● 高松市議会ホームページ ●
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東部運動公園

東部運動公園に、新たに整備された弓道場

とアーチェリー場の運用が５月１日から始ま
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平成 年第 ３回高松市議会定例会は、 ６月 日から
６月 日までの 日間の日程で開かれました。
今定例会では、平成 年度一般会計補正予算など
議案と意見書 １件を可決しました。また、陳情 ２件の
うち、 １件を不採択、 １件をみなす不採択としたほか、
人事案件 ７件に同意しました。

今定例会で決まった主な内容

右下：アーチェリー場
左下：弓道場
上：グランドオープン記念式典の様子

採決・閉会

【市長提出議案】
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【議員提出議案】

●条例
▽地方税法等の一部改正に伴い、軽自動車税の税率
の引き上げ等を行うための条例改正
▽消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法
律施行令の一部改正に伴い、消防団員の処遇改善
を図るための条例改正
▽高松市民病院の診療科目に病理診断科を新設する
ための条例改正

●補正予算
▽地域コミュニティ協議会の備品整備やイベント事
業に助成するための予算
▽自主防災組織が実施する災害の被害軽減活動等に
必要な資機材整備に助成するための予算
▽認知症対応型共同生活介護事業所及び定期巡回・
随時対応型訪問介護看護事業所の開設に伴う経費
の一部を補助するための予算
▽南部地域の核となる特色あるスポーツ施設の整備
に向けて、その用地取得や実施設計などを行うた
めの予算

23

26

24

●意見書
▽手話言語法（仮称）の制定を求める意見書

1

開会・提案説明
６月10日
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り、同施設がグランドオープンしました。今後、
スポーツ・レクリエーション活動の拠点とし
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てさらなる活用が期待されます。

行政改革
新たな広域連携
新制度への移行に向けてメ
リット・デメリットの検証
を行う

去る５月に地方自治法が
改正され、新たな広域連携
の形として地方中枢拠点都
市制度が創設されました。
同制度は、人口減少、少
子・超高齢化社会でも行政
サービスを維持するため、
圏域の核となる地方中枢拠
点都市と近隣市町村が、さ
まざまな分野で連携を行い、
役割を分担する制度です。

…………………………………………………………………………………………………
同拠点都市の要
件を満たす本市は、
香川のリーダーとして、近
隣市町と連携し、持続可能
な社会を築いていくべきだ
自員
民会
党】
が、その考えは。【議
市長は、現在の瀬戸・高
松広域定住自立圏を発展さ
せる形で同制度への移行を
検討したいと表明したが、
その真意は。
【公明党】
国が新たに示した
同制度は、５年前か

当分の間、現在と同等の窓
口サービスを提供し、必要
な職員体制を再検討する

香南・塩江・庵治の３支所

ら形成している定住自立圏
の発展の可能性を有してお
り、関心を持っている。
しかし、移行には、現在
の広域連携の相手市町の意
向を尊重することが重要な
ので、国の制度要綱等を踏
まえ、新制度のメリット・
デメリットの検証など、移
行に向けての検討を進める。

…………………………………………………………………………………………………
新たな地域行政
組織の具体的な取
り扱い業務や組織体制を取
りまとめた地域行政組織再
編計画（素案）では、香南・
塩江・庵治の３支所の人員
を大幅に縮小する方針が示
されている。
同計画策定には、住民の
日常生活に急激な変化をき

たさないよう段階的に取り
組む考えは。
【同志会】

近年、低下傾向
にある若年層の投
票率向上策として、中心市
街地や郊外のショッピング
センターなどで期日前投票
を実施する考えは。
民
【市
フォーラム 】

ショッピングセンターなど
での期日前投票所の開設に
向けて取り組む

地域行政組織の再
編は、市民により近
いところで、幅広い行政サ
ービスの提供を目的として
いるが、合併町の多くの住
民から、急激な環境変化を
不安視する声もあることか
ら、同３支所は、当分の間、
現在と同等の窓口サービス
を提供し、必要な職員体制
も再検討していく。

…………………………………………………………………………………………………

ショッピングセン
ターなどに期日前投
票所を開設することは、若
年層を含めた投票率向上の
ための有益な手段と考える。
今後、投票所が開設でき
る施設の確保に努め、開設

