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平成２７年度 

第２回高松市塩江地区地域審議会 

 

１ 日時 

  平成２７年１１月１１日（水） 午前９時５８分開会・午前１０時３０分閉会 

 

２ 場所 

  高松市塩江コミュニティセンター大ホール 

 

３ 出席委員  １２人 

会長 藤澤 英治 委員 竹内 康登 

副会長 薮内 由佳 委員 長尾 哲夫 

委員 和泉 勝利 委員 藤澤眞優美 

委員 植田 滿江 委員 藤澤 良樹 

委員 喜多 維昭 委員 藤本 博史 

委員 後藤 守 委員 和田佐登子 

 

４ 欠席委員   ２人 

委員 藤澤 久文 委員 岡崎 千鶴 

 

５ 行政関係者 ２１人 

市民政策局長 城下 正寿 観光交流課長補佐 吉峰 秀樹 

市民政策局次長地域政策

課長事務取扱 

多田 雄冶 河港課長 里石 明敏 

政策課長補佐 松良 彰三 河港課係長 岡 正樹 

地域政策課長補佐 植田 敬二  病院局次長 西川 典生 

地域政策課地域振興係長 藤川 盛司 新病院整備課長補佐 前田 康行 

情報政策課長 外村 稔哉 新病院整備課長補佐 楠 仁志 

情報政策課長補佐 西村 福和 教育局次長 森田 素子 

文化・観光・スポーツ部 

長 

長井 一喜  教育局総務課長補佐 上原 茂 

 

６ 事務局（塩江支所） ４人 

支所長 和泉 孝治 業務係長 松浦 好哲 

支所長補佐管理係長事

務取扱      

和田 誠輝 副主幹 藤村 幸男 

 

７ 傍聴人 ３人 
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会 議 次 第 

 

１  開  会 

 

２  会議録署名委員の指名 

 

３  議   事 

（１） 報 告 事 項 

ア 建設計画に係る事業の平成２６年度事業の実施状況について 

 

（２） 協 議 事 項 

ア 建設計画に係る平成２８年度から３０年度までの実施事業に関する意見に対す

る対応方針について 

 

４  そ の 他 

 

５  閉  会 
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午前９時５８分 開会 

会議次第１ 開会 

○事務局（和田） ただ今から、平成２７年度第２回高松市塩江地区地域審議会を

開会いたします。開会に当りまして、会議の進行等につきましての注意事項やお願

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、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、お名前を先におっしゃっていただいてから、御

発言をされますようお願いいたします。 

なお、携帯電話は電源をお切りになるか、マナーモードに切り替えてくださいま

すようお願いいたします。 

また、傍聴人の方々におかれましては、傍聴席に表示してあります事項を遵守し

ていただきますようお願いいたします。 

  なお、本審議会設置並びにその組織及び運営に関する協議第７条第３項の規定に

より、藤澤会長が会議の議長となりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは藤澤会長より、御挨拶をお願いいたします。 

○藤澤会長 会議に先立ちまして、一言御挨拶を申しあげます。 

委員の皆様におかれましては、何かとお忙しい中、会議に御出席いただきまして

誠にありがとうございます。また、市職員の皆様、御苦労様でございます。 

さて、この審議会は御存じのとおり、高松市と合併後１０年間という限られた期

間で設置・運営されてきました。当初計画では今年度が最終年度となっておりまし

たが、平成２４年６月に合併特例債延長法が施行されたことにより、合併特例債等

の発行期間が５年間延長されました。これによりまして地域審議会も５年間延長と

なりました。この件に関しましては、本日の地域審議会後に時間を取っております

ので詳しい話があると思います。塩江地区建設計画につきましては、施策・事業は

概ね順調に進捗していますが、すでに着工しております塩江ケーブルＴＶ光ケーブ

ル化事業は今年度完了予定でございます。また、重点取組事項の塩江分院の整備事

業は現在交渉中とのことで、この後の対応方針で御回答いただけると思います。こ

の審議会で塩江地区建設計画、また、高松市まちづくり戦略計画の進捗状況をチェ

ックするとともに地域住民の声を反映していただきたいと思っております。 
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なお、本日、御協議いただきます議題は、報告事項１件と協議事項１件となって

