
令和４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 放課後児童クラブ事業 継続 子育て支援課
　保護者が就労等により昼間家庭に居ない、小学校に就学している児童の健全な育成を図るため、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や生活の場を提供するとともに、学童保育を実施する
社会福祉法人等を支援することにより、子育て支援の充実を図ります。

1,015,335 1,093,539 78,204

2
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の配置や、「つながる福祉相談窓口」の設置をするほか、国の「重層的支
援体制整備事業」枠組みを活用して、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施します。
　 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。

31,368 49,903 18,535

3 共助の基盤づくり事業 新規 長寿福祉課
　重層的支援体制整備事業の柱となる事業として、インフォーマル活動の活性化を図る事業を実施し、地域サービ
スの担い手の確保、育成に資する活動を支援します。

10,000 10,000

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ることができる社会の実現を
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」を中心とした、関係機関との地域連携ネットワークの構築を図ります。

15,466 15,262 △ 204

5 附属医療施設（塩江分院）整備事業 継続 塩江分院事務局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。

16,227 54,720 38,493

2 心豊かで未来を築く人を育むまち

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、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
ザー派遣等を行います。
　また、様々な不安や悩みを抱える女性への支援として、グループ相談等を実施するとともに、それぞれの悩みに
寄り添った相談支援を実施します。

3,256 2,882 △ 374

2 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学校施設長寿命化計画
を策定し、計画的かつ効果的な老朽化対策に取り組みます。

820,388 2,309,846 1,489,458
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3 学校給食調理場整備事業 継続 保健体育課
　安全で安心な学校給食の提供を行うため、施設の老朽化が著しい学校給食調理場について、衛生管理を強化し
た施設とするなど、「高松市学校給食調理場整備計画」等に基づき、計画的かつ効果的な整備に取り組みます。

36,032 36,032

4 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。 3,199,437 1,901,300 △ 1,298,137

5 教育ICT整備・活用推進事業 継続 総合教育センターＩＣＴ教育推進室

　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、電子黒板の活用を進めます。また、国のＧＩＧＡスクール構想によって整備した一人一台端末
を活用し、より多彩な指導を行うことにより、児童生徒の学習意欲の向上や情報活用能力・思考力・判断力等の育
成を図ります。

186,789 221,220 34,431

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 中小企業等デジタルビジネス推進支援事業 新規 産業振興課

　デジタル技術を活用して生産性向上や経営課題の解決に取り組む市内中小企業等を支援するため、自社内のデ
ジタル化を推進する事業者に対する補助や、デジタル化に関する専門的サポートにプッシュ型で取り組む民間企業
と連携します。　また、ビジネスにおける価値創出のために重要なデジタル技術の活用やデジタルビジネス創出の
取組に対し、支援していきます。

39,669 39,669

2 担い手への支援・農地集積推進事業 新規 農林水産課
　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基づき、優良農地の確保対策を総合的に実施
するため、荒廃農地の解消・発生防止に取り組むとともに、農地利用の効率化を図り、認定農業者等（担い手）への
農地集積を促進します。

26,699 26,699

3 高松盆栽産地ブランド確立事業 継続 農林水産課
　高松盆栽の育成・振興及びブランド化を図り、人づくりを推進するとともに、盆栽事業者と連携して、高松盆栽ＰＲ・
盆栽の生産振興・輸出拡大による販路の拡大等に取り組みます。

22,074 24,174 2,100

4 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。

325,294 152,198 △ 173,096

5 全国高校総体（2022）推進事業 継続 スポーツ振興課全国高校総体推進室
　令和４年に四国で開催される全国高校総体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。

27,617 69,382 41,765
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6 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。

93,071 535,114 442,043

7 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。

30,699 46,963 16,264

4 安全で安心して暮らし続けられるまち

1 住宅建築物耐震改修等事業 継続 建築指導課

　高松市耐震改修促進計画に基づき、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、耐震診断
が義務化された建築物に対し、耐震診断等の費用の一部を補助することにより、耐震化を促進するとともに、通学
路等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します。

174,705 112,023 △ 62,682

2 犬猫一時保管施設（仮称）整備事業 継続 生活衛生課
　犬・猫の殺処分数が全国ワースト上位である本市の現状を踏まえ、人と動物が共生できるまちづくりを推進するた
め、犬・猫の殺処分を無くすことを目指して、犬猫一時保管施設（仮称）を早期に整備します。（令和３年度は、さぬ
き動物愛護センター「しっぽの森」関連事業費を含みます。）

122,400 10,940 △ 111,460

3 ゼロカーボンシティ推進事業 新規 環境総務課地球温暖化対策室
令和２年１２月に宣言した、２０５０年に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現を目
指し、市民や事業者、関係機関と連携して各種事業に取り組みます。

1,051 1,051

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。

33,142 48,742 15,600

5 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りょうについて、適正な維持管理や修繕等のコスト縮減
を図るため、「高松市橋りょう長寿命化修繕計画」に基づき、順次、橋りょう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。

263,949 297,828 33,879

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

　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。

4,946 12,546 7,600

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、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。

8,004 22,275 14,271

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形成に向けて、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計画」及び「⾼松市地域公共交通利便増進実施計画」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。

265,448 229,464 △ 35,984

4 公共交通維持改善事業 継続
都市計画課
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、⽣活バス路線や離島航路等に対する
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。

121,386 147,474 26,088

5 サンポート地区周辺都市再生推進事業 継続 都市計画課
　市民スポーツの振興はもとより、大型ＭＩＣＥを始め、本市を含めた県域全体のにぎわい創出と地域活性化を図る
ため、サンポート地区周辺整備も含め香川県と協力しながら、環境整備を進めます。

13,400 45,000 31,600

6 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。

612,677 787,437 174,760

6 市民と行政がともに力を発揮できるまち

1 デジタル広報構築事業 新規 広聴広報課
　より多くの市民に市の制度や施策、イベントなど、市政に関する様々な情報をタイムリーに発信し、市政への参画
を推進するため、利用者の多いソーシャルネットワークサービスを活用した、プッシュ型の情報発信の仕組みや双
方向性の機能を活かしたシステムを構築します。

1,930 1,930

2 次期総合計画策定事業 継続 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。

9,306 14,640 5,334

4/5



令和４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）

増減
Ｂ-Ａ

令和３年度
当初予算額

Ａ

令和４年度
要求額

B
N0. 事業名

新規
継続

課・室 事業概要

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
健康づくり推進課

　多様化する市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。
　なお、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。また、東部南総合センター（仮称）においては、センター内に山田保健ス
テーションの移設を行います。

853,401 947,708 94,307

4 スマートシティたかまつ推進事業 継続 デジタル戦略課
　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た様々な分野のデータの収集・分析等、
スマートシティの実現に向けた各種取組を推進します。

30,385 32,692 2,307

5 自治体ＤＸ推進事業 新規
デジタル戦略課
情報マネジメント課

　市民の利便性の向上や庁内業務の効率化を図るため、行政手続の業務見直しを行い、デジタル技術やデータを
活用した行政手続ＤＸ化を推進します。

10,411 10,411
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