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№ 委員名 アイデアテーマ 事業化に向けた参画意向について 理由等 関係課 備考

1 穴吹委員① たかまつ観光大学 ③参画希望なし
ノウハウの共有が観光客受け入れの整備に資する見込みが低いため、実施
する必要性は小さい。

観光交流課

2 大石委員① ことばのバリアフリー ②参画希望あり（既存事業）
外国人住民が増大する中、「やさしい日本語」の活用促進は必要であり、
政策課が導入している「UDトーク」とも連携できる可能性があるため。

都市交流室

③参画希望なし

飲食業界においては「ハラール」「ベジタリアン」への対応も重要と考え
るが、農林水産課としては、限定したターゲットに合わせた情報ではな
く、高松の食文化や地元食材をどのようにしたらより多くの層に伝達でき
るかのアプローチが重要であると考える。

農林水産課

③参画希望なし
香川県が「外国からのお客様対応ガイドブック（2011年発行）」をうどん
県旅ネット上で公開中のため、改めて実施する必要性は小さい。（参考
１）

観光交流課

4 大石委員③ 高松市ガムラン楽団　結成 ③参画希望なし

市民による主体的な文化芸術活動を支援するため、文化芸術活動助成を実
施しているほか、市民文化祭アーツフェスタたかまつの参加団体を公募し
ている。これら既存事業については、新規の活動団体も活用しやすいよう
ＰＲに努めていきたい。

文化芸術振興課

5 大崎委員①
我が子がインターネット・タトゥーを入れられる前
に！
学校教育におけるSNS教育教材の導入

③参画希望なし

情報モラルは喫緊の課題と認識しており、現在、すでに情報モラル教材を
各学校に導入し、各学校で指導できる環境を整えている。来年度、情報モ
ラルに係る実態調査を実施することとしており、その実態をふまえて今後
の施策を検討する予定であることから、来年度については参加を見送る。

総合教育センター

少年育成センター
との協議の上、総
合教育センターか

ら回答

6 大崎委員② アウトバウンド観光教育の動画教材開発 ③参画希望なし
アウトバウンドの充実からインバウンドの充実に発展するとは考えにくい
ため。

観光交流課

7 大崎委員③
大西市長とうどん屋さんで1万円使い切れるまで帰れ
ま10

③参画希望なし
本来行政が主体的に実施するものではないが、Youtubeを活用した観光PRは
今後前向きに検討を進めたいと考えているため、連携の可能性はある。

観光交流課

8 大崎委員④ #実はスゴイかがわの地元企業たち ②参画希望あり（既存事業）

平成30年度より企業表彰を新たな形で表彰しようと検討を進めているとこ
ろであり、連動させた情報発信の検討や、本市と直接ではなく民間企業の
紙媒体を得意とする企業と連携した情報発信等の検討ができそうな企画で
ある。表彰予定時期は、2020年2月末日。

産業振興課

3 大石委員② 高松の食の多様性を発信
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9 大崎委員⑤
息子・娘には就職させたくない！
市内ブラック企業特集

③参画希望なし

“息子、娘には就職させたくない”という切り口は斬新であり、エッジは
高いが、ブラック企業特集となると実施することは難しいと考える。
“息子、娘には就職させたくない”のはこんな会社というような少々柔ら
かい切り口での大学生や親世代のリアルな考え等はお伺いしたい。

産業振興課

②参画希望あり（既存事業）
大学生を中心としたガイド団体を設立し、外国人観光客が集中する市街地
エリア（サンポート、商店街）において外国人対応のための活動を検討中
であり、連携できる可能性があるため。

観光交流課

③参画希望なし

　現在、観光資源を校区内に持つ学校においては、総合的な学習の時間等
を活用し、観光客等にガイドを行う活動を取り入れている。外国人観光客
と接する機会を得られることは貴重であるが、学校教育の中で、広く観光
ガイドチャレンジに参加することは難しく、あくまでも限られた学校のみ
の参加にならざるを得ない。
　各校の現在行っている学習活動の充実に努めたい。

学校教育課

11 河田委員①
新規就農者が6次化に取り組みやすいように香南アグ
リームの設備を有効活用する。

②参画希望あり（既存事業）
香南アグリームについては、平成３１年度、香南アグリーム活性化検討委
員会を設置し、今後の活性化方策について検討を行うこととしている。こ
の検討委員会において、当アイデアについても議題としたい。