おります。後ほど担当部局から説明をいただくこととしておりますので、委員の皆

様には、忌憚のない御意見を賜りますようお願い申しあげまして、簡単ではござい

ますが、開会の御挨拶といたします。 

会議次第２ 会議録署名委員の指名 

○議長（藤澤会長） それでは、会議に入りたいと存じます。本日の出席委員は１

２名でありますので、本審議会の設置並びにその組織及び運営に関する協議第７条

第４項の規定に基づき会議が成立することを御報告いたします。 

 次に、会議次第の２の「会議録署名委員の指名」でございますが、本日の会議録

署名委員には、後藤守委員さんと藤本博史委員さんにお願いいたしますので、よろ

しくお願い申しあげます。 

会議次第３ 議事 

（１） 報告事項 

 ア 建設計画に係る平成２６年度事業の実施状況について 

○議長（藤澤会長） （１）の報告事項でございますが、ア「建設計画に係る平成

２６年度事業の実施状況について」の御説明をお願いいたします。 

○多田市民政策局次長 はい、議長。 

○議長（藤澤会長） はい、どうぞ。 

○多田市民政策局次長 地域政策課の多田でございます。どうぞよろしくお願い申

しあげます。 

私以降、職員が説明する際は、座って説明させていただきたいと思います。それ

では座っ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種類あると存じます。その内、 

資料１の「建設計画に係る平成２６年度事業の実施状況調書（塩江地区のみの事業）」

を御覧いただきたいと思います。 

この資料につきましては、連帯のまちづくりを始めとする５つのまちづくりの基

本目標ごとに、「施策の方向」、「施策項目」、「事業名」、「２６年度事業の実施状況」

を記載し、「２６年度の予算現額」と「２６年度の決算額」を対比させるとともに、

２７年度へ繰り越した事業については、その額と事業の概要を記載しております。 

時間の関係もございますので、ここでは、逐一の説明は省略させていただき、主
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な事業の「２６年度決算額」を申しあげます。 

