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平成２６年度 

第１回高松市牟礼地区地域審議会 

会議録 

 

１ 日時 

   平成２６年６月２日（月） 午前１０時開会・午前１１時１０分閉会 

 

２ 場所 

   牟礼コミュニティセンター ホール 

 

３ 出席委員 １５人 

   委員            奥 谷 義 明    委員        中 村 照 江 

   委員            小 田 幸 子    委員        中 村 泰 子 

委員         落 合   賢  委員        中 山 忠 彦 

   委員          川 田 ヒロミ  委員        那 須   巖 

   委員          川 浪 正 二  委員        松 浦 隆 行 

   委員           坂 本 英 之  委員        松 原 伊早惠 

   委員            多 田 壽 美  委員        三 野 重 忠 

   委員        土 草 吉 栄 

 

４ 行政関係者 ２６人 

市民政策局長    城 下 正 寿  交通政策課主査   宮 武 伸 宇 

市民政策局次長 地域政策課長事務取  総務局次長 危機管理課長事務取扱 

扱         東 原 利 則            河 西 洋 一 

政策課長補佐    那 須 有紀子  危機管理課長補佐  西 吉 隆 典 

   地域政策課長補佐  山 崎 茂 樹  長寿福祉課長補佐  畑 本 和 也 

地域政策課 地域振興係長       長寿福祉課 管理係長 

          黒 川 桂 吾            永 木 慎 二 

交通政策課長    坂 東 和 彦  子育て支援課長   多 田 安 寛 
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子育て支援課長補佐 平 川 昇 司  スポーツ振興課 主任主事 

保健センター長   森 田 素 子            森   佑 亮 

保健センター副センター長       消防防災課長    中 村 安 徳 

          秋 山 みさき  消防防災課長補佐  横 岡 明 則 

   地域包括支援センター長        消防防災課長    中 村 安 徳 

             久 保 典 子  消防防災課長補佐  横 岡 明 則 

   地域包括支援センター副センター長   上下水道局次長 水道整備課長事務取 

             大 井 昌 和  扱         森 本 啓 三 

   スポーツ振興課長補佐         水道整備課長補佐  末 澤 直 樹 

谷 本 新 吾  下水道整備課長   西 山 勝 年 

 

５ 事務局（牟礼支所） ３人 

   支所長       黒 川 正 俊  管理係       大 津 秀 夫 

支所長補佐 管理係長事務取扱 

             正 垣 仁 美 

 

６ オブザーバー ２人 

   高松市議会議員   井 上 孝 志  高松市議会議員   三 野 ハル子 

 

７ 傍聴者 なし 
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会 議 次 第 

 

 

１ 開会  

 

２ 委員紹介 

 

３ 会長・副会長の選任 

 

４ 会議録署名委員の指名 

 

５ 議事 

(１)  報告事項 

ア 合併基本計画に係る事業の平成２６年度予算化状況について 

イ 合併基本計画に係る平成２６年度から２７年度の実施事業に関する意見に対する対

応内容等について 

(２) 協議事項 

ア 合併基本計画に係る平成２７年度の実施事業に関する意見の取りまとめについて 

 

６ その他 

 

７ 閉会 
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午前１０時 開会 

 

 会議次第１  開会 

 

○事務局（正垣支所長補佐） お待たせいたしました。予定の時刻がまいりましたので、た

だいまから、平成２６年度第１回高松市牟礼地区地域審議会を開会いたします。 

さて、この地域審議会の会議につきましては、本地域審議会に関する協議第７条第３の規

定によりまして、会長が会議の議長になるとされております。後ほど、会長を互選していた

だくこととしております。会長が選ばれるまでの間、本地域審議会の事務局として、私、正

垣が進行させていただきますので、御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申しあげます。 

 

会議次第２  委員紹介 

 

○事務局（正垣支所長補佐） 本日は、本地域審議会委員改選後の最初の会議でありますの

で、委員の皆様方の御紹介をさせていただきます。御名前をお呼びいたしますので、恐れ入

りますが、自席で御起立をお願いいたします。 

奥谷義明委員さんでございます。 

小田幸子委員さんでございます。 

落合賢委員さんでございます。 

川田ヒロミ委員さんでございます。 

川浪正二委員さんでございます。 

坂本英之委員さんでございます。 

多田壽美委員さんでございます。 

土草吉栄委員さんでございます。 

中村照江委員さんでございます。 

中村泰子委員さんでございます。 

中山忠彦委員さんでございます。 

那須巖委員さんでございます。 

松浦隆行委員さんでございます。 

松原伊早惠委員さんでございます。 
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三野重忠委員さんでございます。 

また、本日は、牟礼地区選出議員であります井上市議、三野市議にもオブザーバーとして

御出席をいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 会議に入ります前に、会議の進行等について、皆様にお願いがございます。本地域審議会

の会議につきましては、会議録を作成することとなっておりますので、御発言をされる場合

には、まず、議長の許可を得た後、誠に恐れ入りますが、お手元のマイクのスイッチを押し

ていただき、御名前を先に申し出ていただいてから、御発言をされますよう、お願いを申し

あげます。 

 次に、本日の審議会の出席者の御報告をいたします。本日の出席委員数は１５人でござい

ます。本審議会協議第７条第４項によりまして、この会議は成立いたします。 

 

会議次第３  会長・副会長の選任 

 

○事務局（正垣支所長補佐） それでは、これより、次第３の「会長・副会長の選任」に移

らせていただきます。 

 本審議会の会長・副会長の選任につきましては、本審議会協議第６条第１項の規定により

まして、委員の互選により定めることとなっております。 

 皆様、御意見はございますでしょうか。 

○松浦委員 はい、松浦です。 

 よろしいでしょうか。 

○事務局（正垣支所長補佐） はい、松浦委員さん、どうぞ。 

○松浦委員 松浦でございます。 

会長には、三野委員さんになっていただいたらどうかと思います。会長の実績もございま

すし、それに地域の実情にも精通しておられますので、是非、会長になっていただけたらと

思います。 

○事務局（正垣支所長補佐） 今、松浦委員さんから、会長に三野委員さんを推薦するとの

御発言がございましたが、ほかにございませんでしょうか。 

 無いようでございます。 

 それでは、三野委員さん、会長をお引き受けいただけますでしょうか。 

○三野委員 皆様方の御協力を頂きながら、微力ではございますが、お引き受けさせていた
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だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局（正垣支所長補佐） ありがとうございます。 