コトデン瓦町ビルの利活用

まちづくり

日数や開閉時間の検討など、
開設に向けて取り組む。

…………………………………………………………………………………………………

現在、同ビルに
入居している市民
サービスセンターの拡充だ
けでなく、多くの市民が利
用し、交流できる機能をあ
わせ持った、多目的な活用
を検討すべきだが、その考
自員
民会
党】
えは。
【議

高松天満屋閉店後のコト
デン瓦町ビル利活用方策を、
本市のプロジェクトチーム
が検討しています。

市民が交流し、憩えるスペ
ースの設置など、本市とし
ての利活用計画をまとめる

期日前投票所が設置される
瓦町駅前地下広場

代表質問
各 会 派 を 代 表 し て、 鎌 田 基 志
（ 自民党 ）・ 辻 正 雄（ 同 志 会 ）・
議
員
会
民 ・竹内俊彦（公
岡野朱里子 （ 市
フォーラム ）
明党）の４ 人 の 議 員 が 質 問 し ま し た 。

質問の主な 内 容
自員
民会
党）
鎌田基志議員（議
新会派・政治姿勢・行財政・
防災・まちづくり・農業改
革・福祉・教育委員会制度
改革
辻 正雄議員（同志会）
政治姿勢・職員の不祥事・
まちづくり戦略計画・財政・
合併特例債・創造都市・少
子化・農業・教育など
民
岡野朱里子議員（市
フォーラム ）
政治姿勢・子ども子育て支
援推進計画・地域医療介護
総合推進法・教育・投票率
の向上策など
21

竹内俊彦議員（公明党）
マイナンバー制度導入・フ
ァシリティマネジメント・
財政運営・健康都市推進ビ
ジョン・反転授業など

21

21

２

代表質問

多くの人材の流
出を食いとめるた
めには、働く場の創出が必
要だが、地元企業の雇用拡
大につながる企業誘致活動
自員
民会
党】
の取り組みは。 【議
将来に向けた本市の自主
財源確保方策として、積極
的な企業誘致を推し進める
べきだが、これまでの成果
と課題は。
【同志会】

民挙げて観光客を誘致する
考えは。
【同志会】

…………………………………………………………………………………………………

同空港と定期便が
就航している海外都
市を対象に、県等と連携し、
旅行商品の開発を促進して
いるほか、瀬戸内海国立公
園指定 周年記念イベント
のＰＲと誘客に、官民挙げ
て取り組んでいる。
今後も、さまざまな機会
を捉えて、県や民間企業等
と一層の連携を図り、観光
客の誘致に努める。

一層の交流を図り、本市の
伝統的ものづくりをさらに
魅力あるものにしていく

金沢市との友好交流

で、ものづくりを通じた交
流活動を掲げているが、今
後、両市の友好交流を通し
て、本市の伝統的ものづく
りに、どのように生かして
いくのか。
【公明党】

金沢市では、本市
のものづくり振興の
参考となる事業に取り組ん
でいるため、７月に、本市
で伝統的ものづくりに取り
組んでいる職人を派遣し、
民間同士の交流を促進する。
また、本市で７月 日開
催予定のシンポジウムで、
同市の伝統工芸振興の取り
組みを紹介し、多くの市民
が伝統的ものづくりの大切
さを理解する機会としたい。
今後、両市の一層の交流
を図る中で、本市の伝統的
ものづくりを、さらに魅力
あるものにしていく。

…………………………………………………………………………………………………

本市がPRする
「瀬戸内海国立公園指定80周年の記念事業」

中学生などを対象に、市内
事業者が、みずからの活動
をＰＲする取り組みを支援

若者は、市内で
頑張っている企業
をよく知らないので、中学
生などを対象に、市内事業
者みずからが、積極的に自
身の活動をＰＲする機会を
自員
民会
党】
創出する考えは。【議

進路を考え始める
中学生などを対象に、
そうした機会を持つことは、
市内事業所の大多数を占め
る中小企業の人材確保にと
って意義のある取り組みで
あるため、校長会を通じて
中学校等に協力を依頼する
など、あらゆる機会を通じ
て事業者の取り組みを支援
する。
さまざまな機会を捉え、県
や民間企業等との連携によ
り観光客誘致に努める

