
（令和４年４月１日現在）

高松市のすがた
東経134度02分
北緯  34度20分

東西23.60km
南北35.90km

375.65k㎡

総数：413,337人
男：199,830人
女：213,507人

1,100.3人／k㎡

188,397世帯
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第６次高松市総合計画
第４期まちづくり戦略計画

概 要 版

活力にあふれ 創造性豊かな

瀬戸の都・高松

市の木（黒松）

市の花（つつじ） 令和４年度・令和５年度

　本市を取り巻く社会環境の変化や多様化・高度化する市民ニーズを踏まえると
ともに、人口減少対策に主眼を置いた次の視点をまちづくりに当たっての基本的
考え方とします。

　基本構想の期間は平成２８（２０１６）年度から令和５（２０２３）年
度までの８年間としています。
　まちづくり戦略計画の期間は、第１期から第３期までは３年間、
第４期は２年間で、２年ごとに見直しを行うローリング方式とし、
平成２８（２０１６）年度を始期とする第１期まちづくり戦略計画を
定め、以後、２年ごとに策定します。
　令和４（２０２２）年度及び令和５（２０２３）年度の２年間を計画期
間とする第４期まちづくり戦略計画においては、８３の重点取組
事業を位置付け、事業毎に数値目標を定め、計画推進の実効性
を高めることとしています。

　平成２７（２０１５）年国勢調査の確定数の公表を受けた、国立社会保障・人口問題研究所による推計（平成２９（２０１７）年４月公表）では、我が
国の将来人口は、令和１１（２０２９）年には１億２，０００万人を下回り、令和３５（２０５３）年には１億人を下回るとされています。（※１）また依然とし
て歯止めのかからない東京圏への一極集中など、我が国はこれまでに経験したことない局面を迎えています。
　本市においては、令和２（２０２０）年３月に将来の方向、展望を示した「たかまつ人口ビジョン 令和元年度改訂版」及び「第２期たかまつ創生総
合戦略」を策定し、２０６０年の人口目標を３８万人程度と定め、人口減少対策に資する事業に取り組んでいます。（※２）
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　基本構想は、３０年後、５０年後の将来を見据えた長期的な展望
の下、本市が目指す都市像とまちづくりの目標を示すとともに、
市民・市民活動団体・事業者・行政等のまちづくり及び市政運営
の共通の基本方針として、施策の基本方向を明らかにするもの。

まちづくり
戦略計画

　まちづくり戦略計画は、まちづくりの目標達成に向け、現実
の行財政運営において、重点的・戦略的に推進する主要な施
策・事業等について、実施年度、事業量等を具体化する短期的
な実施計画として定めるもので、毎年度の予算編成及び事業
実施の指針とするもの。
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基本構想

第1期（3年間）
第2期（3年間）

第3期（3年間）
第4期（2年間）

※１　平成３０（２０１８）年３月３０日に公表された、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成３０年推計）』では、本市推計に近いものとなりましたが、本
市において、人口減少問題への対応が重要な課題であることに変わりはありません。

※２　令和２（２０２０）年までは国勢調査による実績値、令和７（２０２５）年以降はたかまつ人口ビジョン（令和２（２０２０）年３月策定）で使用した国立社会保障・人口問題研究所『日
本の地域別将来推計人口（平成３０年推計）』の推計方法により作成しています。

0～14歳 15～64歳 65歳以上 総合戦略推計高松市人口の現状と将来予測 総数

総合計画は、「基本構想」と「まちづくり戦略計画」で構成しています。

コンパクトで持続可能なまちづくり
地域コミュニティを軸としたまちづくり
創造性豊かで人間中心のまちづくり
高齢者が健やかで心豊かに暮らせるまちづくり

子どもを生み育てやすいまちづくり
若者から選ばれるまちづくり
安全で安心して暮らせるまちづくり
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総合計画の基本的考え方総合計画の基本的考え方

総合計画の構成と期間総合計画の構成と期間

人口推移人口推移

第4期 （令和4年度・令和5年度）基本構想及びまちづくり戦略計画基本構想及びまちづくり戦略計画

健やかにいきいきと暮らせるまち

【 重点取組事業 】

　保健・医療・福祉の連携の下、子どもの成長への支援など、子どもが健やかに生まれ育つ環境の充実を図るとともに、
地域包括ケアシステムの構築や障がい者の自立支援など、支え合い、自分らしく暮らせる福祉社会の形成に努めます。
　また、健康づくりや医療体制の充実など、市民一人一人が健康で元気に暮らせる環境づくりを推進し、健やかにいき
いきと暮らせるまちの実現を目指します。

　基本構想に掲げる６つのまちづくりの目標の着
実な実現に向け、重点的・戦略的に推進する事業
を「重点取組事業」としています。

放課後児童クラブ

地域共生社会の構築に向けて開催する
地域福祉ネットワーク会議

基本事業
事務事業

重点取組事業（83）
その他の事業

まちづくりの目標（6）
政策
施策

基　本　構　想

まちづくり戦略計画

総合計画
「活力にあふれ 創造性豊かな 瀬戸の都・高松」

01 子どもが健やかに生まれ育つ環境の充実

02 支え合い、自分らしく暮らせる福祉社会の形成 

●妊娠期からの子育て世代包括支援事業
●保育所・幼稚園等施設整備事業
●医療的ケア児支援事業
●子ども食堂等支援事業
●放課後児童クラブ事業（特別）
●放課後子ども教室事業

