
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 妊娠期からの子育て世代包括支援事業 継続 健康づくり推進課
　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、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。

37,611 38,000 389

2 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、令和４年度からの不妊治療の保
険適用の円滑な実施に向け、移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ一回の特定不妊治療につい
て、経過措置として、従来と同様に助成します。
　また、不育症検査（先進医療として告示されている検査に限る）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。

206,128 79,371 △ 126,757

3 保育所・幼稚園等施設整備事業 継続 こども保育教育課施設対策室
　子どもが健やかに育つ環境をつくるため、社会情勢の変化や施設の老朽化の状況を踏まえ、保育環境の改善、
保育施設の保持、認定こども園への移行等、保育所・幼稚園の施設整備を実施します。 114,852 343,176 228,324

4 医療的ケア児支援事業 継続
子育て支援課
こども保育教育課運営支援室
総合教育センター

　保育所、幼稚園、小・中学校等において集団保育・教育が可能な医療的ケア児を安全に受け入れるため、同施
設等における受入体制を整備し、医療的ケア児の保育・教育を実施します。 15,254 15,254

5 子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
もの孤食の防止や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な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「子ども食堂」等の開設や運営に要する費用の一部を
助成します。
　また、子ども食堂実施団体の基盤・体制の強化を図るため、「たかまつ子ども食堂ネットワーク」と連携を図りなが
ら、企業・個人等とのマッチングや寄附・食材提供等の受け入れなどを促進するとともに、ひとり親家庭や生活環境
が厳しい子育て家庭などに、食品や生活用品を無料で提供する「フードパントリー事業」を実施します。

1,075 8,992 7,917

6 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い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します。

1,015,335 1,091,229 75,894

7 放課後子ども教室事業 継続 子育て支援課
　放課後等に子どもたちの安心安全な活動場所を確保するため、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、交流活動等を行います。 19,409 20,013 604

8 保育士確保対策事業 継続 こども保育教育課
　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り、待機児童の確実な解消を推進するため、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します。 15,000 20,361 5,361
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9
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」を実現するため、「まるごと福祉相談員」の配置や「つながる福祉相談窓口」の設置のほか、国の「重層的支
援体制整備事業」の枠組みを活用して、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の様々な課題に対応し、適切な支援を受けられる環境を整備する
ため、子どもの未来応援コーディネーターを配置し、相談支援体制や関係機関のネットワークを構築します。

31,368 45,172 13,804

10 共助の基盤づくり事業 新規 長寿福祉課
　介護、障がい、子ども・子育て、生活困窮など、複雑化・複合化した課題への、分野を超えた一体的な支援を行
う、重層的支援体制を構築するため、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。 9,487 9,487

11 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するなど、在宅医療と介護サービスの一体的な提供に向け、情報の共
有と連携の強化を図り、地域の実情に応じたネットワークを構築します。

12,739 12,364 △ 375

12 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

　高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続できるよう、多様な主体による様々なサービスの
提供体制を構築するため、生活支援コーディネーターの配置やコーディネーターとサービス提供主体が参画する
「第２層協議体」での情報共有・連携強化等に取り組みます。

57,494 57,372 △ 122

13 65歳からのプラチナ世代元気応援事業 継続 長寿福祉課
　高齢者の健康づくりへの意識啓発と地域の介護予防活動を推進し、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。

3,646 7,970 4,324

14 高齢者居場所づくり事業 継続 長寿福祉課
　高齢者が社会との接点を無くし孤立することなどを防ぐとともに、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集い、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がで
きる居場所づくりを支援します。

12,064 11,305 △ 759

15 高齢者見守り事業 継続 長寿福祉課

　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境を整備するため、定期的な訪問・配食サービスによる
安否確認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を行います。
　また、認知症等行方不明高齢者の早期発見につなげるため、警察や民生委員等で構成する高松市認知症等行
方不明高齢者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、関係機関や捜索協力員への迅
速な情報提供を行います。

61,152 60,198 △ 954

16 認知症ケア推進事業 継続 地域包括支援センター
　 認知症高齢者の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けられる環境を整備するため、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「認知症初期集中支援チーム」、「認知症カフェ」及び「チームオレン
ジ」を設置・運営するとともに、成年後見制度の利用促進に取り組みます。

15,466 15,180 △ 286
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17 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。

110,887 110,881 △ 6

18 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
　障がいのある人が地域で自立した生活を行うことのできる環境を整備するため、関係機関と連携し、手話通訳者
の育成やコミュニケーションツールの活用、手話言語等の周知啓発に取り組みます。 3,362 2,802 △ 560