まず、連帯のまちづくりでございますが、２つ目の項目で「医療体制の充実」と

いたしまして、医療機器等の購入で２９９万２千円、患者送迎バスの運行などで、

１，５５４万円でございます。 

次に、循環のまちづくりでは、河川改良工事など、「河川の保全と活用」に 

１，１１５万５千円、また、「上水道等の整備」としまして、浅野浄水場での遠隔

監視システムの整備と老朽ビニール管の更新に２億５，８２２万１千円でございま

す。 

次に、裏面の２ページを御覧いただきたいと思います。連携のまちづくりでは、

塩江小・中学校屋内運動場の建設工事、外構工事、運動場整備工事等などの「教育

環境の整備」として、９億８，２１３万１千円、塩江ケーブルネットワークの再整

備「地域情報化の推進」として、２億８，２０９万６千円でございます。 

 次に、交流のまちづくりでは、塩江温泉まつり等への補助など「観光イベントの

充実」といたしまして、９６９万２千円、３ページに移りますが、市道高畑安田線 

他の道路改良工事など「道路の整備」に２，１５２万９千円でございます。次に「参

加のまちづくり」では、塩江支所空調設備改修工事に２，２２６万１千円でござい

ます。 

 また、小計欄の下に、「椛川ダムの建設」といたしまして、市道改良事業に 

１，７２０万４千円でございます。 

 以上、「連帯のまちづくり」から、「参加のまちづくり」までの決算額を合わせま

して、総額１６億７，２９９万８千円を平成２６年度において執行いたしました。 

 また、右の端の「２７年度への繰越額」の欄に記入のある事業につきましては、

年度内の事業の完了に向けて、鋭意、取り組んできましたが、結果といたしまして、

どうしても年度を繰り越して、事業の実施を図る事情が生じたものであり、予算そ

のものを２７年度に繰り越ししたものでございます。繰越した額の総額は、 

３，３５３万５千円となっております。 

以上が「建設計画に係る平成２６年度事業の実施状況について」の概略でござい

ます。よろしくお願い申しあげます。 

○議長（藤澤会長） 建設計画に係る平成２６年度事業の実施状況（塩江地区のみ

の事業）についての説明が終わりましたので、御質問、御意見等を頂戴したいと存
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じます。いかがでしょうか。 

○発言なし。 

○議長（藤澤会長） 無いようでございますので、建設計画に係る平成２６年度事

業の実施状況（塩江地区のみの事業）については、以上で終了いたします。 

（２）協議事項 

ア 建設計画に係る平成２８年度から３０年度までの実施事業に関する意見に対する

対応方針について 

○議長（藤澤会長） 続きまして、（２）協議事項に移りたいと存じます。 

ア建設計画に係る平成２８年度から３０年度までの実施事業に関する意見に対

する対応方針について担当部局より御説明をお願いいたします。委員の皆様には、

全ての担当部局からの御説明をうかがった後、御質問、御意見等をお伺いいたしま

す。それでは、御説明をお願いいたします。 

○多田市民政策局次長 はい、議長。 

○議長（藤澤会長） はい、どうぞ。 

○多田市民政策局次長 最初に地域政策課から申しあげます。 

それでは、協議事項アの「建設計画に係る平成２８年度から３０年度までの実施

事業に関する意見に対する対応方針について」、お手元の、Ａ３サイズの資料をお

願いたします。この対応調書につきましては、９月２５日付で「建設計画に係る平

成２８年度から３０年度までの実施事業に関する意見」の取りまとめをお願いしま

して、１０月１日に御提出をいただきました、「建設計画に係る平成２８年度から

３０年度までの実施事業に関する意見」に対する対応方針を整理したものでござい

ます。 

それでは、この後、項目順に従いまして、それぞれ所管をしております担当部局

から、個々に御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。 

○長井文化・観光・スポーツ部長 はい、議長。 

○議長（藤澤会長） はい、どうぞ。 

○長井文化・観光・スポーツ部長 観光交流課の長井でございます。 

 項目番号１「塩江温泉郷の活性化の対応方針」でございますが、塩江温泉郷は、

高松の奥座敷とも称される歴史ある名湯であり、この貴重な温泉資源や周辺の自然

環境の保全に努め、利活用していくことは、本市の観光振興を図る上で重要な取組
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と捉えています。 