 今、三野委員さんから、会長をお引き受けいただけるとのお答えを頂きましたので、お諮

りいたします。三野委員さんを会長として選任することについて、賛成の方、恐れ入ります

が、挙手をお願いいたします。 

[ 三野委員を除き全委員挙手 ] 

○事務局（正垣支所長補佐） 賛成多数でございますので、三野委員さんが本地域審議会会

長として選任されました。 

 それでは、三野会長に、早速、会長席にお移りいただきまして、一言、御挨拶をお願いい

たします。 

[ 三野会長、会長席に移動 ] 

○議長（三野会長） 皆様おはようございます。三野でございます。 

 開会前に、一言御挨拶を申しあげます。 

 委員の皆様方におかれましては、大変御多忙の中、今日の地域審議会に御出席いただきま

して、誠にありがとうございます。 

 今日の審議会につきましては、既に配布済みの議案に従って審議を進めてまいりたいと考

えておりますので、どうか最後まで御協力をよろしくお願いいたしたいと思います。 

 また、当局の皆様におかれましては、６月市議会を目前に控えて、何かと準備で大変御多

忙の中、こちらまでお越しいただきまして、誠にありがとうございます。 

 これからの審議の中で、各委員の皆様方から、いろいろな御質問、御意見が出ようかと思

いますけれども、どうか的確なる御回答、御答弁をよろしくお願いいたしたいと思います。 

 また、本日は大変御多忙の中、オブザーバーとしてお越しいただきました井上議員、三野

議員、この場からではございますけれども、厚く御礼申しあげます。今後も高松市の更なる

発展のために、何分の御指導をよろしくお願い申しあげます。 

 ところで、この地域審議会は、御承知のとおり平成１８年１月１０日の合併と同時に設置

されまして、平成２８年３月３１日までの１０年間のいわゆる時限立法でございますが、既

に８年が経過し、残すところ後２年弱でございます。 

 この２年間で、いわゆる仕上げということになるかと思います。皆さんがお住まいの自治

会内、あるいは牟礼地区全体を見ていただいて、あれはこうすべきではないかとか、これを

やってほしいという御要望、御意見を出していただいて、この審議会でしっかりと議論し、
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審議し、それを当局のほうへ提案していきたいと思います。 

 そして、この牟礼地区をすばらしい住みやすい地域にしていくため、皆さんと一緒に汗を

かいていきたいと考えておりますので、皆様の御協力をお願い申しあげ、大変簡単ではござ

いますが、開会の挨拶とさせていただきます。 

○事務局（正垣支所長補佐） ありがとうございます。 

 それでは、本地域審議会に関する協議第７条第３項の規定に基づきまして、会議の議長を

三野会長にお願いし、これ以降の議事進行をよろしくお願いいたします。 

○議長（三野会長） それでは、私のほうで議長を務めさせていただきますので、御協力、

よろしくお願い申しあげます。 

 まず、副会長の選任でございますが、いかがいたしましょうか。 

○松浦委員 はい、松浦です。副会長の選任については、会長に一任したいと思います。い

かがでしょうか。 

○議長（三野会長） ただいま、松浦委員さんから、会長一任という御発言がございました

が、ほかにございませんか。 

 無いようでございますので、私のほうから指名させていただいてよろしいでしょうか。 

[「異議無し」の声あり ] 

○議長（三野会長） 異議無しということでございますので、私のほうで指名をさせていた

だきます。 

 副会長には、むれスポーツクラブや牟礼文化協会等の地域団体で幅広く活躍され、また、

この地域審議会で副会長職を務められた経験もございます、奥谷委員さんにお願いしたいと

思いますが、奥谷委員さん、引き受けていただけますでしょうか。 

[ 拍手多数 ] 

○奥谷委員 はい、微力ですけれども、精一杯やらせていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○議長（三野会長） ありがとうございました。それでは、お引き受けいただけるとのお答

えを頂きましたので、副会長は奥谷委員さんにお願いすることといたします。 

 奥谷副会長さんには、前の席に移りいただきまして、一言御挨拶をお願いしたいと思いま

す。 

[ 奥谷副会長 副会長席に移動 ] 

○奥谷副会長 失礼いたします。私、ここ牟礼町で生まれて、ここまで成長させてもらって、
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非常に牟礼町を愛しています。この地域審議会も今期は、非常に大切な期間になろうかと思

いますが、三野会長を助けながら、私のできる限りのことで、地域に少しでも貢献できたら

と考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 会議次第４  会議録署名委員の指名 

 

○議長（三野会長） 次に、次第４の「会議録署名委員の指名」でございますけれども、こ

の件については、本審議会委員の名簿順にお願いすることでよろしいでしょうか。 

[「異議無し」の声あり ] 

○議長（三野会長） 異議なしということでございますので、本日の会議録署名委員には、

委員名簿の上から小田幸子委員さんと落合賢委員さんのお二人を指名させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 

 会議次第５  議事（１）報告事項 

 ア 合併基本計画に係る事業の平成２６年度予算化状況について 

イ 合併基本計画に係る平成２６年度から２７年度の実施事業に関する意見に対す

る対応内容等について 

 

○議長（三野会長） 続きまして、会議次第５の「議事」に入ります。 

 本日の議事でございますけれども、次第にもございますように、報告事項が２件、協議事

項が１件でございます。 

 会議の進行でございますけれども、まず、（１）の報告事項アとイの２件につきましては、

関連がございますことから、一括して担当部局から御説明をいただきます。 

 その後、順次、御意見や御質問等を受けたいと思います。 

 報告事項が終了後、（２）の協議事項に移りたいと思いますので、御協力よろしくお願い

申しあげます。 

 なお、時間の関係もございますので、御質問、御答弁については、簡潔にお願いします。 

 それでは、報告事項アの合併基本計画に係る事業の平成２６年度予算化状況について、担

当部局より御説明を求めます。 

○東原市民政策局次長 はい、議長。 
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○議長（三野会長） 東原市民政策局次長。 