農林水産課

12 河田委員② 一年を通して農業体験ができるようにする。 ②参画希望あり（既存事業）

香南アグリームでは、年間を通して、栽培している品目の収穫体験を実施
している。また、香南アグリーム「青空大学校」では、年間を通して（毎
月１回）定植、管理作業、収穫までを通したプログラムも実施している。
当アイデアも参考としながら、既存事業の改善方策について検討していき
たい。

農林水産課

13 河田委員③ お花畑を作ろう。 ①参画希望あり（新規事業）

　公園緑地課では、公園や緑の潜在的な魅力を発掘し、効果的に活用する
ため、企業などの多様な主体と連携を行う等、新たな維持管理手法を検討

しております。
※１

　本件のお花畑(花壇)づくりを行う中で、上記の検討施策の一つとして、
企業・団体の皆さまに、花壇のスポンサーになっていただく、「スポン

サー花壇※２」の導入が可能ではないかと思われ、参画を希望するものでご
ざいます。

※１ 平成31年6月改定予定である「第２次高松市緑の基本計画」に記載予
定。
※２ スポンサー花壇とは、企業・団体の皆さまに花壇のスポンサーになっ
て
　　 いただく事業であり、協賛金をいただき、花壇に植える花苗や肥料等
の
　　 購入、花の 植え付けの市民の皆さま向けのイベント等に活用し、花
壇を
　　 維持管理するものである。

公園緑地課

10 大美委員① 小中高校生向け　観光ガイドチャレンジ
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14 熊野委員① 讃岐高松秋季例大祭 ③参画希望なし
民間団体（讃岐獅子舞保存会）が開催する類似イベント「獅子舞王国さぬ
き」が定着化しており、市が介入する必要性が小さいため。

観光交流課

15 熊野委員② Farm to table ②参画希望あり（既存事業）
「高松産ごじまん品」食農教育活動支援事業（既存事業）では、市民団体
等が取り組む食育講座や農業体験学習に対し、予算の範囲内で助成を行っ
ている。当該事業を活用した支対象になると考える。

農林水産課

②参画希望あり（既存事業）

　本市においては、全国に先駆けて共生社会ホストタウンに登録され、台
湾のパラリンピアンとの交流事業や、日本パラ陸上競技選手権大会関連事
業等を通じて、ユニバーサルデザインのまちづくりの推進に取り組んでい
るところであり、ユニバーサルデザインの推進に関する部分について、ユ
ニバーサルデザイン推進事業に反映することは可能である。

政策課

②参画希望あり（既存事業）
　中国・四国パラ陸上競技大会やボッチャ大会等の障がい者スポーツイベ
ントを通して、障がい者スポーツの認知向上に繋げたい。

障がい福祉課

②参画希望あり（既存事業）

平成29年12月に共生社会ホストタウンに登録されて以降、日本パラ陸上競
技選手権大会の開催や各種イベント時にパラアスリートの派遣やパラス
ポーツ体験を実施するなど、共生社会への実現に向け取り組んでいる。
市民レベルでの接点や問題意識の認識という点について、具体的な案はあ
るのか？

スポーツ振興課

③参画希望なし

　本市においては、３０年度にユニバーサルデザインマップを構築し、登
録施設の充実に向けて取り組んでいるところであり、３１年度において、
ＵＤスタンプラリーや大学等と連携した掲載情報の充実についても検討し
ているため、現段階での参画は困難である。

政策課

③参画希望なし
現状、詳細なバリアフリーに関する施設等の情報を本課で把握しておら
ず、出来ることが限られるため。

障がい福祉課

②参画希望あり（既存事業）

バリアフリーマップのアップデートについては、新しい情報を提供するた
めには欠かせないと認識している。データ収集について、イベント形式で
行うとあるが、2020年の台湾合宿の前に聖火リレーもあり、可能であれば
本市既存の主催・共催事業、聖火リレー時に併せ、実施をお願いしたいと
考えているが、問題ないか。

スポーツ振興課

16 桑村委員① 高松を障がい者スポーツのメッカに！

17 桑村委員② バリアフリーマップアプリBmapイベントの開催
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②参画希望あり（既存事業）

2019年度に本市の伝統工芸品をPRするため、「たかまつ工芸ウィーク」を
開催する予定である。実施にあたっては、実行委員会を立ち上げ（事務局
は産業振興課）、事業内容についても実行委員会で決定していくことにな
るが、事業案の一つとして検討できそうである。
開催時期：瀬戸内国際芸術祭2019秋会期
　　　　　2019年9月28日（土）～11月4日（月・祝）のうち2～3週間