80

金沢市との文化・
観光交流協定の中

21

高齢者居場所づくりの観
点から、市内中心部で交通
の便のよい同ビルに、高齢
者が集えるコーナー等を設
置する考えは。 【同志会】
市民サービス向上
策の一環として、同
ビル内にある市民サービス
センターの取扱業務の範囲
を、現在の出張所程度に拡
充することや、高齢者を含
めた多くの市民が気軽に交
流し、憩えるスペースの設
置を検討するなど、今後、
広く市民等の意見も参考に
利活用計画をまとめる。

産業・観光

企業誘致専門員等
が企業訪問を行い、
企業誘致条例の優遇制度を
紹介するなどの誘致活動に
取り組んできた。
同条例制定後、昨年度ま
でに２企業を誘致し、本年
度は７企業への助成を予定
するなど、活動の成果があ
らわれており、県内の雇用
情勢も改善しつつある。
しかし、新規学卒者等が
求める職業の求人は、十分
に提供されていないため、
自然災害が少ないことなど、
有利な地域特性を最大限に
アピールし、効果的な誘致
活動に取り組み、若者のニ
ーズに応えられるような雇
用の場の創出に努める。

…………………………………………………………………………………………………
国際線・国内線
の増便により高松
空港の航空ネットワークが
拡充され、観光客が増加し
ているが、県と協力し、官

3

企業誘致
効果的な企業誘致活動に取
り組み、若者のニーズに合
った雇用創出に努める

…………………………………………………………………………………………………

代表質問

防 災
大規模ため池の防災対策

推進するとともに、若い世
代や子育て家庭が、安心し
て子供を産み育てられる環
境を整備する。
放課後児童クラブ
待機児童解消のため、学校
施設を一層活用するなど、
計画的な環境整備を進める

等も検討し、計画的な環境
整備を進める。

子ども子育て支援推進計画

子供と子育て家庭が幸せに
暮らせるまちの実現に向け
て取り組む

子ども子育て支
援推進計画の策定
に当たって、小児の医療費
助成など経済的負担軽減を
希望する子育て家庭の声を
反映したり、孤独な子育て、
子供の貧困など、新たな課
題への取り組みを、さらに
前進させた意欲的な計画と
民
する考えは。
【市
フォーラム 】

…………………………………………………………………………………………………

昨年 月に実施し
た保護者アンケート
結 果 や 国 の「 骨 太 の 方 針 」
等を踏まえるとともに、医
療費助成等、さらなる経済
的支援や育児不安等を解消
する、さまざまな支援策を
総合的に検討し、子供と子
育て家庭が幸せに暮らせる
まちの実現に向けて取り組
む。

21

地元関係者との調整など事
業の円滑な推進に努める。
また、昨年度作成したハ
ザードマップを活用した避
難訓練を支援するなど、ソ
フト面の対策にも取り組む。

福 祉

安心して子供を
産み育てるために
は、児童の受け入れ態勢の
整備が不可欠だが、放課後
児童クラブの現状を踏まえ
た対策は。
【同志会】

小学校入学時に、子供の
放課後等の預け先が見つか
らず、保護者が仕事を辞め
るなど働き方の変更を迫ら
れる、いわゆる「小一の壁」
が課題となっています。

…………………………………………………………………………………………………
同クラブでは、毎
年、市内都心部を中
心に待機状態が恒常化して
おり、昨年度実施した保護
者アンケート調査でも、現
在の利用実績を相当量上回
る利用ニーズがある。
今後、待機児童解消のた
め、余裕教室等、学校施設
を一層活用するとともに、
民間事業者による事業展開

要支援者へのサービス継続

財源措置を国へ強く働きか
けるとともに、効果的なサ
ービスの提供に努める

去る６月に成立した地域
医療・介護総合推進法で、
これまで国の事業であった
要支援者への訪問介護と通
所介護が、市の地域支援事
業に移行されました。

国から市への事
業移行を受け、国
からの予算が確保できなけ
ればサービスの低下が避け
られず、対象者や家族等の
不安感が強まっているが、
国からの財源確保と要支援
者へのサービス継続を確約
民
する考えは。 【市
フォーラム 】