○東原市民政策局次長 市民政策局で地域政策課を担当しております東原でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 恐れ入りますけれども、私以降、職員が説明をさせていただく場合は、座って説明をさせ

ていただきたいと思いますので、御了承を賜りたいと思います。 

 それでは、報告事項アの合併基本計画に係る事業の平成２６年度予算化状況につきまして、

お配りしております資料に基づきまして、説明をさせていただきます。 

 お手元にＡ３サイズの大きい横書きの表が２種類あると思いますが、そのうち、資料Ｈ２

６－１－①の合併基本計画に係る事業の平成２６年度予算化状況（地区のみの事業）を御覧

ください。 

この資料でございますが、一番左側のまちづくりの基本目標といたしまして、①の「連帯

のまちづくり」から⑤の「参加のまちづくり」までの５つの基本目標ごとに、施策の方向、

施策項目、事業名、平成２６年度事業計画の概要を記載し、平成２６年度当初予算額と平成

２５年度当初予算額を対比させまして、その増減額を記載しております。 

 時間の関係もございますので、逐一の説明は省略させていただき、主な事業の平成２６年

度当初予算額を申しあげます。 

まず、まちづくりの基本目標の①の「連帯のまちづくり」では、特別保育といたしまして、

延長保育・障害時保育等で２，０７５万５千円でございます。 

 次に、②の「循環のまちづくり」では、水道管網の整備といたしまして、配水管の布設、

老朽ビニル管の更新に２，５５６万９千円、下水部分のポンプ場・中継ポンプ場運転管理と

いたしまして、３，６０５万３千円、牟礼浄化苑施設改築事業といたしまして、牟礼浄化苑

沈砂池設備改築工事等で１億７，０９６万２千円、牟礼浄化苑管理費といたしまして、１億

４，６５５万３千円、合併処理浄化槽設置整備事業、浄化槽の助成でございますけれども、

１５基分の４７３万円でございます。 

 次に、③の「連携のまちづくり」では、消防車輌の整備といたしまして、消防ポンプ自動

車購入で１，５２２万７千円、牟礼支所耐震補強工事といたしまして、旧牟礼支所解体等工

事や外構工事で１億３，７７４万１千円、石の民俗資料館の運営・充実といたしまして、施

設の維持管理、各種教育普及事業の実施等で２，２５２万４千円でございます。 

次に、④の「交流のまちづくり」では、市道の整備といたしまして、道路改良、舗装工事

等で３，９８０万円でございます。 



 10 

 次に、⑤の「参加のまちづくり」では、住民との協働の推進といたしまして、この地域審

議会の開催経費７８万円でございます。 

 以上、①の「連帯のまちづくり」から⑤の「参加のまちづくり」までの予算額を合わせま

して、総額で６億４，０６１万２千円を予算措置しているものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、合併基本計画に係る事業の平成２６年度予算化状況の説明

を終わらせていただきます。 

○議長（三野会長） ありがとうございました。 

 続きまして、報告事項イの合併基本計画に係る平成２６年度から２７年度までの実施事業

に関する意見に対する対応内容等について、担当部局より御報告を求めたいと思います。 

○東原市民政策局次長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 東原市民政策局次長。 

○東原市民政策局次長 地域政策課の東原でございます。 

 それでは、報告事項イの合併基本計画に係る平成２６年度から２７年度の実施事業に関す

る意見に対する対応内容等について、説明をさせていただきます。 

 お手元の資料Ｈ２６－１－②の合併基本計画に係る平成２６年度から２７年度までの実施

事業に関する意見に対する対応調書を御覧ください。 

 この対応調書につきましては、昨年の７月１９日に、合併基本計画に係る平成２６年度か

ら２７年度の実施事業に関する意見を提出していただきまして、その後、昨年１１月１４日

に開催されました平成２５年度第２回地域審議会におきまして、その対応策について御説明

をさせていただいておりますが、その後の平成２６年度の予算措置などの状況を踏まえまし

て、地域審議会から御意見のありました項目の中で、事業の進捗等により、対応内容等につ

いて変更がある項目も含めまして、改めて御説明をさせていただくものでございます。 

 それでは、資料に従いまして、各担当課から、順次、説明をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（三野会長） ありがとうございました。 

 それでは、順次、個別説明を求めたいと思います。 

 まず、項目番号１番、旧牟礼老人福祉センターの有効利用について、担当は長寿福祉課だ

と思います。御説明をお願いいたします 

○畑本長寿福祉課長補佐 はい、議長。 

○議長（三野会長） 畑本長寿福祉課長補佐。 
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○畑本長寿福祉課長補佐 長寿福祉課の畑本でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 項目番号１の旧牟礼老人福祉センターの有効利用についてでございますが、旧牟礼老人福

