


  

４ 市道の整備 

中坪寺井線の調査・設計・用地買収等を実施し、早期整備を図られるよう要

望します。 

 

５ 香川図書館（仮称）整備に伴う駐車場確保等 

       香川図書館（仮称）利用者の駐車場スペースの十分な確保と、ハイビジョン

室の活用を要望します。 
 

６ 食事指導・生活習慣病予防事業の実施 

       香川保健センターに管理栄養士を配置し、食事指導・食事相談の実施を要望

します。 
 

７ 地域コミュニティセンター施設整備 

       合併町地域においても、既存施設を活用する中で、早急にコミュニティセン

ターの整備を図れるよう要望します。 
 

８ 防犯灯の整備促進助成の拡大 

       新設防犯灯に対する助成について、合併町地域の各連合自治会への割り当て

数の増加を要望します。 
 

９ 高松空港周辺等不法投棄防止事業 

       高松空港周辺および香東川周辺の不法投棄を防止するため、不法投棄監視カ

メラの設置やパトロール強化等、具体的な方策を講じるよう要望します。 
 

１０ 「ひょうげ祭り」、農村歌舞伎「祇園座」の支援 

    「ひょうげ祭り」、農村歌舞伎「祇園座」を、高松市の代表的な文化財とし

て全国的に広くＰＲし、また支援者・後継者を募ってさらに発展するよう支援

を要望します。 
 

※ 優先順位順。各事業の詳しい内容は別紙「要望調査票」のとおり。 

 



  

Ⅱ 建設計画実施に向けての付帯意見 

１ 個人所有のものも含め、管理が不十分なため池について、防災上

の観点から点検し、必要な措置を講ずるよう働きかけられたい。 

 

２ 香川町地域の公共下水道について、計画の早期完遂を図るととも

に、合併浄化槽の設置促進に努め、汚水処理人口普及率の向上によ

る水質汚濁防止を進められたい。 

 

３ 香川町地域の地籍調査について、実施に向け検討を進められたい。 

 

４ 香川町地域の観光資源の掘り起こしと活用、観光コースの設定、

ＰＲを図られたい。 

 

５ 香川支所を南部地域の拠点として位置付け、総合支所化を図られ

たい。



平成19年度建設計画実施計画要望調査票 地区； 香川地区　　　　　　　４－１

施策項目
     個別事業項目
（進行管理項目に該当）

重点取組み事項 実施事業 実施事業内容

連帯のま
ちづくり

医療体制の充実
香川病院の診療機能の充
実と各種施設の整備

香川病院の機能充
実

香川病院の機能充
実

香川病院を南部地域の中核病院
として位置付け、今後とも医療
機器・スタッフの充実を図られ
たい。

連帯のま
ちづくり

健康づくりの推
進

保健・医療・福祉の連携
による健康なまちづくり
の推進

保健・医療・福祉
の連携

総合検診・人間
ドック助成の充実

国民健康保険加入者で総合検診
の受診または人間ドックの助成
を希望する者全員が受診または
助成を受けられるように要望す
る。

香川町で実施していた総合検診
は、合併年度及びこれに続く３
年度において、経過措置として
現行どおり実施することとなっ
ていますが、国民健康保険加入
者については、人間ドック助成
制度で対応することとし、対象
外とされたものです。
ところが、人間ドック助成制度
は先着１００名までとなってい
るため、従来は総合検診を受診
していた国民健康保険加入者の
多くが助成を受けられなくなり
ましたので、従来通り希望者全
員が総合検診の受診または人間
ドックの助成を受けられるよう
に要望するものです。

★の事業は、市全体事業等として実施要望する事業である。

平成19年度に実施（計画・変更）要望する事業建設計画上の重点取組み事項等
まちづく
りの区分

要望の趣旨等

 

  



平成19年度建設計画実施計画要望調査票 地区； 香川地区　　　　　　　４－２

施策項目
     個別事業項目
（進行管理項目に該当）

重点取組み事項 実施事業 実施事業内容

連帯のま
ちづくり

健康づくりの推
進

保健・医療・福祉の連携
による健康なまちづくり
の推進

保健・医療・福祉
の連携

食事指導・生活習
慣病予防事業

香川保健センターに管理栄養士
を配置し、食事指導・食事相談
の実施を要望する。

循環のま
ちづくり

環境衛生の充実 不法投棄の防止 －
高松空港周辺等不
法投棄防止事業

高松空港周辺の不法投棄を防止
するため不法投棄監視カメラの
設置と、高松空港周辺および香
東川周辺のパトロール強化を図
られたい。

平成１８年度から川東校区連合
自治会等により実行委員会を組
織し、高松空港周辺のクリーン
作戦を実施する予定である。そ
れに併せて、不法投棄監視カメ
ラの設置と、高松空港周辺およ
び香東川周辺のパトロール強化
を要望する。