…………………………………………………………………………………………………

地域支援事業の円
滑な実施のため、必
要な財源が確実に措置され
るよう国へ強く働きかける
とともに、要支援者への、
きめ細かで効果的なサービ
スの提供に努める。

21

地域における子育て支援事
業を推進し、安心して子供
を産み育てる環境を整備

地域の結びつき
の希薄化等により、
少子化・晩婚化の問題が浮
き彫りとなっており、子育
てしやすい環境の醸成が喫
緊の課題と考えるが、地域
における子育て支援に、ど
のように取り組むのか。
自員
民会
党】
【議

…………………………………………………………………………………………………
子供と老人クラブ
との世代間交流など、
子育て家庭を地域で支える
各種事業の充実に努めると
ともに、保護者のニーズに
応じて、地域の子育て支援
事業に関する情報を提供し、
専門的な相談等を行う利用
者支援事業を活用する。
今後、地域における、さ
まざまな子育て支援事業を

10

ため池補強事業の円滑な推
進に努めるほか、ソフト面
の対策にも取り組む

耐震補強工事を行う奈良須池

県は、本市のた
め池のうち、貯水
量 万トン以上である奈良
須池・前池が、国の安全基
準を満たしておらず、補強
工事が必要と発表した。
両池の決壊により被害の
甚大化が想定されることか
ら、地域住民の安全確保等
のため、防災対策に積極的
に取り組む考えは。
自員
民会
党】
【議

両池は、来年度か
ら県が事業主体とな
って耐震補強工事を行う予
定で、本市も県と連携し、

10

4
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工事請負契約について
（屋島陸上競技場（仮称）建設に伴う電気設備工事）
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工事請負契約について
（屋島陸上競技場（仮称）建設に伴う機械設備工事）

可決
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○
可決

○

○

○

高松市職員の給与に関する条例等の一部改正について

可決

○

○

高松市市税条例の一部改正について

可決

○

可決

工事請負契約について
（屋島陸上競技場（仮称）建設工事）

集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求め
不採択
る意見書の提出を求める陳情

※全議案等の審議結果については、市議会ホームページをご覧ください。

教 育

○
平成26年度高松市一般会計補正予算

市長提出
議
案 高松市手数料条例の一部改正について

に対し、迅速な意思決定が
期待されるが、所見は。
【公明党】

○
同志会

在を前提として自分の存在
価値を感じること、いわゆ
る自己有用感の育成の取り
組みが成果を挙げており、
全市的に拡大すべきだが、
その考えは。
【公明党】

…………………………………………………………………………………………………
同学園では、日々
の学習指導において、
児童生徒が自己決定し、互
いに学び合う場を設けるこ
となどで、自己有用感の醸
成に大きな成果を挙げてお
り、昨年開催した教育研究
発表会で県内外の学校に、
その取り組みを発信した。
今後も、同学園での成果
を、市内小中学校へ普及啓
発し、生きる力を育む教育
の充実に努める。

岡田
自民党
議員会

教育委員会制度改革

21

市 民
公明党
フォーラム21
議 決
結果等
名
件

教育行政の責任と役割が明
確化され、迅速で的確な対
応が可能になる

…………………………………………………………………………………………………
改正された法律は、
教育の政治的中立性
等を確保しながら、首長と
教育委員会の連携強化を図
ることなどを目的としてお
り、これに伴い、地方教育
行政における責任と役割が
明確化され、さまざまな教
育課題に、より迅速で的確
な対応が可能になると考え
ている。
今後、国の通知なども踏
まえ、教育委員会と連携・
協議し、適切に対応する。

無所属
香川

情

自己有用感を育む取り組み

5

二川

陳

高松第一学園の成果を、市
内小中学校へ普及啓発し、
教育の充実に努める

高松第一学園に
おける、他者の存

高松第一学園での自己有用感を高める授業の様子

去る６月、首長と教育委
員会で構成する総合教育会
議を新設することや、首長
が議会の同意を得て、３年
の任期で新教育長を任命す
ることなどを内容とする教
育委員会制度改革に関する
法律が成立しました。
教育行政の独立
を掲げた制度が約
年ぶりに見直され、大き
な転換になるが、改正の受
自員
民会
党】
けとめは。
【議
この改革は、教育長に教
育行政の責任者としての権
限を集中させ、責任体制を
明確にするものであるため、
今後の教育行政に期待して
いるが、所見は。
【同志会】
この改正を、子供たちに
とって有益なものとすべき
だが、本市教育行政に期待
民
する変化は。
【市
フォーラム 】
常勤の新教育長の設置に
より、さまざまな教育課題
60