祉センターについては、平成１９年１１月の耐震診断の結果、ｂ評価で、人命の安全に対す

る危険性があると判定され、市といたしましては、大規模な工事が必要となる耐震補強は行

わないこととしたものでございます。 

 老人福祉センター廃止後の施設の利用につきましては、耐震工事を行わずに使用すること

から、日常的に人が出入りするような用途に使用すること、また、災害時に利用することな

どは困難と存じます。 

 従いまして、当面、現在の倉庫等での利用形態を継続してまいりたいと存じます。御理解

を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（三野会長） ありがとうございました。 

 続きまして、項目番号２番、介護予防事業の充実でございます。 

これについては、地域包括支援センター、長寿福祉課、保健センターの３課が関係すると

思いますけれども、代表して、長寿福祉課から御説明を求めたいと思います。 

○畑本長寿福祉課長補佐 はい、議長。 

○議長（三野会長） 畑本長寿福祉課長補佐。 

○畑本長寿福祉課長補佐 長寿福祉課の畑本でございます。 

 項目番号２の介護予防事業の充実でございますが、一次予防事業として、要介護認定を受

けていない健康度の高い高齢者に対し、健康寿命の延伸のため、牟礼保健センターを核に

「６５歳からの元気いきいき教室」、「認知症予防教室」等の実施、また、元気を広げる人

等地域で活動する介護予防ボランティアの養成・支援に取り組みます。 

 さらに、二次予防事業として、将来介護が必要となるおそれの高い高齢者の方を二次予防

対象者と申しますが、対象者を把握するため、介護保険の要介護等の認定を受けていない方

を対象に「長寿はつらつ健診」を実施し、結果、二次予防対象者となった方には、通所介護

事業所等に委託し、送迎も含めた「はつらつ介護予防教室」を継続して３か月間実施してお

り、この教室を終了後も継続した教室への参加が望ましい方については、「はつらつ介護予

防教室継続教室」も実施しております。 

 今後は、これらの教室により多くの人が参加できるよう、対象者の把握に努めるとともに、
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実施場所等の拡大や介護予防の重要性の普及啓発を図ってまいりたいと存じます。 

 資料の対応内容等に記載がございませんが、加えまして新規事業について御説明をさせて

いただきます。 

 高齢者が住みやすい、住み慣れた地域でいきいきと暮らすため、また、高齢者が交流して

いきいきと活動するための核となる場として、この度、「高松市高齢者居場所づくり事業」

を開始いたします。 

 去る５月２７日の市長定例記者会見でも発表いたしましたが、高齢者の孤立防止、介護予

防や健康づくりを推進するため、高齢者福祉施策の目玉として、高松市高齢者居場所づくり

事業の取組みを始めます。 

 この事業は、概ね徒歩圏内に１か所を目安として、高齢者が気軽に集うことのできる建物

等のスペースで、介護予防、健康増進、地域のボランティア等、様々な活動の場となる居場

所を開設・運営を行う個人、又は団体に対して助成金を交付するものでございます。 

 平成２６年度から２８年度までの３か年で、約３００か所を開設することを目標としてお

りますが、ここ牟礼地区におきましては、このうち１４か所を目標といたしております。 

 本年度の募集期間は、本日６月２日から６月３０日まででございます。お問い合わせにつ

きましては、長寿福祉課までお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（三野会長） ありがとうございました。 

 続きまして、項目番号３番、放課後児童クラブの施設整備について、子育て支援課だと思

います。担当から御説明を求めたいと思います。 

○多田子育て支援課長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 多田子育て支援課長。 

○多田子育て支援課長 子育て支援課の多田でございます。 

 項目番号３番、放課後児童クラブの施設整備についてでございます。右側の対応内容等に

記載のとおり、牟礼南放課後児童クラブのトイレにつきましては、昨年の地域審議会で御説

明申しあげましたとおり、そばにプール用トイレや、約８メートル離れました体育館にあり

ますトイレが利用できますことから、これらを御使用していただいておりまして、雨天時に、

地面が滑るのを防ぐため、マットを敷いて対応している状況であります。トイレに行く際に

は傘をさす等の御不便はあるものの、比較的近い所にトイレがありますことからも、直ちに

屋根付の渡り廊下を設置する考えはございませんが、今後の状況を見ながら対処してまいり
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たいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（三野会長） ありがとうございました。 

 引き続きまして、項目番号４番、雨水排水施設の整備について、担当は下水道整備課だと

思います。担当から御説明を求めたいと思います。 

○西山下水道整備課長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 西山下水道整備課長。 

○西山下水道整備課長 下水道整備課の西山でございます。よろしくお願いいたします。 

 雨水排水施設の整備についてでございますが、下水道事業認可区域内の浸水対策につきま

しては、浸水実績や浸水が想定される箇所について、対象地区の現況調査や対策案の検討を

行い、費用対効果等を踏まえ、優先度の高いものから計画的な対策を講じており、牟礼地区

においても、浸水実績や現況排水路等を調査するとともに、対策案の検討を行ってまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（三野会長） ありがとうございました。 

 続きまして、項目番号５番、避難所における環境整備と項目番号６番、津波避難ビルへの

迅速な避難のための施設整備については関連がありますので、２件について一括して、担当

の危機管理課に御説明を求めたいと思います。 

○河西総務局次長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 河西総務局次長。 

○河西総務局次長 危機管理課の河西でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、項目番号５番、避難所における環境整備についてでございます。 

 男女共同参画を取り入れました防災体制の確立につきましては、平成２４年度に修正いた

しました高松市地域防災計画の中で盛り込むとともに、本市の女性職員で構成した高松市防

災女性チームを発足し、女性の視点に配慮した避難所運営等を取りまとめ、昨年度は、関係

団体とも協力しながら、積極的に活動を行っているところでございます。 

 今後は、避難所において、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性

用下着の女性による配布、避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに

配慮した避難所の運営について、平時から、地域でも検討する必要があるものと存じており

ますので、今後、地域コミュニティ継続計画を策定する際のワークショップなどで啓発して
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まいりたいと存じます。 