産業振興課

②参画希望あり（既存事業）
島の食をＰＲするためには、まずは、島独特の食材や食文化の研究が必要
となる。そのうえで、商品開発等が必要な場合は「高松産ごじまん品6次産
業化等支援事業」を活用した支援は可能であると考える。

農林水産課

19 笹川委員② 伝統的工芸品の印刷物づくり ②参画希望あり（既存事業）

現在、産業振興課は伝統的ものづくり23品目の写真を用い、内容を紹介す
るパンフレットがある。これは、データを産業振興課が作成し、必要に応
じて適宜カラー印刷したものを使用しており、予算はかけていない。具体
的な提案内容を伺い、予算がかからない形での内容の充実を図りたい。

産業振興課

20 田中委員①
リレーマラソンギネス記録に挑戦！
～子どもから大人、障がいのある人もない人もバトン
で繋がる～

①参画希望あり（新規事業）

子どもから大人、障がいのある人もない人も参加できるイベントは、共生
社会のあるべき姿と認識している。
実際にイベントを開催するに際し、ギネス記録の確認、日時、場所の手
配、人員配置、収支予算を詰める必要があり、平成31年度の予算策定時期
までに具体的に事業計画の作成まで可能か。

スポーツ振興課

②参画希望あり（既存事業）
　パラアスリートに各施設（公私立保育所・こども園、公立幼稚園）を訪
問してもらい、その場所で子どもたちと交流する機会を提供することは可
能である。

こども園運営課

②参画希望あり（既存事業）

日本パラ陸上競技選手権大会や中国・四国パラ陸上競技選手権大会時に
は、パラリンピアンとのスポーツ交流や小学校での交流事業を積極的に
行ってきた。今後も毎年、共生社会ホストタウンの相手地域である台湾と
は事前合宿等も含め、交流する予定はあるがその滞在期間中に継続して実
施するということでいいか。

スポーツ振興課

③参画希望なし

　本年度は、日パラの開催に伴い、スポーツ振興課からの依頼を受け、学
校でパラアスリートと児童が交流する場を設けた。学校の行事や授業の都
合で調整が難航したり、一部の児童しか交流できないなど課題もあった。
今後とも機会があれば、他課と連携して、障がい者アスリートとの交流に
努めたい。

学校教育課

18 笹川委員① 工芸×島の食

21 田中委員② 障がい者スポーツと地域（子ども）が繋がる交流
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22 瑞田委員①
U40プロジェクト紹介及びメンバー活動紹介Webページ
の制作

③参画希望なし
U40プロジェクトやU40メンバーの紹介等を行うことは、シティプロモー
ションに有効であると考える。実施にあたっては、本市公式ホームページ
「もっと高松」のU40のページを充実させる方向で考えたい。

産業振興課

23 中村かおり委員① 指さし観光「案内」ガイド ③参画希望なし

平成２８年度～平成２９年度の２年間、「外国人観光客対応力向上支援業
務」として市内の商業店舗等を対象に、外国人観光客対応のための接客練
習や多言語によるメニュー表（指さし会話帳）等の作成支援を実施。
しかし、県や民間事業者主体による外国語対応支援メニュー等が増加した
ことにより事業終了したことから市事業としては実施しない。
また、県が別途作成してうどん県旅ネット上で公開中のため（参考２）

観光交流課

24 中村かおり委員② 「ここが変だよ讃岐人」リサーチプロジェクト ③参画希望なし
既に類似の書籍やＷＥＢページが見受けられるので、改めて調査を行う必
要性が小さいため。

観光交流課

③参画希望なし
本市が委託している「地域子育て支援拠点」において、様々な講習会やイ
ベント等を実施しており、子育て中の親子であれば、だれでも参加でき、
参加している親子との交流も図ることができる。

子育て支援課

②参画希望あり（既存事業）
本事業の提案内容のうち、高松の郷土料理をつくる交流イベントの実施に
際しては、当課職員の管理栄養士から、その内容等について、必要な助言
等の支援を行うことによる参画が可能と考える。

保健センター（食育）

③参画希望なし

はりこの絵付けや盆栽のこけ玉づくりのワークショップ等を通じて、在宅
高齢者と子育て中の母親との交流を図ることは有意義であると考える。
現在、産業振興課では、伝統的ものづくりの普及啓発と次世代育成のた
め、市内の小学生とその保護者を対象としたワークショップを夏休みに開
催しており、対象を絞らない現在の形で継続したい。