…………………………………………………………………………………………………
賛否が分かれた議案等審議結果一覧

今定例会では、審議の結果、議案等のうち８件について、採決に当たり次のとおり賛否が分かれました。
賛否については、賛成の場合には○を、反対の場合は×を表示しております。

一般 質 問
市政のさまざまな課題について、
人の議員が質問しました。
来訪者や市民に愛される
屋島山上拠点施設の整備を

自員
民会
党）
井上孝志議員（議

高齢者が自立した生活がで
きなくなる可能性のある公
共交通空白地帯の解消を

川崎政信議員（同志会）

本市では、郊外
ほど高齢化が見込
まれており、特に郊外の公
共交通空白地帯では、高齢
者が買い物等に不便をきた
し、自立した生活ができな
くなる可能性があるため同
空白地帯を解消する方策は。

今年度から新たに、
同空白地帯でコミュ
ニティバス等の運行を希望
する地域住民が設立した組
織への支援制度を創設した。
今後も、コミュニティ交
通の確保を図るとともに、
地域の主体的な取り組みを
支援しながら同空白地帯の
解消に努める。
【他の質問▼地域コミュニ
ティの再生など】
林幼稚園・林保育所の駐車
場整備の検討結果は

民
吉峰幸夫議員（市
フォーラム ）

昨年６月議会で、
林幼稚園と林保育
所における送迎用駐車場整
備についての質問に対し、
送迎用スペースの確保も含
め、駐車場整備を検討する
考えが示されたが、その後
の検討結果は。

中村伸一議員（公明党）

若者支援を充実させ、誕生
から自立までの一貫したサ
ポート体制の構築を

送迎を補助するパ
ート職員の配置や一
方通行のルール化等により、
送迎時の混雑は一定程度緩
和されたが、雨天時を含め、
なお混雑が生じている。
今後、さらなるソフト対
策の検討や、認定こども園
へ移行する際の施設整備で
解消できるよう、駐車スペ
ースの確保も含め検討する。
【他の質問▼水循環基本
法・人口減少対策など】

…………………………………………………………………………………………………
平成 年度から
の子ども・子育て
支援新制度の本格的なスタ
ートと合わせて、若者支援
を充実させ、誕生から自立
までの一貫したサポート体
制を構築する考えは。

健康寿命延伸の

27

去る５月に屋
島山上拠点施設
基本構想が策定された。
同施設の整備に当たって
は、屋島の価値や特性を引
き出すとともに、来訪者や
市民に愛される施設となる
ことを期待しているが、整
備の基本的な考えは。
来訪者には、自然
や歴史など屋島の魅
力を知ることができ、市民
には、交流が広がるような
多目的施設の整備を計画し
ており、同施設の魅力や存
在感が、高松市域にとどま
らず、瀬戸内海国立公園の
シンボルとして輝き続ける
ものとしたい。
【他の質問▼少子化対策・
災害時の支援協定など 】

…………………………………………………………………………………………………
昨年６月議会で、
林幼稚園と林保育
所における送迎用駐車場整
備についての質問に対し、
送迎用スペースの確保も含
め、駐車場整備を検討する
考えが示されたが、その後
の検討結果は。

21

一般質問

12

来年度からスター
トする子ども子育て
支援推進計画を着実に実施
するとともに、国が若者支
援や就労支援を行うために
設置している、かがわ若者
サポートステーションなど
の関係機関と連携し、子供
から若者までの総合的な支
援に努める。
【他の質問▼地域行政組織
再編計画・動物愛護など】