 続きまして、項目番号６番、津波避難ビルへの迅速な避難のための施設整備についてでご

ざいます。牟礼地区におけるアナログ式防災行政無線からデジタル式防災行政無線への更新

については、平成２５年度に整備を行うとともに、屋外拡声子局を１か所増設したところで

ございまして、本年度の補完工事終了後、デジタル式防災行政無線での運用を開始する予定

でございます。また、現在のアナログ式戸別受信機を活用した一般放送につきましても、当

分の間は、引き続き使用することとしておりますが、今後、新たなラジオタイプな戸別受信

機のための工事を行い、家庭内でもＪ-アラートの情報が聞けるよう整備することとしてお

ります。 

 津波避難ビルの案内誘導板につきましては、現在、設置は考えておりませんが、津波避難

ビルには、表示ステッカーを貼っておりますほか、地域の公共施設などに案内板を掲示して

おりまして、平時に高台や津波避難ビルへの避難経路の確認や、発災時には、自主防災組織

が中心となって、地域住民を安全な場所へ避難誘導することを、今後とも、周知啓発してま

いりたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（三野会長） ありがとうございました。 

 続きまして、項目番号の７番、条例制定を視野に入れた空き家対策の推進について、担当

は政策課だと思います。御説明を求めたいと思います。 

○那須政策課長補佐 はい、議長。 

○議長（三野会長） 那須政策課長補佐。 

○那須政策課長補佐 政策課の那須でございます。 

項目番号７、条例制定を視野に入れた空き家対策の推進ですが、放置されている空き家に

つきましては、防犯などの安全面を中心にその対策が全国的に大きな課題となっております

が、個人財産に対する行政の介入には限界がありますことから、各地の自治体において、具

体的取組が進んでいない状況にあります。 

 このような中、生活環境や景観の保全、防犯、あるいは、まちなか居住促進といった、そ

の地域の実態を踏まえた行政目的に対応する、空き家等に関する条例を制定、あるいは検討

する自治体が増えてきております。 

 しかしながら、現時点では、条例を制定した自治体におきましても、条例に基づく対策に

より、顕著な成果を得るまでには至っておらず、条例をもって、空き家等対策の効果的な仕
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組みとするには、難しい面もあるものと存じます。 

 一方、自由民主党の空き家対策推進議員連盟において、市町村に対する空き家への立入調

査権の付与や、強制撤去の要件などを内容とした、空き家等対策に関する特別措置法案につ

いて、本国会への提出を目指して、準備が進められております。法律に基づく空き家等対策

を講じることが可能となる同法案の動向に注視しながら、関係局で設置しております空き家

等対策プロジェクトチームにおいて、対策の一つとして条例の効果等を検討し、平成２６年

度に実施する空き家等実態調査の結果を踏まえ、条例制定を含めた空き家等対策を取りまと

めてまいりたいと存じます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三野会長） ありがとうございました。 

 引き続きまして、項目番号８番、公共交通の利用促進策の推進ですが、この件については、

交通政策課だと思います。御説明を求めたいと思います。 

○坂東交通政策課長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 坂東交通政策課長。 

○坂東交通政策課長 交通政策課の坂東でございます。 

 公共交通の利用促進施策の推進ということでございますが、本市では過度に自動車に依存

しており、代表交通手段では、高松市で自動車を利用している方は６０パーセント、公共交

通は５パーセントでございます。電車が３．５パーセントで、バスに至っては１．５パーセ

ントでございます。 

 これは全市の数字ですが、そういう状況の中で、公共交通の利用の促進に向けた市民意識

の啓発を図るため、昨年９月に公共交通の利用促進条例を制定し、条例に基づいた理念を踏

まえて施策を推進しようとしているところでございます。その第一歩といたしまして、３月

１日から、琴電のイルカカードのシステムを利用いたしまして、電車とバス、またはバスか

ら電車に乗り継いだ場合、琴電が２０円割引きをしておりましたが、市が８０円上乗せいた

しまして、１００円割り引くという制度を開始しております。 

 また、秋ごろ、１０月１日を予定しておりますけれども、７０歳以上の市民の方を対象と

いたしまして、電車とバスの運賃、これも琴電のイルカカードを活用していただいた場合に、

電車・バスの運賃が半額になるという制度を開始する予定でございます。 

このようにソフト施策の実施と合わせまして、ことでん八栗駅を始めとする各拠点におけ

る交通結束拠点の強化にも努めてまいりたいと存じます。 
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 以上でございます。 

○議長（三野会長） ありがとうございました。 

 続きまして、項目番号９番、地域特性を生かした住民参画によるスポーツ施設の管理・運

営でございます。この件については、スポーツ振興課だと思います。御説明を求めたいと思

います。 

○谷本スポーツ振興課長補佐 はい、議長。 

○議長（三野会長） 谷本スポーツ振興課長補佐。 

○谷本スポーツ振興課長補佐 スポーツ振興課の谷本でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

本市の３９のスポーツ施設の利用につきましては、スポーツ活動の推進を図るため、管理

運営の面において、施設間のネットワーク、管理運営の効率化、利用者サービスの公正性・

公平性等の観点から、本市全体のスポーツ施設として一元化が図られるメリットが期待でき

ることから、現在、公益財団法人高松市スポーツ振興事業団に指定管理しており、適切な管

理運営を行っておりますことから、現在のところ、指定を見直す予定はございません。 

 しかしながら、牟礼スポーツクラブ等の総合型地域スポーツクラブの育成・支援につきま

しては、高松市スポーツ振興基本計画に基づき、適切に対応してまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（三野会長） ありがとうございました。 

 最後でございますが、項目番号１０番、合併基本計画の着実な実施ということで、担当は

地域政策課でございます。御説明を求めたいと思います。 

○東原市民政策局次長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 東原市民政策局次長。 

○東原市民政策局次長 地域政策課の東原でございます。 

 項目番号１０、合併基本計画の着実な実施についてでございますが、合併基本計画の各事

業につきましては、計画期間内に実施できるよう、鋭意取り組んでいるところでございます。

進捗状況につきましては、今後、改めまして御報告させていただきたいと思います。現在、

県事業などで、計画期間内に完了できない可能性がございます施策・事業などにつきまして

は、必要に応じ、対応してまいりたいと思っております。 

 なお、地域審議会は、合併基本計画の進捗状況をチェックし、あるいは、合併後のまちづ

くりについて御意見をいただくため、平成２７年度までの期間において設置しているところ
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でございますが、その後の進行管理の方法等につきましては、今後、改めて、各地域の方々

と御相談をさせていただきたいと思っております。 

 また、本市では自治基本条例を制定いたしまして、各地域に唯一市長が認めたコミュニテ

ィ協議会というものを構成しております。そのコミュニティ協議会を協働のパートナーと位

置付け、共にまちづくりを進めていこうという取組みもございますことから、このコミュニ

ティ協議会との関係も併せて協議する必要もございます。今後、地域審議会についてのあり

方を整理いたしまして、検討を行ってまいりたいと思っております。 

 以上で、報告事項イの、合併基本計画に係る平成２６年度から２７年度の実施事業に関す

る意見に対する対応内容等について、各課からの説明を終わらせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（三野会長）ありがとうございました。 