産業振興課

②参画希望あり（既存事業）
県外からの移住者向けへの「高松の郷土料理を作るイベント」について
は、「高松産ごじまん品」食農教育活動支援事業を活用した支援の対象と
なる可能性がある。

農林水産課

③参画希望なし 都市交流室の業務の所管外であるため 都市交流室

25 中村香菜子委員① たかまつグローバル子育てワークショップ
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③参画希望なし
本市が委託している「地域子育て支援拠点」において、託児付きの講習会
やイベント等を実施するなど、子育て世帯がリフレッシュできる場を提供
している。

子育て支援課

③参画希望なし
地域内交流に留まってしまい、いわゆる交流人口の増加に繋げることは難
しいと考えるため。

観光交流課

③参画希望なし

■多世代交流を促進する事業への参画について
・本市では、高齢者居場所づくり事業において多世代交流を実施する団体
に対して助成するなど、全市を対象として多世代交流を促進している。
・今後も多世代交流に関しては、高齢者居場所づくり事業において、その
充実を図っていく計画である。
・以上のことから、参画希望なしとする

長寿福祉課

②参画希望あり（既存事業）
「高松産ごじまん品」食農教育活動支援事業を活用した支援対象になると
考える。

農林水産課

②参画希望あり（既存事業）

地域ぐるみで子どもを育む機運を高め、地域の一体感を醸成するため、子
ども・保護者・地域の大人が関わる交流事業（農業体験も対象となる。）
を実施する実行委員会に対し、補助金を交付している。地域の教育力の向
上を図るため、この事業の利用を一層促進したいと考えており、参画を希
望する。

生涯学習課

③参画希望なし

■多世代交流を促進する事業への参画について
・本市では、高齢者居場所づくり事業において多世代交流を実施する団体
に対して助成するなど、全市を対象として多世代交流を促進している。
・今後も多世代交流に関しては、高齢者居場所づくり事業において、その
充実を図っていく計画である。
・以上のことから、参画希望なしとする

長寿福祉課

②参画希望あり（既存事業）

現在公立保育所・こども園計15か所において、特別保育事業の地域活動事
業（世代間交流）を実施している。この事業ではさつまいもや玉ねぎ等の
農作物の栽培・収穫を通して地域の高齢者の方々と交流を行っている。こ
の事業を拡大して実施することは可能だが、新たな予算措置が必要とな
る。

こども園運営課

②参画希望あり（既存事業）

「高松産ごじまん品」食農教育活動支援事業を活用した支援については、
検討対象になると考える。農業アドバイザーについては、地域や品目に左
右されるが、ＪＡ等を通じて農業者等を紹介できる可能性はある。また、
生涯学習課で「子供農園事業」を実施しているため、ご相談いただきた
い。

農林水産課

26 中村香菜子委員② 子育て中の方に向けた人材育成事業

27 中村香菜子委員③
【子育て家庭と高齢者でチームを作り農業】3世代交
流×企業

28 中村香菜子委員④ 【子ども農業アドバイザー】3世代交流×企業
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29 中村香菜子委員⑤

ノーバディズパーフェクトプログラム（完璧な親なん
ていない講座）
※全八回　託児付き　非公開　ファシリテーター2人
http://www.kosodatekki.com/np.php

③参画希望なし 本市が委託している「地域子育て支援拠点」にて開催している。 子育て支援課

①参画希望あり（新規事業）

視覚障がい者も楽しめる「触れる展示」（民具・考古遺物等）を利用し、
高齢者のみならず、高齢者と子どもの世代間交流を意図したものとして、
「昭和の暮らし」を紹介する生活用品や写真の展示、体験講座などの事業
化が考えられる。

文化財課（資料館など）

②参画希望あり（既存事業）

以下の既存事業の枠内での参画を希望します。御連絡させていただいた通
り、懇談会等への参加が難しい旨ご了承ください。
【子育てが忙しい人】「こどもアートスペース（こども＋）」の利用、未
就学児向けWS等への参加。
【病気療養中の人】「出前講座」として病院等へ職員が出向き、アートプ
ログラムを行う。
（実績：高松市民病院精神科デイケア、かがわリハビリテーション福祉セ
ンター等）
【学校に行きたくない人】「出前講座」としてフリースクール等へ職員が
出向き、アートプログラムを行う。