19 がん対策推進事業 継続
保健予防課
健康づくり推進課

　がんは死因の第１位で約３割を占めていることから、がんの予防・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。 391,722 646,121 254,399

20 附属医療施設（塩江分院）整備事業 継続
市民病院塩江分院事務局附属医療施設
整備室

　塩江地区唯一の医療機関として地域医療を提供し、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、
みんなの病院と連携し、外来や訪問診療・訪問看護などの在宅療養支援を行う附属医療施設を整備します。 16,227 34,543 18,316

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
　市内企業における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の開催、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、様々な不安や悩みを抱える女性に対する相談支援を行います。

3,256 2,701 △ 555

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、学校施設長寿命化計画に基づき、計画的か
つ効果的な老朽化対策に取り組みます。

820,388 1,477,838 657,450

3 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。 58,484 58,484

4 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
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5 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

6 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
　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るとともに、個別最適化された誰一
人取り残さない学びを実現するため、小・中学校での授業における電子黒板や一人一台端末などＩＣＴ活用を推進
します。

186,789 215,300 28,511

7 大学等連携による地域の魅力発信事業 継続 政策課
　地元大学等の魅力向上を図りながら、本市のブランドイメージの向上につなげるため、大学等と連携し、共通の
課題やその解決に向けた情報共有、東京圏等の大学との対流・交流促進、地方創生を担う人材の育成などを行い
ます。

128 401 273

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 継続 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の事業基盤・事業継続力の強化を図るため、事業
者の人材育成や事業継続計画（ＢＣＰ）策定を支援するほか、経営相談や離職者向け合同就職面接会等を実施し
ます。

83,909 3,255 △ 80,654

2 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
　市内の中小企業等における生産性向上や経営課題の解決を促進するため、民間企業等と連携を図りながら、デ
ジタル技術の導入や活用を支援します。
　また、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデル創出の取組に対し、支援を行います。

9,106 9,106

3 中央商店街にぎわい促進事業 継続 産業振興課

　中央商店街にコロナ禍で落ち込んだにぎわいを取り戻し、商業機能の強化を図るため、空き店舗の改装を支援す
ることで新規出店を促すとともに、商店街共同施設の新設・改修を支援することにより、来街者が快適に過ごせる
環境づくりに取り組みます。
　また、南部３町商店街（常磐町、南新町、田町）の活性化に取り組みます。

41,177 84,642 43,465

4 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とともに、コロナ禍を契機とした、ＩＣＴを活用した場所や時間を選ばない
柔軟で多様な働き方に対するニーズに対応するため、若い世代が魅力を感じる働く場を創出し、ＵＩＪターンによる
移住の促進にもつながるよう、県と共に、首都圏を中心とした情報通信関連企業等の誘致に取り組みます。
　また、経済団体や金融機関等と連携を図りながら、起業（創業）支援に取り組むとともに、創造支援センターやた
かまつ創業サポート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。

214,913 123,714 △ 91,199

5 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、優良農地の確保と認定農業者等（担
い手）への農地集積を促進するため、農地中間管理事業を実施し、荒廃農地の解消・発生防止に取り組むととも
に、認定農業者の経営規模の拡大や新規就農者への支援に取り組みます。

24,199 24,199
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6 スマート農業推進事業 継続 農林水産課
　ロボット、ＡＩ、ＩｏＴ等の先端技術を活用することにより、農業経営における生産性を高め、収益力を強化する「ス
マート農業」の推進を図るため、認定農業者や新規就農者等の農業経営の高度化に必要なデジタル技術の活用
等を支援します。

500 500

7 卸売市場整備事業 継続 市場管理課施設整備室
　生鮮食料品の流通拠点施設としての卸売市場の機能強化を図るため、青果棟を今後の流通事情等を考慮した
施設として整備します。
　また、水産物棟等をコールドチェーンや省エネルギー化等にも対応した施設として整備します。

5,462 39,327 33,865

8 高松盆栽産地ブランド確立事業 継続 農林水産課

　高松盆栽の振興及びブランド化を図るため、担い手や愛好者の育成を推進するとともに、盆栽事業者と連携し
て、高松盆栽のＰＲや、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。
　また、盆栽を楽しむ機会の増加や、盆栽を通じた交流人口の増加を図るため、盆栽サブスクリプションの普及や
盆栽ツーリズムの促進に取り組みます。

22,074 16,918 △ 5,156

9 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の文化芸術振興拠点としての役割の維持と強化を図るため、
耐震化及び老朽化した設備機器の更新を行います。 455,523 455,523