以上で報告は終わりましたので、これより質疑に入りたいと思います。 

最初に、報告事項アの合併基本計画に係る事業の平成２６年度予算化状況についてでござ

います。 

この件について、何か御質問・御意見がございましたら、御発言をお願いしたいと思いま

す。 

○中村（泰）委員 はい、議長。 

○議長（三野会長） 中村委員。 

○中村（泰）委員 中村でございます。質問させていただきます。 

 子育て支援サービスの充実についてですが、牟礼北放課後児童クラブ施設整備については、

昨年度に引き続き、当初予算が０円になっております。 

牟礼南小学校と牟礼小学校の放課後児童クラブについては整備されておりますが、現在、

牟礼北放課後児童クラブについては、まだ整備されておりません。 

 先日、牟礼北小学校の校長先生、ＰＴＡ会長、そして放課後児童クラブ会長とお話しした

際に、バックネット周辺に新築、あるいは、空き教室の利用との意見が出たのですが、現在

の進捗状態を教えていただきたいと思います。お願いいたします。 

○議長（三野会長） ありがとうございました。 

 担当の子育て支援課の回答を求めます。 

○多田子育て支援課長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 多田子育て支援課長。 
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○多田子育て支援課長 子育て支援課の多田でございます。 

 牟礼北放課後児童クラブの進捗状況ということでございますが、まず、市の整備方針・考

え方についてお話しさせていただきたいと思います。高松市では、学校施設内に空き教室な

どのクラブの開設可能場所があること、この条件を満たす校区につきまして、順次、クラブ

を設置すること、それと、転用可能な教室がある場合には、その教室の整備を進めることを

基本的な考え方としているところでございます。 

 現在、牟礼北放課後児童クラブとして利用しております旧牟礼北児童館、これにつきまし

ては、昭和４１年に建築されて、老朽化が著しいということで、移転整備の必要があるとい

うふうに考えており、計画を立てているところでございます。 

 この移転整備に当たりましては、地域審議会の委員の皆様に御意見をお聞きする中で、小

学校の敷地内にプレハブ教室を建設するということで御理解をいただきまして、平成２４年

度当初予算に工事費を計上しておりました。しかしながら、昨年度の審議会でも御説明いた

しましたとおり、その後、建築基準法等の関係により、運動場を３０センチメートル後退す

る必要が生じ、それに伴う工事、あるいは運動場内への工事車両の進入等について、地元と

の合意に至らず、当初、計画しておりました予定地での建設、設置が困難になるという状況

でございます。 

 今年度に入り、学校あるいはＰＴＡ関係者と２回、協議の場を設けまして、安全面あるい

は利便性等、まずは児童中心に捉えた整備を最優先に考えまして、校舎内にクラブを設置し

たい、空き教室を使わせていただきたいという意向を、学校及びＰＴＡ関係者にお伝えして

おり、現在、学校関係者のほうで、私どもの提示しております案に対して、検討いただいて

いるところでございます。 

 このような状況でございますので、予算措置につきましては、今年度の当初予算には計上

しておりませんが、今後、学校関係者との協議が整った時点におきまして、その対応を考え

てまいりたいと思っております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（三野会長） 中村委員さん、よろしいでしょうか。 

○中村（泰）委員 はい、よろしくお願いいたします。 

○議長（三野会長） 検討をしていただいているということでございますので、よろしくお

願いいたします。 

 ありがとうございました。 
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 ほかにございませんか。 

○松浦委員 はい、議長。 

○議長（三野会長） 松浦委員。 

○松浦委員 松浦でございます。 

 私のほうから、１件の質問と、１件の要望を申しあげたいと思います。 

 まず、２６年度の予算化状況の中で、③連携のまちづくりの中の消防・防災体制の整備の

中で、「消防水利の整備」「耐震性貯水槽(４０立方メートル)整備１基」とありますけれど

も、この設置場所はどこになるのか、これが、質問の１点でございます。 

 要望でございますが、以前、この地域審議会において、災害時にすぐに役立つ水というこ

とで、「道の駅 源平の里 むれ」で、飲料水兼用の耐震性貯水槽を設置していただけない

かと、お話をさせていただいたんですが、環境的に、水の使用量等の問題があるということ

で、その時は無理だという御回答を頂いておりました。 

 現在は、災害等の可能性が高くなってきておりますので、この牟礼地域内で飲料水兼用の

耐震性貯水槽が設置できないかという要望でございます。 

 この２点、よろしくお願いいたします。 

○議長（三野会長） ありがとうございました。 

 この質問については、２課が関係すると思います。 

 最初は、消防防災課から御説明を求めたいと思います。 

○中村消防防災課長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 中村消防防災課長。 

○中村消防防災課長 消防防災課の中村でございます。よろしくお願いいたします。 

 消防水利の整備に関してですが、耐震性の貯水槽４０トン級でございますが、牟礼支所の

敷地内、現在、旧庁舎解体工事中でありますが、その敷地内に１基、４０トン級の防火水槽

を今年度に計画しております。外構工事の進行に合わせて設置する予定でありますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 なお、飲料水兼用の耐震性貯水槽におきましては、水道整備課に御回答いただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○松浦委員 はい、議長。 

○議長（三野会長） 松浦委員。 

○松浦委員 これは、地中に埋めるタイプでしょうか。 
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○中村消防防災課長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 中村消防防災課長。 

○中村消防防災課長 地中に埋めるタイプでございます。 

○議長（三野会長） 消防防災課関連については、以上で終わります。 

次に、水道整備課からお願いいたします。 

○森本上下水道局次長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 森本上下水道局次長。 

○森本上下水道局次長 水道整備課の森本でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、飲料水兼用の耐震性貯水槽の設置の件でございますが、本市では、平成２４年９月