連携のま
ちづくり

防犯対策の充実 防犯灯・街路灯の整備
防犯灯などの整備
促進

防犯灯の整備促進
助成の拡大

新設防犯灯に対する助成につい
て、合併町地域の各連合自治会
への割り当て数の増加を要望す
る。

新設防犯灯に対する助成につい
ては、各連合自治会への割り当
て数が少ないため、要望に応え
られない。合併町地域について
は、合併後何年間かは割り当て
数をもっと増加してほしい。

★の事業は、市全体事業等として実施要望する事業である。

平成19年度に実施（計画・変更）要望する事業建設計画上の重点取組み事項等
まちづく
りの区分

要望の趣旨等

 

  



平成19年度建設計画実施計画要望調査票 地区； 香川地区　　　　　　　４－３

施策項目
     個別事業項目
（進行管理項目に該当）

重点取組み事項 実施事業 実施事業内容

連携のま
ちづくり

生涯学習・生涯
スポーツの充実

図書館など文化施設の整
備

既存施設を活用し
た文化施設の整備

香川図書館（仮
称）整備事業

香川図書館（仮称）利用者の駐
車場スペースを十分に確保され
たい。また、ハイビジョン室の
活用を図られたい。

香川図書館(仮称)については、
その立地から車での利用者がほ
とんどと思われる。現在、支所
で確保している駐車場を引き続
き確保するなど、十分な駐車ス
ペースの確保をお願いしたい。
また、東館（４階までを図書館
として整備予定）の５階にある
ハイビジョン室を、図書館とし
て有効に活用されたい。

連携のま
ちづくり

生涯学習・生涯
スポーツの充実

南部地域の核となるス
ポーツ施設の整備

特色あるスポーツ
施設の整備

特色あるスポーツ
施設の整備検討事
業

特色あるスポーツ施設の整備に
ついて、調査・検討に必要な経
費を予算化し、委員会等を設置
して具体的な取り組みを開始さ
れたい。

建設計画の目玉事業である「南
部地域の核となる特色あるス
ポーツ施設」の整備について、
整備推進委員会を設立するか、
既存の高松市スポーツ振興審議
会で検討するか方向性を定め、
早期着工を目指して具体的な検
討に取り組まれたい。

連携のま
ちづくり

伝統文化の保
存・継承

「ひょうげ祭り」や農村
歌舞伎「祇園座」などの
保存活動、後継者育成の
支援

伝統文化の保存・
継承の支援充実

「ひょうげ祭
り」、農村歌舞伎
「祇園座」支援事
業

「ひょうげ祭り」、農村歌舞伎
「祇園座」を、高松市の代表的
な文化財として、地元での開催
はもとより全国に広くＰＲし、
また支援者・後継者を募ってさ
らに発展するよう支援された
い。

★の事業は、市全体事業等として実施要望する事業である。

平成19年度に実施（計画・変更）要望する事業建設計画上の重点取組み事項等
まちづく
りの区分

要望の趣旨等

 

  



平成19年度建設計画実施計画要望調査票 地区； 香川地区　　　　　　　４－４

施策項目
     個別事業項目
（進行管理項目に該当）

重点取組み事項 実施事業 実施事業内容

交流のま
ちづくり

道路の整備 市道等整備
下川原北線、中坪
寺井線、向坂宮下
先線ほか

市道の整備
中坪寺井線の調査・設計・用地
買収等を実施し、早期整備を図
られたい。

建設計画の重点取り組み事項に
掲げられている路線のうち、中
坪寺井線は、香川団地住民をは
じめとして、整備による住民の
利便性の向上が特に大きいと思
われる路線であり、優先的に整
備を図られたい。

参加のま
ちづくり

コミュニティ活
動の支援

コミュニティの活性化
（地域住民が気軽に交流
し、活動できる拠点づく
り）

コミュニティの活
動拠点の充実整備

地域コミュニティ
施設整備事業

合併町地域においても早急にコ
ミュニティセンターの整備を図
られたい。

合併町地域の中でも、検討が進
んでいる校区においては、平成
１９年度にコミュニティセンタ
ーへの移行が図られるよう予算
編成を要望する。

★の事業は、市全体事業等として実施要望する事業である。

平成19年度に実施（計画・変更）要望する事業建設計画上の重点取組み事項等
まちづく
りの区分

要望の趣旨等
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