10 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国指定の史跡で、数少ない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、保存と活用の両面から調査研究及び適切な史跡整備を推進します。 20,419 155,042 134,623

11 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
高松城跡保存活用計画に基づき、披雲閣の耐震化や、月見櫓など各施設の保存修理を行います。 325,294 115,130 △ 210,164

12 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年度に四国で開催される全国高校総体における、４競技４種目（体操（新体操）、バスケットボール、自転車
（トラックレース）、フェンシング）の本市内での大会開催により、高校生のみならず市民全体のスポーツ精神の高
揚、スポーツの振興を図るため、各競技のスムーズな運営と、競技人口の拡大や競技力向上につながる周知啓発
を推進します。

27,617 68,209 40,592

13 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い、屋島の
活性化を図るとともに、世界に誇れる本市のシンボルとなる屋島として再生するため、平成２５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行います。

199,960 157,090 △ 42,870
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14 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、競争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。 93,071 207,273 114,202

15 誘客促進事業 継続 観光交流課

　ポストコロナを見据え、海外から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等を実施するほか、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、国内からの観光客の本市での滞在の促進を図るため、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」や（公財）高松観光コンベンション・ビューローと連携し、観光客誘致事業を実施します。

150,084 153,621 3,537

16 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、本市の特性や強みである「生活のしやすさ」、「起業・就業（仕事）のしやす
さ」、「子育てのしやすさ」を生かした各種の移住・定住促進の取組を推進します。

30,699 44,500 13,801

17 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、出場者の理想とするまちづくりを予算まで含めた政策として考える「たかまつ政策プランコ
ンテスト」を開催します。

3,900 3,900

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

　地震時に市民生活の生命線となる緊急輸送道路を確保し、沿道建築物の耐震化を促進するため、民間建築物
の耐震診断・改修及び建替えを支援します。
　また、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の軽減を図るため、住宅の耐震診断・改
修等に要する費用の一部や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を支援します。

174,705 110,563 △ 64,142

2 高齢者等交通安全啓発推進事業 継続 くらし安全安心課

　高齢者が関係する交通事故の減少を図るため、ＩＣカード乗車券等の交付による高齢者の自主的な運転免許証
の返納を促進するとともに、高齢者の交通安全意識の向上や身体能力の低下の自覚を促す参加体験型の交通安
全教育を推進します。
　また、高齢者以外の世代、特に若年層の交通マナーの向上を図るため、自転車に関するセミナー等を開催しま
す。

13,277 15,237 1,960

3 プラスチックごみ対策事業 継続 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、プラスチックごみのリデュース・リユースに関する情
報発信を行い、資源循環の意識の向上を図るとともに、環境にやさしいとされているバイオマスプラスチックの本市
指定収集袋への導入について、調査・検討します。

717 540 △ 177

4 次期ごみ処理施設整備事業 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
クリーンセンターについても同時期に稼働後約３０年が経過することから、１５年度以降も、市民の生活環境の保全
や公衆衛生の向上に資する安定したごみ処理運営を行うため、環境負荷が小さく、経済性に優れた次期ごみ処理
施設の整備を行います。

12,572 25,781 13,209
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5 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、ICTを活用して家庭内のエネルギー消費が最適に制御さ
れた住宅「スマートハウス」や室内環境の質を維持しつつ、年間の住宅のエネルギー消費量の収支ゼロの実現を
目指す「ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）」の普及を促進します。
　また、再生可能エネルギーの普及促進を図るため、事業者に太陽光発電システム設置用の市有地の有償貸出を
行います。

35,400 21,400 △ 14,000

6 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」を実現する
ため、市民や事業者、関係機関と連携を図りながら、脱炭素社会の形成に資するライフスタイルの普及促進や脱
炭素に向けた地域づくりに取り組みます。

853 853

7 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、老朽危険空き家等の除却や市場流通が可能
な空き家の利活用の促進に取り組みます。 33,142 49,337 16,195

8 橋りょう改築修繕事業 継続 道路整備課
　高度経済成長期以降に集中的に整備され、老朽化が進行した橋りょうについて、適正な維持管理や事業費の平
準化を図り、道路交通の安全性・信頼性を確保するため、「高松市橋りょう長寿命化修繕計画」に基づき、橋りょう
の点検及び修繕等を行います。

263,949 297,490 33,541

9 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、海岸部の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、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。

162,000 40,238 △ 121,762

10 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推進するため、下水道事業計画区域内で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きょやポンプ施設を計画的に整備します。 1,438,152 912,863 △ 525,289