に高松市上下水道基本計画を策定したとこでございます。 

 災害時の応急給水に必要な飲料水を確保するために、平成４２年度までに牟礼地区も含め、

全市で、新たに７か所の飲料水兼用耐震性貯水槽を設置する予定でございます。 

 御質問されております牟礼支所への設置の件でございますが、牟礼支所南側国道１１号沿

いに口径７５ミリメートルの配水管、また、北側の市道に、口径１００ミリメートルの配水

管が、現在、敷設されておりますが、いずれも必要な流量を確保できないことから、設置に

おける最優先要件である水質管理ができなく、また、遮断しておりますので、水が変わらな

ければ飲料水適用にはなりません。水が溜まってしまいますと塩素も無くなってしまう問題

がありますことから、現状では、牟礼支所への設置は難しいと感じております。 

 牟礼地区で予定しております設置場所については、口径も２００ミリメートルの配水管が

入っておりますことから、牟礼総合体育館を考えておりますが、今一度精査させていただい

て、整備を図っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○松浦委員 はい、議長。 

○議長（三野会長） 松浦委員どうぞ。 

○松浦委員 有り難い計画を作っていただきまして、感謝申しあげます。できるだけ早い期

間で、優先的に設置していただきたいと要望いたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○森本上下水道局次長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 森本上下水道局次長。 

○森本上下水道局次長 優先的に設置との要望でございますが、現在計画しております７か
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所については、ほとんどが合併町内の計画であり、１か所につき１億円くらいかかる予定で

ありますことから、今後、順次、計画を立てて対応してまいりたいと考えております。 

○議長（三野会長） ありがとうございました。 

 ほかにございませんか。 

 無いようでございますので、報告事項アについては、以上で終わらせていただきます。 

続きまして、報告事項イの合併基本計画に係る平成２６年度から２７年度までの実施事業

に関する意見に対する対応内容について、御意見、御質問ございましたら、御発言をお願い

したいと思います。 

○多田委員 はい、議長。 

○議長（三野会長） 多田委員。 

○多田委員 多田でございます。 

 牟礼南放課後児童クラブのトイレについては、既に回答をいただいておりますが、滑り止

めの対応策としてのマット敷については、古いマットの寄せ集めのため凹凸がひどく、また

多雨時には水が溜まるなど、通行しにくい状況であると聞いております。「今後の状況によ

り対処する」との回答ですが、どのような考えか御質問します。 

○議長（三野会長） ありがとうございます。 

 これは、子育て支援課だと思います。 

○多田子育て支援課長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 多田子育て支援課長。 

○多田子育て支援課長 子育て支援課、多田でございます。 

 牟礼南小学校の関係でございますけれども、放課後児童クラブ設置の際には、近くに既存

の利用可能なトイレがある場合は、それを活用して、無い場合についてのみ、専用トイレを

設置するということを、現在、基本として整備を進めているところでございます。 

 このような考え方のもと、市内にはプレハブの施設が２４施設ございまして、半数以上が、

近くにある既存のトイレを利用している状況でございます。 

 前回の地域審議会において、クラブからトイレまでの間の地面が滑りやすいとの状況であ

るとの御意見を頂きまして、現在、マットを敷いて対応している状況でございます。現在の

ところ、利用者の方から特段の御意見は頂いていない状況でございます。 

 しかしながら、通路上におきまして、水が溜まり通行しにくい状況ということでございま

すので、改めて、雨天時の状況を確認した上で、通行に支障が生じないよう、対応を検討し
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てまいりたいと考えております。 

○多田委員 はい、議長。 

○議長（三野会長） 多田委員。 

○多田委員 牟礼南小学校の放課後児童クラブについては、すぐ近くにプール用のトイレが

あることから、屋根付き通路での対応は難しいということですが、そのトイレは、子供たち

によりますと、非常に臭い、また冬場は、牟礼南小学校がホタルを育てているので、今以上

の照明はできないため、真っ暗な状況になるとのことです。 

 よって、体育館のトイレを必然的に使用するということで、低学年の児童は、雨天時、教

師が付いてトイレに行っている状況です。 

 この現状があるため、子供たちが利用しやすいトイレを考えていただきたいと思い、質問

しました。 

○多田子育て支援課長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 多田子育て支援課長。 

○多田子育て支援課長 体育館への通路が日常使用する通路になっているのだと思います。 

 その通路の整備を考えてほしいとの趣旨であるかと思いますが、現在、その通路につきま

しては、学校の敷地の一部でもありますので、そのことも勘案し、雨天時の通行に支障がな

いような形で検討してまいりたいと思います。 

○議長（三野会長） 多田委員、よろしいでしょうか。 

○多田委員 体育館までの、子供たちが通る場所が、今の状況では非常に悪いと、私自身、

現場を見て感じました。 

 今後、子供たちが通る幅だけでも、コンクリートで整地していただくとか、体育館までの

真っ直ぐなマットを整備していただくとかということについては、いかがでしょうか。 

○議長（三野会長） 多田子育て支援課長、今日、回答するのは難しいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○多田子育て支援課長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 多田子育て支援課長。 

○多田子育て支援課長 コンクリートでとの話ですけれども、コンクリートにした場合は、

水はけの解消にはなるかと思いますが、先ほども申しましたように、学校の敷地である関係

もございますので、現地も確認させていただいて、効率的な対応を検討してまいりたいと思

います。 
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○議長（三野会長） ありがとうございます。 

 多田委員、よろしいでしょうか。 

○多田委員 子供たちのために、良い環境を整備していただきますようお願いいたします。 

○議長（三野会長） ほかにございませんか。 

○中村（泰）委員 はい、議長。 

○議長（三野会長） 中村委員。 

○中村（泰）委員 中村です。 

 公共交通利用促進についてですが、ことでん八栗駅は、交通結束拠点として位置付けられ

ておりますが、駅前広場、車寄せスペースは、現在、全く整備されておりませんが、今後の

具体的な整備計画があるのであれば、教えていただけたらと思います。 

○議長（三野会長） ありがとうございます。 

 これは交通政策課と思いますが。 

○坂東交通政策課長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 坂東交通政策課長。 

○坂東交通政策課長 交通政策課、坂東でございます。 

 ことでん八栗駅前広場周辺整備という御質問でございますが、八栗駅については、交通結

束拠点としての整備が必要な駅ということで、高松市総合都市交通計画にも掲げさせていた

だいております。 

 昨年度、ことでん八栗駅北側、琴電の所有する借地に、フェンス、舗装等、改修として駐

輪場の整備をさせていただきました。 

 更なる駅前のハード整備になりますが、北側にある川原川、これは県が管理しております

けれども、川原川の拡幅という河川改修が出てくると思います。 

 河川改修とか、その他の整備については、基本的に個人が所有の用地があり、用地確保の

問題が出てくると思います。 

 市といたしましても、用地確保の問題をクリアするとともに、地域住民の御意見、整備効

果、実現性も勘案しながら、八栗駅周辺駅前広場の整備について検討してまいりたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（三野会長）ありがとうございます。 

