拡充

●一時保管施設

事 業 費 財 源

122,400千円

国 36,861千円

市債 27,600千円

他 9,055千円

一財 48,884千円

債 務 負 担 行 為

R4 9,940千円

空き家等対策事業 【くらし安全安心課】

市民が安全で安心に暮らせる良好な住環境の整備を図るた
め、空き家等の除却支援や利活用促進などの対策を行います。

老朽危険空家除却支援事業

空き家バンク登録空き家改修支援事業

事 業 費 財 源

33,142千円

国 12,000千円

県 8,250千円

一財 12,892千円



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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高松丸亀町商店街再開発事業 【都市計画課】

中心市街地の活性化や居住環境の充実を図るため、高松市
大工町・磨屋町地区の再開発に係る費用に対して補助します。

事 業 費 財 源

612,677千円

国 306,228千円

県 153,114千円

市債 136,500千円

一財 16,835千円

大工町外観のイメージパース

サンポート地区周辺再生推進事業 【都市計画課】

サンポート地区周辺整備について、官民の様々な人材が集
積するエリアプラットフォームを構築するとともに、エリア
の将来像を議論・共有するなど、未来ビジョンの策定に取り
組みます。

事 業 費 財 源

13,400千円
国 10,000千円

一財 3,400千円

新規
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南部３町商店街における優良建築物等整備事業
【都市計画課】

事 業 費 財 源

209,800千円

国 104,900千円

県 52,450千円

一財 52,450千円

中心市街地の活性化や居住環境の充実を図るため、常磐町
地区の街なか居住の利便性を向上させる施設の建築工事に対
して補助します。

共同住宅
診療所など

常磐町外観の
イメージパース
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６ 市民と行政がともに力を発揮できるまち

総合センター整備事業
【地域振興課、健康づくり推進課】

市民ニーズに的確に対応するため、高松市地域行政組織再
編計画に基づき、総合センター等を整備します。

事 業 費 財 源

853,401千円

国 208,460千円

市債 520,400千円

他 60,000千円

一財 64,541千円

債 務 負 担 行 為

R4 869,120千円

中部総合センター（仮称）イメージ
（仏生山地区）

東部南総合センター（仮称）イメージ

（山田地区）

中部総合センター（仮称） 建設工事等

東部南総合センター（仮称） 建設工事等

次期総合計画策定事業 【政策課】

第６次高松市総合計画の計画期間が令和５年度で終了する
ことから、３年度から５年度にかけて次期高松市総合計画を
策定します。

基礎調査

市民等意識調査

事 業 費 財 源

9,306千円 一財 9,306千円
新規

現行の高松市総合計画
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オープンデータ利活用推進事業
【情報政策課 ＩＣＴ推進室】

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。

事 業 費 財 源

2,963千円 一財 2,963千円

競輪事業
（競輪事業特別会計） 【競輪場事業課】

競輪事業の更なる収益確保のため、令和４年度から開催予定の
ミッドナイト競輪に必要な整備を実施します。

事 業 費 財 源

248,440千円 他 248,440千円

債 務 負 担 行 為

R4 163,404千円

ナイター照明設備等設置工事 など

豊橋競輪場におけるミッドナイト競輪の開催風景

オープンデータサイトの運用

オープンデータ利活用人材育成

オープンデータサイト「オープンデータたかまつ」
https://opendata-portal.smartcity-takamatsu.jp/
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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、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。

スマートシティたかまつ推進事業
【情報政策課 ＩＣＴ推進室】

事 業 費 財 源

30,385千円
他 342千円

一財 30,043千円

ＩｏＴ共通プラットフォームの運用

プログラミングコンテストの開催、ＷＧ実証支援 など

ＩｏＴ共通プラットフォーム