 今後は、温泉水の安定供給や老朽化が進む観光施設等の諸問題に計画的に対応し

ながら、塩江地区の様々な資源を生かした観光振興を図ることで、地域活性化につ

なげていくため、塩江温泉郷活性化基本構想（仮称）を策定する予定としておりま

す。具体的には、温泉水の供給態勢に関する調査を実施し、その結果を踏まえ、必

要に応じて新たな源泉を確保する計画のほか、温泉、自然、歴史、産業など、様々

な観光資源を複合的につなぎあわせた誘客の仕組みなど、今後の塩江温泉郷のあり

方を定めることとしています。 

 また、塩江の各種イベントの慢性的な駐車場不足の解消につきましては、新たな

駐車場候補地やパークアンドライドの検討など考えられますが、地域の実情を踏ま

え、具体的な対応については、主催者と協議してまいりたいと存じます。 

○西川病院局次長 はい、議長。 

○議長（藤澤会長） はい、どうぞ。 

○西川病院局次長 新病院整備課西川でございます。 

項目番号２新病院附属医療施設整備事業の進捗状況につきまして説明申しあげ

ます。まずもって、対応方針につきまして書面回答できず本日の会での口頭回答と

させていただきましたことにつきまして、説明とお詫びを申しあげます。皆様方の

御意見でございます新病院附属施設の整備事業の進捗状況に関しましては、当病院

局におきまして同施設の整備場所としております休業中の新温泉ホテル跡地の土

地所有者との交渉結果を何とか回答に反映させるべく取り組みましたが、文書での

回答期限に間に合わず、やむなく本日の口頭回答とさせていただいたものでござい

まして、御了承賜りますようお願い申しあげますとともにお詫び申し上げます。 

御質問の附属医療施設の整備事業の進捗状況でございますが、御当地の地域審議

会から昨年９月に御提出いただきました整備場所に係る要望書等を踏まえ、先ほど

も申しあげましたホテル跡地を取得するため土地所有者と鋭意交渉を行ってまい

りました結果、先日土地所有者との間で取得に係る基本的な合意が整いましたので

御報告申しあげます。この基本的な合意を受けまして、用地取得費等に係る補正予

算議案を来る１２月定例市議会に上程することとしておりまして、市議会の承認が

得られましたら売買等に係る契約締結はもとより医療施設の医療機能について、国

の医療施設の方向性等を踏まえて適切な対応を図る中で、開院に向けて整備事業の
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推進に全力で取り組んでまいりたいと存じております。整備事業の推進に当たりま

しては多くの日時を要し、皆様方に多大な御心配、御迷惑をおかけしておりますこ

とを衷心よりお詫び申しあげますとともに、その様な中、御当地地域審議会の皆様

方、または佐藤市議会議員様におかれましては、事業の推進に格別な御尽力を賜っ

ておりますことに対しまして、改めて心から感謝申しあげる次第でございます。今

後とも事業推進に向けての格別の御支援を賜りますようよろしくお願い申しあげ

ます。 

○森田教育局次長 はい、議長。 

○議長（藤澤会長） はい、どうぞ。 

○森田教育局次長 教育委員会総務課森田でございます。 

項目番号３の塩江小中学校運動場の整備についてでございます。塩江小・中学校

運動場につきましては、整備後、４月の開校式の際に駐車場として使用したことに

より、また、雨天が続いていたこともあり、轍ができ不陸状態となっておりました

が、その後、５月末に土壌転圧等を実施し改善を行ったものでございます。 

現在、小・中学校に確認いたしましたところ、運動場としての使用には特に支障

はない状態と伺っております。なお駐車場といたしましては、利用が難しい場合も

あり、地元の行事にはご迷惑をおかけしているところでございます。今後につきま

しては、適宜、運動場の状態を確認しながら、水はけ等の対策につきまして検討し

てまいりたいと存じます。 

○里石河港課長 はい、議長。 

○議長（藤澤会長） はい、どうぞ。 

○里石河港課長 河港課里石でございます。よろしくお願いいたします。 

項目番号４の椛川ダム周辺整備につきましては、現在の水源地域整備計画（平成

１７年３月策定）に基づき、土地改良事業西峰線を始めとする市道の整備等を進め

てきております。現在進行中の事業等のほか、今後新たに公園整備事業及び林道等

の整備が残っておりまして、各施設の整備及び管理等について、香川県、高松市、

地元関係者の方々において検討・協議を進めてまいりまして、その中で地域の方の

意見を踏まえ、詳細な整備内容を決定していく予定になっております。 

○議長（藤澤会長） 建設計画に係る平成２６年度事業の実施状況（地区のみの事

業）についての説明が終わりましたので、御質問、御意見等を頂戴したいと存じま
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す。 

 項目ごとにさせていただきますのでよろしくお願いいたします。まず、項目番号

１塩江温泉郷の活性化について御質問等があればよろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤会長） 私の方から質問させていただきます。温泉水の安定供給と老