高松メディアアート祭を契
機として知的クラスター的
産業構造を目指す考えは

香川洋二議員（無所属）

本市が、将来的に
同産業構造を目指す
ためにも、本年度と来年度

デジタル技術を
活用した芸術・教
育産業などの企業や起業家
を誘致してクラスター（房・
集合体）を構成すれば、そ
れらを支える各種産業も成
り立つという知的クラスタ
ー構想に本市の未来がかか
っていると思うが、メディ
アアート祭を契機に、知的
クラスター的産業構造を目
指すことへの所見は。

…………………………………………………………………………………………………

開催のメディアアート祭の
成功に向け、官民一体とな
って取り組む。
【他の質問▼観光行政・人
事問題・教育問題など】

国庫補助を活用して、木造
建築によるコミュニティセ
ンター整備を

自員
民会
党）
神内茂樹議員（議

国が定めている方
針では、同センター
の避難所等としての機能を
考慮すると、建物本体の木
造化はなじまないとされて
いるが、可能な範囲内で内

コミュニティセ
ンターの整備に県
産木材を利用することは、
国庫補助金が活用できるだ
けでなく、林業振興にもつ
ながるなど効果は大きいと
考えるが、木造建築を取り
入れる考えは。

…………………………………………………………………………………………………

6

一般質問

装等の木質化を図るなど、
補助制度の活用を検討する。
【他の質問▼農業・請願道
路の整備など】
塩江地域が、現在も枚方市
と友好交流に努めているこ
とへの所見

動する際の階段利用など、
両駅の不便な状況を解消す
るため、今後、県と連携し、
ＪＲ四国とバリアフリー化
に向けた協議を行う。
【他の質問▼子供の医療費
無料化・就学援助など】

多目的体育館として、県立
体育館の再整備を県に要望
する考えは

自員
民会
党）
白石義人議員（議

現在、利用停止
中の県立体育館を、
交通インフラが整備され、
他のスポーツ施設との連携
も図りやすい本市で、多目
的体育館として再整備する
よう県に要望する考えは。

設も含め明確な方向性を示
すよう、機会を捉えて県に
要望する。
【他の質問▼市民満足度調
査・環境問題対策など】

新作オペラ「扇の的」の再
演や定期公演化を

自員
民会
党）
森川輝男議員（議

サンポートホー
ル高松の 周年記
念事業として上演された新
作オペラ「扇の的」は、文
化芸術の振興に有効であり、
世界の人々に鑑賞されれば、
本市のＰＲにもなるので、
再演や定期公演化の考えは。

…………………………………………………………………………………………………

の検討結果は。
健康寿命延伸の
ため、若い世代か
ら、運動器の衰えなどによ
り要介護になるリスクが高
まる、いわゆるロコモ（運
動器症候群）の自己チェッ
クや、予防のための運動習
慣を身につけられるよう普
及啓発する考えは。

日常の活動量の低
下や運動不足が続く
と、壮年期に膝や腰の痛み
が出るなど、ロコモが進行
すると言われている。
今後、出前講座などの機
会を捉え、ロコモチェック
や運動方法をアドバイスす
るとともに、体を動かすこ
との大切さを普及啓発する。
【他の質問▼読書活動の推
進・雨水利用の推進など】
高齢者等から強い要望のあ
るＪＲ栗林駅と端岡駅のバ
リアフリー化を

岡田まなみ議員（無所属）

…………………………………………………………………………………………………

耐震上の問題で利
用を停止している同
館のあり方について、県全
体のスポーツ振興とにぎわ
い創出を図るためにも、新

同作品の舞台は、
本市の主要な観光地
の 屋 島 で あ る た め、「 瀬 戸
の都・高松」の魅力を国内
外に発信する上で効果的な
作品である。
今後、同作品の実行委員
会で取りまとめられる意見
を踏まえ、定期公演化も視
野に入れ、まずは、作品の
再演を各方面に働きかける。
【他の質問▼ＪＲ端岡駅周
辺整備事業・都市交流など】

10

自員
民会
党）
佐藤好邦議員（議

人口減少、少子・
超高齢社会での地
域活性化には、若年層の地
域定着が不可欠であり、受
け皿となる雇用の充実が重
要な課題であるため、これ
には、
学生のニーズを調査・
分析し、政策に生かすこと
が有効だが、大学等との連
携事業に労働施策・雇用施
策を取り入れる考えは。