 中村委員さん、よろしいでしょか。 
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○中村（泰）委員 はい、議長。 

 実は、私が八栗駅前の土地を所有するもので、現状は駅にお迎えに来た方などが私の敷地

に無断で侵入するため、大変困っておりますので、整備について、早めに対応していただき

たいと思います。 

○議長（三野会長） この件につきましては、坂東課長からも説明がございましたが、高松

土木事務所との関係もありますことから、高松市だけではなく、香川県も関係する大きな判

断をしていかなければいかない問題であり、併せて中村委員さんの個人用地が無断で利用さ

れている現状もございますので、早急に検討をお願いしたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

○奥谷副会長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 奥谷副会長。 

○奥谷副会長 項目番号９番の地域特性を生かした住民参画によるスポーツ施設の管理運営

について、質問をさせていただきます。 

 先ほど、回答を頂きましたが、「高松市内にあるスポーツ施設の管理については、財団法

人高松市スポーツ振興事業団に指定管理しており、現在のところ、指定の見直しの予定はな

い」との回答を頂きましたが、同時に、「むれスポーツクラブの育成支援について、適切に

対応していく」との回答を頂いております。育成支援の部分について、具体的にどのような

対応があるのか御質問いたします。 

○議長（三野会長） ありがとうございます。 

 この件については、スポーツ振興課でございます。 

○谷本スポーツ振興課長補佐 はい、議長。 

○議長（三野会長） 谷本スポーツ振興課長補佐。 

○谷本スポーツ振興課長補佐 スポーツ振興課、谷本です。 

 育成支援ということでございますが、そのことについて、有償になりますが、むれスポー

ツクラブの事務所として、牟礼総合体育館内の使用を、現在、許可させていただいている状

況でございます。 

 あと、活動ということですが、本市の体育施設を使用する場合の予約につきまして、一般

使用の予約よりも前に、優先予約が行える対象にしているところでございます。 

 また、むれスポーツクラブにつきましては、昨年に引き続き、スポーツカレッジの業務委

託をお願いする状況にあり、このような状況で財政的な支援になればと思っております。 
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 よろしくお願いいたします。 

○議長（三野会長） ありがとうございます。 

 御回答がございましたが、奥谷副会長よろしいでしょか。 

○奥谷副会長 はい、議長。 

 ありがとうございます。 

 当局サイドの考える育成支援と、現場で頑張っている立場での育成支援については、少し

開きがあるように思われますので、直接、現場との話し合いの場を持っていただけるような

ことで、今後、進めていけたらと希望するものであります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三野会長） ほかにございませんか。 

○川田委員 はい、議長。 

○議長（三野会長） 川田委員。 

○川田委員 川田でございます。 

 項目番号７番の空き家についてお伺いしたいと思います。 

 実際、地域を散歩中、いくつかそういった現状を見受けます。 

 牟礼地区の空き家対策の実態についてお伺いしたいと思います。 

○議長（三野会長） ありがとうございます。 

 この件については、政策課だと思います。 

○那須政策課長補佐 はい、議長。 

○議長（三野会長） 那須政策課長補佐。 

○那須政策課長補佐 政策課の那須でございます。 

 現在、具体的に牟礼地区のみの対策についてはございませんが、先ほど申しあげましたよ

うに、今年度、対策を検討していく予定でございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三野会長） ありがとうございます。 

 川田委員、よろしいでしょうか。 

○川田委員 はい、議長。 

○議長（三野会長） 川田委員。 

○川田委員 では、今の時点では、何も分からないということですか。 

○那須政策課長補佐 はい、議長。 
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○議長（三野会長） 那須政策課長補佐。 

○那須政策課長補佐 そうです。本年の６月、７月に全市において実態調査を開始する予定

であります。 

○議長（三野会長） ほかにございますか。 

  無いようでございますので、報告事項イについては、終わらせていただきます。 

 

(2) 協議事項 

ア 合併基本計画に係る平成２７年度の実施事業に関する意見の取りまとめについて 

 

○議長（三野会長） 続きまして、２番の協議事項の合併基本計画に係る平成２７年度の実

施事業に関する意見の取りまとめについてでございますが、この件については、既に御案内

のとおり、今年の４月１６日に、大西高松市長から依頼がございました。 

 この取りまとめ要領について、担当部局より御説明を求めたいと思います。 

○東原市民政策局次長 はい、議長。 

○議長（三野会長） 東原市民政策局次長。 

○東原市民政策局次長 地域政策課の東原でございます。 

それでは、協議事項のアの合併基本計画に係る平成２７年度の実施事業に関する意見の取

りまとめについて御説明をさせていただきます。 

お手元のＡ４サイズの資料Ｈ２６－１－③を御覧ください。 

資料の趣旨に記載しておりますように、第４期まちづくり戦略計画（平成２６年度から平

成２７年度）における平成２７年度の事業の調整に当たりまして、合併基本計画に係る平成

２７年度の事業に対する、牟礼地区地域審議会の皆様方の御意見を取りまとめていただくも

のでございます。 

提出期限につきましては、７月１８日の金曜日とさせていただいております。 

 恐れ入りますが、２枚目を御覧ください。これは様式でございまして、事業等の項目と意

見の内容を御記入いただくものにさせていただいております。 

地域審議会で御協議いただいた上、この様式での御提出をお願いいたします。 

今も申しあげましたように、提出期限は７月１８日とさせていただいております。 

大変恐縮に存じますが、期限内の御提出につきまして、何とぞよろしくお願い申しあげま

す。 




