
令和３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 不妊治療支援事業 継続 健康づくり推進課
　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。

116,800 112,644 △ 4,156

2 医療的ケア児支援事業 継続
こども園運営課
総合教育センター

　保育所、幼稚園及び小・中学校の利用を希望する医療的ケア児を安全に受け入れるため、保育所・幼稚園等に
おける受入体制を整備し、医療的ケア児の支援を実施します。

7,082 15,310 8,228

3 65歳からのプラチナ世代元気応援事業 新規
長寿福祉課
地域包括支援センター

　高齢になっても健康で活動的な状態を維持していくため、自らが運動や生活習慣の改善に移行することを応援す
るための助成やオンラインを活用した介護予防教室等を実施することにより、高齢者の健康づくりの意識啓発と地
域の介護予防活動を推進します。

3,644 3,644

4 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。

112,485 111,056 △ 1,429

5 附属医療施設（塩江分院）整備事業 継続
みんなの病院事務局総務課附属医療施設
整備室

　「高松市民病院と香川診療所を移転統合した新病院を整備し、塩江分院をその附属医療施設とする。」という基本
方針に基づき、市立３病院を統合・再編することとしており、「地域まるごと医療」を実践し、塩江地区の地域包括ケ
アシステムの構築に貢献するため、附属医療施設を整備します。

66,340 66,340

2 心豊かで未来を築く人を育むまち

1 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、計画的か
つ効果的な老朽化対策に取り組みます。

270,291 1,417,212 1,146,921

2 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。

59,387 1,519,897 1,460,510
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3 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等を設置します。
　また、国のＧＩＧＡスクール構想への対応を進めるほか、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。

59,579 206,355 146,776

4 サンクリスタル高松在り方検討事業 継続 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、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。

14,663 470 △ 14,193

5 LGBT啓発等推進事業 継続 男女共同参画・協働推進課
　ＬＧＢＴに対する正しい意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、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。

439 322 △ 117

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 中小企業経営力強化支援事業 新規 産業振興課
　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている中小企業等について、中期的視点で事業基盤・事業継続力の
強化を図るため、事業者を対象とする経営相談や実質無利子・無担保融資制度を提供するほか、事業継続計画
（ＢＣＰ）策定の支援、就労環境改善事業等を実施します。

83,959 83,959

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
産業振興課企業立地推進室

　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、高松市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、起業（創業）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。

427,889 246,503 △ 181,386

3 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、事前合宿や聖火リレーを実施し、スポーツ人口の拡大に取り組みます。

28,752 27,989 △ 763

4 温泉をいかした塩江地域の観光振興事業 継続 観光交流課観光エリア振興室
　観光客のニーズや嗜好、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みます。

483,300 483,300

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。

30,556 29,931 △ 625
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4 安全で安心して暮らし続けられるまち

1 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、人と動物の共生できるまちづくりを推進するため、香
川県と共同で整備したさぬき動物愛護センター「しっぽの森」を中心に動物愛護の精神の普及啓発を図るとともに、
犬・猫の一時保管施設を整備するなど、犬・猫の殺処分数の減少に取り組みます。

49,743 135,032 85,289

2 次期ごみ処理施設整備検討事業 継続 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が令和１４年度末に稼働を終了するほか、南部ク
リーンセンターも同時期に稼働後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 12,586 3,048

3 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、事業者に市有地の有償貸出を行います。

38,810 35,400 △ 3,410

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。

33,721 36,705 2,984

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。

213,600 162,000 △ 51,600

5 環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち

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、きめ細かな住宅施策に取り組みます。
　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 10,043 6,764

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」
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。

565,697 250,885 △ 314,812
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3 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。

4,553 20,493 15,940

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します。

581,696 1,306,716 725,020

5 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。

66,820 209,800 142,980

6 市民と行政がともに力を発揮できるまち

1 自治会再生支援事業 継続 コミュニティ推進課
　地域の連帯感を取り戻し、地域自らのまちづくりを推進するため、「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を実施するなど、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します。

5,843 5,619 △ 224

2 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
健康づくり推進課

　多様化する住民ニーズや人口減少、少子・超高齢社会など、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。
　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。

1,346,686 870,516 △ 476,170

3 次期総合計画策定事業 新規 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、新たな目標と発展の方向性を定め、各
種施策・事業を総合的かつ計画的に推進するため、市政運営の基本方針としての次期高松市総合計画を策定しま
す。

9,904 9,904

4 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。

27,508 30,712 3,204

5 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。

10,800 8,945 △ 1,855
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