朽化が進む観光施設等諸問題について、具体的に御説明いただけないでしょうか。 

○長井文化・観光・スポーツ部長 はい、議長。 

○議長（藤澤会長） はい、どうぞ。 

○長井文化・観光・スポーツ部長 観光交流課の長井でございます。 

 二点の御質問をいただきましたが、一点目の温泉水の安定供給でございますが、

１号泉と２号泉の二つの源泉がございまして、一昨年に２号泉の温泉成分が無くな

りまして、現在閉鎖しております。１号泉のみで全ての施設の温泉を供給してござ

いますが、この状態ですと負荷がかかって１号泉の影響が懸念されますので、新た

な源泉を掘ることを視野に、何処を掘れば温泉が出るのかを今年度中に専門業者に

委託し調査する予定です。調査につきましては、業者に確認しますと冬場の動物が

あまり動かないとか葉っぱが落ちて調査に影響のない時期にということです。結果

がでましたら当審議会等に御報告いたしたいと思っております。二点目の観光施設

等の老朽化の諸問題ですけれども、御存じのとおり市の施設としまして奥の湯温泉、

行基の湯、自然休養村センター、道の駅しおのえがございますが、特に奥の湯温泉

につきましては建設から相当経過いたしておりますので、耐震診断を行いましたと

ころ、耐震が標準以下でございました。それにつきまして耐震改修も難しい中で、

先ほども申しました塩江温泉郷活性化基本構想（仮称）の中でどうしていくのか、

また、行基の湯も全て木造でございますので、温泉の湯気等によりまして老朽化し

ていますので、計画では来年度に調査設計等ができればと思っております。自然休

養村センターにつきましても、かなり老朽化していますので、あり方につきまして

は本市が策定しておりますファシリティマネジメントの方向性を出したうえで、塩

江にある観光施設等の老朽化等に適切に対応してまいりたいと思います。 

○議長（藤澤会長） ありがとうございました。特に上西地区にあります奥の湯温

泉に関しましては、上西地区の重要な施設拠点となっておりますので、継続できる

よう、また地域にとって発展性のあるものづくりをしていただければありがたいと

思っておりますのでよろしくお願いいたします。 
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○長井文化・観光・スポーツ部長 はい、議長。 

○議長（藤澤会長） はい、どうぞ。 

○長井文化・観光・スポーツ部長 観光交流課の長井でございます。 

 ただいまの御意見を踏まえて、策定しております塩江温泉郷活性化基本構想（仮

称）の中で続けてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤会長） １の項目について、ほかに御質問等はござませんでしょうか。 

○発言なし。 

○議長（藤澤会長） 無いようですので、続きまして新病院附属医療施設整備事業

の進捗状況についての御質問はございませんか。 

○議長（藤澤会長） 長期に渡り交渉していただきましたが、最終的には良い方向

に進んでいると思っております。これから本格的な審議になるかと思いますが病院

局の方、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

○西川病院局次長 はい、議長。 

○議長（藤澤会長） はい、どうぞ。 

○西川病院局次長 病院整備課西川でございます。 

 ありがとうございます。早くできるように全力をあげて取りかかりますので、格

別の御支援を賜りますようお願い申しあげます。 

○議長（藤澤会長） ほかに御質問等はございませんでしょうか。 

○発言なし。 

○議長（藤澤会長） 無いようですので、続きまして、項目番号３塩江小中学校運

動場の整備について、御質問、御意見等がございましたら受け賜ります。 

○発言なし。 

○議長（藤澤会長） 御意見が無いようですので、私の方からばかりで恐縮なので

すが、以前の審議会でもお伺いしましたけれども、数日天候の悪い日が続きますと、

現状は地盤が弱く足跡が残るという状況であります。ということでグラウンドの改

良工事を是非ともお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

○森田教育次長 はい、議長。 

○議長（藤澤会長） はい、どうぞ。 

○森田教育局次長 教育委員会総務課森田でございます。 

 前回の地域審議会で御指摘いただきました後も、雨が降った後で現場に行ったり、
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学校の方に状況を聞きに行ったりして何度か確認させていただいたところでござ