田井久留美議員（公明党）

若い世代からロコモの自己
チェックや予防方法の普及
啓発を

これまでに、両施
策に関する事業に取
り組み、一定の成果が上が
っており、今後も、大学等
と連携し、雇用機会の創出 ・
拡大などに努める。
【他の質問▼新地方公会計
制度など】

…………………………………………………………………………………………………
平成 年に策定
された交通バリア
フリー基本構想では、駅施
設等のバリアフリー化を推
進するとされている。
高齢者等から、特に強い
要望が出ているＪＲ栗林駅
と端岡駅のバリアフリー化
を積極的に進める考えは。
交通弱者を含む駅
利用者のホームを移

15

塩江地域が、合
併前に友好都市提
携を結んでいた枚方市と、
現在も友好交流に努めてい
ることに対する所見は。
旧塩江町と枚方市
との友好都市提携は、
本市との合併により解消さ
れたが、その後も地域間交
流として、物産を通じた交
流が行われ、本市も支援し
ている。同交流は、地域の
活性化に有益であることか
ら、今後も必要な支援を行
う。
【他の質問▼動物愛護セン
ターの整備など】

…………………………………………………………………………………………………
健康寿命延伸の
ため、若い世代か
ら、運動器の衰えなどによ
り要介護になるリスクが高
まる、いわゆるロコモ（運
動器症候群）の自己チェッ
クや、予防のための運動習
慣を身につけられるよう普
及啓発する考えは。

7

大学等との連携事業に労働
施策・雇用施策の取り入れ
を

民
大西 智議員（市
フォーラム ）
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情報 Ｂ Ｏ Ｘ
委員会の活動など
●所管事務調査

常任委員会が所管する事務の中でテーマを設け、議
会の閉会中も継続して調査します。今定例会で決まっ
た各委員会のテーマは、次のとおりです。
総務消防 人口減少時代のまちづくりについて
教育民生 少子化対策の取り組みについて
経済環境 海外都市との交流の活性化について

●議会運営委員会

今任期中の議会基本条例制定に向けて、３月27日、
４月９日・25日、６月27日に開き、議会運営の改善及
び議会基本条例の検討について協議しました。

●議員全員協議会

５月２日、高松市議会基本条例素案について協議し
ました。

建設水道 生活排水処理のあり方について

●調査会

重要な施策などについて、常任委員会ごとに説明を
受ける会で、次のとおり開かれました。
４月30日

総務消防

高松市ファシリティマネジメント推進
基本方針の改正について

６月20日 高松市総合計画策定要綱（案）について

人

高松第一高等学校校舎改築基本構想素
高松市南部地域スポーツ施設（仮称）整
備基本構想（案）の変更について

６月20日

高松市立ヨット競技場再整備基本設計
（案）について

経済環境

案

件

次のとおり任命・推薦に同意しました。
●高松市教育委員会委員（任命）
藤 本 英 子 氏
●人権擁護委員候補者（推薦）
東 條 惠津子 氏
香 西 志津子
鷲 辺 達 子 氏
竹 内 光 人
三 原
勉 氏
小 山
智

教育民生 ４月17日 案について
４月21日

事

氏
氏
氏

農業委員会委員
７月19日の任期満了に伴い、次のとおり推薦しまし
た。
妻 鹿 常 男
竹 内 俊 彦
落 合 隆 夫
藤 原 正 雄

高松市議会基本条例（素案）の市民説明会を開催します
高松市議会では、議会の活性化と開かれた議会を目指すため、議会及
び議員活動の根幹となる議会基本条例の制定に向けて取り組んでおりま
す。今回、素案がまとまりましたので、市民の皆様にご説明するととも
に、ご意見をお聞きします。
開催日時などは、高松市議会ホームページにも掲載しています。
＜http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/23214.html＞
と

き

ところ

平成26年８月10日（日） 午後１時30分から
高松市役所13階

大会議室

※事前申し込みの必要はありません。市民の方なら、どなたでもご参加
いただけます。

【お問い合わせ】高松市議会事務局議事課（電話839-2808）
発行／高松市議会 編集／市議会広報紙編集委員会
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 ☎839-2808 FAX839-2816
高松市議会ホームページ http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/655.html
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