美術館美術課

③参画希望なし

「瀬戸の都・高松」のロゴマークは、本市を含め、個人の方や企業の方等
に様々な場面で利用されており、まさに本市を象徴するマークとなってい
ると認識している。また、昨年、「たかまつ女性活躍認定ロゴマーク」が
決定したように各分野に応じて社会情勢等を踏まえながら、必要に応じて
新たなロゴマーク等が誕生している中で、政策課において、現在のロゴ
マークの他に新たなアイコン・グッズ等を作成することは現段階では想定
していない。

政策課

③参画希望なし

平成２２年に市制１２０周年を記念して、「瀬戸の都・高松」を広く周知
するためのロゴマークを募集・決定しており、現在も、各種広報資料やイ
ベント等で広く使用していることから、新たなアイコンの作成することは
想定していない。

広聴広報課

32 眞鍋委員① 高松インターナショナルサマーパーティー　の開催 ③参画希望なし

新たなイベント運営に係る費用負担は原則として考えていない。
ただし、協賛方式であれば、高松空港でイベントを催すことで観光客の満
足度を高めるために「たか松BONSAI大使」であり「高松空港大使」でもあ
る大里菜桜の起用等が考えられ、比較的現実的だと考える。

観光交流課

30 西谷委員①
ソーシャルインクルージョンの場に文化施設を活用す
る

31 西谷委員② 高松市のアイコン・オリジナルグッズをつくる
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③参画希望なし
観光客を対象としたイベントとして実施するには、演奏者の手配や船会社
との調整が現実的ではないので、本課としては希望しない。

観光交流課

②参画希望あり（既存事業）

子育て家庭が手軽に楽しめる0才からのコンサート事業は、参加料の負担が
ないことを特徴のひとつとしているため、会場費の負担が生じない範囲
で、魅力的な会場を幅広く探したい。ただし、公演１回につき１００人程
度を対象としており、乳幼児が多いことから平土間の会場が望ましい。

文化芸術振興課

③参画希望なし
本市が委託している「地域子育て支援拠点」にて同内容のイベントを開催
している。

子育て支援課

②参画希望あり（既存事業）
現在実施している芸術士派遣事業の委託先である法人と協議して実施する
ことは可能である。ただし、現行の予算内での実施は難しいことから、新
たな予算措置が必要となる。

こども園運営課

③参画希望なし

本提案は「＃upTAK」の認知度向上を図る上で、有効な手法の一つであると
思われるが、市としては、デザインプレート制作ではなく、引き続き、
ハッシュタグを市のちらしやHP、SNS上などで活用し、新たな費用をかけな
い方法で周知に努めたい。

産業振興課

③参画希望なし
市の予算確保をするのであれば、作成後にデザインテンプレートを活用す
るであろう事業者、商店、個人等に、まず具体的利用意向等をヒアリング
した上で、テンプレート作成の決定がなされるべきだと考える。

観光交流課

36 若林委員① さぬきノスタルジー ③参画希望なし
会場の候補地である市内登録有形文化財のほとんどが個人所有であり、イ
ベント会場としては規模が小さく実施困難と思われるため

文化財課

37 若林委員② さぬチューバー ③参画希望なし
本来行政が主体的に実施するものではないが、Youtubeを活用した観光PRは
今後前向きに検討を進めたいと考えているため、連携の可能性はある。

観光交流課

38 若林委員③ 高松ヒストリーピン ①参画希望あり（新規事業）

地域の近隣関係の希薄化が進行し、自治会加入率も低下している。
地域が主体の「自治会の在り方等検討プロジェクトチーム」で自治会再生
に向けての検討を進めており、夏頃までにまとまる最終報告の提言を踏ま
えた上で、アイデアを取り入れるか検討したい。

コミュニティ推進課

35 宮井委員③ 情報事業：第二弾

33 宮井委員① ミュージッククルーズKIDS

34 宮井委員② 【＃upTAKモニュメント】ワークショップ
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39 渡邉委員① 気持ち高まる、高松人に会いに行こう！（仮） ③参画希望なし
　現在、移住施策のひとつとして「移住体験ツアー」を実施している。提
案内容からみると、年間を通して継続的な実施の必要性を感じるが、県外
の移住希望者の継続的な参加は困難と考える。

移住・定住促進室

40 渡邉委員② インタープリターの育成（言語対応含む） ③参画希望なし
通訳案内における人材育成の取組として、既に香川県が「香川せとうち地
域通訳案内士」認定研修を実施しており、そちらに集約したほうが効果的
であるから。

都市交流室