います。もちろん地域にも貢献しなければいけないのですが、学校の運動場という

ことで整備をいたしておりますので、子ども達が怪我をしないような弾力性とか保

水性が整備には必要だったということで、御指摘の排水に関しても一定の勾配をつ

けて排水していく仕組みになっています。今のところ改良工事までは考えてはいな

いのですが、今後も状況を見ながら改良が必要であれば検討してまいりたいと思い

ます。 

○議長（藤澤会長） 基本的なことは生徒が使うグラウンドですので、運動等に支

障がなければ問題ないのですけれども、雨が降ったらグラウンドが使えないという

のは教育上よくないのではないかと思います。雨の時は体育館を使用したらいいの

ではないかというのではなく、良いグランドがあるのだから、それを最適に使用で

きるグラウンド造りをしていただきたいと思っております。観光面で駐車場として

使用するのは附属の面でございますので、生徒を一番にしたグラウンド造りをして

いただければありがたいと思います。私も観光に携わっている立場として、雨が降

った後の駐車場利用で金銭的な負担がかかった時に、誰が補償してくれるのか誰が

負担するのかというのが主催者側からしますと大変な難しい問題に突き当たるで

はないかと危惧しております。教育委員会の方で全部補修しますということであれ

ば大変嬉しいことなのですが、いかがでしょうか。 

○森田教育次長 はい、議長。 

○議長（藤澤会長） はい、どうぞ。 

○森田教育局次長 教育委員会総務課森田でございます。 

 全ての補修工事というのは難しい状況でございます。例えば選挙で使った場合に

は、高松市内の学校全て同じでございますが、雨が降った後のグラウンドへの土入

れとか補修を選挙管理委員会の方でしていただいております。学校行事等そういっ

たことがある場合には、学校の方にも配当予算がありますので、それで対応してお

ります。観光協会さんの方であったことに関しては学校の予算での対応は難しい状

況でざいます。 

○議長（藤澤会長） わかりました。要するに駐車場としての利用は難しいという

ことですね。後の協議にさせていただきます。 

他に御質問はございませんか。無ければ次の項目の椛川ダム周辺整備につきまし
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て御意見・御質問等はございませんか。 

○議長（藤澤会長） 喜多委員さん、何かございませんか。 

○喜多委員 はい、議長。 

○議長（藤澤会長） はい、どうぞ。 

○喜多委員 喜多でございます。 

 水源地域整備計画に基づいてされているということでございますので、より一層

実施して行っていただきたいと思います。 

○里石河港課長 はい、議長 

○議長（藤澤会長） はい、どうぞ。 

○里石河港課長 河港課里石でございます。 

 先ほども御説明させていただきました平成１７年３月に決定しました水源地域整

備計画に基づきまして、周辺の公園等整備がございます。それにつきましては、地

元の方々に入っていただいた中で、詳細を決めていきたいと思います。当然維持管

理等のこともございますので、その辺りを踏まえた内容で決めていきたいと思いま

す。 

○議長（藤澤会長） 塩江は自然が第一ですので、椛川ダムができますと観光に対

しましては大変いいものではないかと思われますので、地域の方々を含めて検討し

ていただければと思います。 

 他にございませんか。 

○発言なし。 

○議長（藤澤会長） 無いようでございますので、ア建設計画に係る平成２８年度

から３０年度までの実施事業に関する意見に対する対応方針については、以上で終

了させていただきます。 

 次に、次第４のその他でございますが、委員の皆様方から地域審議会に対して何

かございましたら受け賜りますのでよろしくお願いいたします。 

○発言なし。 

○議長（藤澤会長） 無いようでございますので、以上で本日の会議日程は全て終

了させていただきます。皆様には、長時間にわたり御協議を賜り、また、円滑な進

行に御協力をいただき、誠にありがとうございました。 

会議次第５ 閉会 
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○事務局（和田） これをもちまして、平成２７年度第２回塩江地区地域審議会を閉

会いたします。 

 

  午前１０時３０分 閉会 
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