5 環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち

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、コンパクトで持続可能な都市構造を実現するため、住宅や
医療・福祉・商業等の都市機能が集約拠点に集積するよう緩やかな誘導を図るとともに、公共交通による交流を促
進します。

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

　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る中、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、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
図るため、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新築住宅
の取得や既存ストックの活⽤を支援します。

8,004 3,986 △ 4,018
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3 地域公共交通再編事業 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」のまちづくりの考えの下、持続可能な公共交通ネットワークを形
成するため、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再編等に取り組みます。

265,448 226,171 △ 39,277

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」のまちづくりの考えの下、持続可能な公共交通ネットワークの構
築を目指し、本市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、ＪＲ端岡駅の
駅舎や駅前広場・国道からのアクセス道路等一体的な整備を推進します。

103 108 5

5 公共交通維持改善事業 継続
都市計画課
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」のまちづくりの考えの下、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・離島航路等の支援や鉄道事業者が実施するバリアフリー化
の支援に取り組みます。

121,386 146,022 24,636

6 公共交通利用促進事業 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」のまちづくりの考えの下、多様な交通手段が有機的に連携した、
いつまでも快適で人にやさしい都市交通の形成を図るため、「高松市総合都市交通計画」や「高松市公共交通利用
促進条例」に基づき、公共交通の利用促進に資する各種施策・事業の推進や市民への啓発活動等を行います。

125,236 123,122 △ 2,114

7 レンタサイクル事業 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」のまちづくりの考えの下、地域交通の利便性の向上及び放置自
転車の利活用を図るため、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のレンタルサービスを
提供します。

157,228 66,816 △ 90,412

8 街路事業 継続
都市計画課
道路整備課

　本市が目指す「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりの考えの下、円滑な交通を確保し、良好な市街地の
形成や経済活動の活性化を促進するため、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、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に取り組
みます。

223,711 396,391 172,680

9 サンポート地区等都市再生推進事業 継続 都市計画課
　瀬戸内の玄関口、広域交流拠点にふさわしい多様な都市機能の集積と高度化を推進し、にぎわいの創出を図る
ため、香川県と連携しながら、サンポート地区等の環境整備に取り組みます。 13,400 43,700 30,300

10 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」に基づき、中心市街地の活性化に資する取組
を推進します。

10,493 10,493
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11 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に取り組みます。

612,677 787,418 174,741

12 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
　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、南部３町商店街
において、街なか居住促進に資する共同住宅や立地適正化計画に基づく都市機能誘導施設となる診療所等の整
備を支援します。

209,800 70,208 △ 139,592

6 市民と行政がともに力を発揮できるまち

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
り活動が活性化するため、事務局体制の強化支援を行います。 117,971 117,970 △ 1

2 地域まちづくり交付金事業 継続 コミュニティ推進課
　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が主体的に行うまちづ
くり活動を支援します。 292,845 291,345 △ 1,500

3 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、地域と行政が連携を図りながら、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。

759 1,563 804

4 デジタル広報プラットフォーム構築事業 新規 広聴広報課
　より多くの市民による市政への参画を推進するため、本市の制度や施策、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できるよう、ＳＮＳを活用したデジタル広報プラットフォームを構築します。 1,914 1,914

5 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
的取組を計画的に推進します。

20,210 200,210 180,000

6 多様な主体との連携推進事業 継続 政策課
　少子・超高齢化、人口減少社会の到来による人口構造の変化により、複雑化・高度化する地域課題に的確に対
応するため、大学、企業等、多様な主体との連携を図りながら、多分野・多面的に課題解決に取り組みます。 180 900 720
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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
予算予定額

Ｂ
N0. 事業名

新規
継続 課・室 事業概要

7 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 10,100 794

8 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。
　東部南総合センター（仮称）においては、山田保健ステーションを移設し、地域保健事業の拠点とします。

853,401 878,985 25,584

9 社会保障・税番号制度推進事業 継続 デジタル戦略課
　市民の利便性の向上や行政の効率化を図るため、マイナンバーカードの普及を促進するほか、マイナンバーの
独自利用事務について積極的に検討するなど、社会保障・税番号制度を推進します。 31,951 71,509 39,558

10 オープンデータ利活用推進事業 継続 デジタル戦略課
　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。

2,963 4,173 1,210

11 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て、様々な分野のデータの収集・分析等
を推進します。

30,385 32,460 2,075

12 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

　自治体DXを推進するため、行政手続のデジタル化やデジタル人材の育成などに取り組み、市民の利便性の向上
や庁内業務の効率化を図ります。 12,391 12,391

合計 12,812,285 12,968,599 156,314
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