03 健康で元気に暮らせる環境づくり
●がん対策推進事業
●附属医療施設（塩江分院）整備事業（特別）

●ほっとかんまち高松づくり事業
 （高松型地域共生社会構築事業）（特別）
●共助の基盤づくり事業（新規）（特別）
●65歳からのプラチナ世代元気応援事業
●高齢者見守り事業
●認知症ケア推進事業（特別）
●地域包括支援センター民間委託推進事業（新規）
●障がい者地域生活支援推進事業
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8事業

2事業

11事業

産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち

【 重点取組事業 】

整備中の屋島山上交流拠点施設
（やしまーる）

塩江道の駅エリアの整備後のイメージ

01 地域を支える産業の振興と経済の活性化

02 文化芸術の振興と発信

●中小企業経営力強化支援事業
●中小企業等デジタルビジネス推進支援事業（新規）（特別）
●企業誘致・起業支援による地域経済活性化促進事業（特別）
●担い手への支援・農地集積推進事業（新規）
●卸売市場整備事業（特別）

03 元気を生み出すスポーツの振興
●全国高校総体（2022）推進事業

●高松市文化芸術ホール改修事業　●高松城跡整備事業（特別）
●史跡石清尾山古墳群保存・整備事業

3
8事業

1事業

04 訪れたくなる観光・ＭＩＣＥの振興
●屋島活性化推進事業　●誘客促進事業
●温泉をいかした塩江地域の観光振興事業（特別）

3事業

05 国際・国内交流の推進と定住の促進
●移住・定住促進事業（特別）　●政策コンテスト開催事業

2事業

3事業

心豊かで未来を築く人を育むまち

　男女共同参画社会の形成とともに、学校教育の充実や青少年の健全育成など、社会を生き抜く力を育む教育の充実
を図るほか、生涯学習の推進により、心豊かで地域力を育む生涯学習社会の形成に努めます。
　また、人権尊重意識や平和意識の普及・高揚により、基本的人権を尊重する社会の確立に努め、心豊かで未来を築く
人を育むまちの実現を目指します。

高松第一高等学校校舎

ICTを活用した授業

2
【 重点取組事業 】
01 男女共同参画社会の形成

02 社会を生き抜く力を育む教育の充実
●女性の活躍促進事業

03 心豊かで地域力を育む生涯学習社会の形成
●サンクリスタル高松在り方検討事業

●小・中学校施設老朽化対策事業（特別）
●小・中学校トイレ整備事業　●学校給食調理場整備事業
●高松第一高等学校校舎等改築事業
●教育ＩＣＴ整備・活用推進事業（特別）

1事業

1事業

6事業

市民と行政がともに力を発揮できるまち

【 重点取組事業 】

　市民と行政の適切な役割分担の下、地域コミュニティの自立・活性化や行政の透明性の向上を図ることにより、参画・協働
によるコミュニティの再生を図るとともに、国・県を始め、大学や民間など、相互の特長をいかした多様な連携を推進します。
　また、職員力の向上を図るとともに、効率的で効果的な行財政運営を推進し、健全で信頼される行財政運営の確立に
努める中で、市民と行政が共に力を発揮できるまちの実現を目指します。

地域コミュニティ協議会向け
タブレット操作研修

仏生山総合センター

01 参画・協働によるコミュニティの再生

02 相互の特長をいかした多様な連携の推進

●地域コミュニティ協議会事務局体制強化支援事業
●地域まちづくり交付金事業　●自治会再生支援事業
●デジタル広報プラットフォーム構築事業（新規）

03 健全で信頼される行財政運営の確立
●次期総合計画策定事業（特別）
●総合センター整備事業（特別）
●スマートシティたかまつ推進事業（特別）
●自治体ＤＸ推進事業（新規）（特別）

●多様な主体との連携推進事業

6

5事業

6事業

1事業

環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち

　多核連携型コンパクト・エコシティの推進とともに、景観の保全・形成・創出に努め、コンパクトで魅力ある都市空間の
形成を図るほか、公共交通機関や自転車が利用しやすい、快適で人にやさしい都市交通の形成を図ります。
　また、激しさを増す都市間競争において、本市の拠点性を更に高めるため、交通網の整備や利用促進、中心市街地の
活性化などにより、拠点性を発揮できる都市機能の充実に努め、環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまちの実現
を目指します。

大工町の再開発ビル

アプリを活用したレンタサイクル

5
【 重点取組事業 】
01 コンパクトで魅力ある都市空間の形成

02 快適で人にやさしい都市交通の形成
●多核連携型コンパクト・エコシティ推進事業（特別）
●豊かな住まいづくり事業（特別）

03 拠点性を発揮できる都市機能の充実
●サンポート地区等都市再生推進事業（特別）
●中心市街地活性化推進事業
●高松丸亀町商店街再開発事業
●南部３町商店街における優良建築物等整備事業

●地域公共交通再編事業（特別）
●公共交通維持改善事業　●レンタサイクル事業

2事業

5事業

5事業

安全で安心して暮らし続けられるまち

【 重点取組事業 】

　災害や事故などから市民を守るため、安全で安心して暮らせる社会環境の形成を図るとともに、市民一人一人が環境
問題への認識を深め、環境と共生する持続可能な循環型社会の形成に努めます。
　また、市民生活における快適性と安全性を確保し、豊かな暮らしを支える生活環境の向上に努め、安全で安心して暮ら
し続けられるまちの実現を目指します。

犬猫の譲渡会

市有施設屋上の太陽光パネル

01 安全で安心して暮らせる社会環境の形成

02 環境と共生する持続可能な循環型社会の形成 

●北消防署再整備事業（新規）
●住宅建築物耐震改修等事業
●高齢者等交通安全啓発推進事業
●犬猫一時保管施設整備事業

●プラスチックごみ対策事業
●次期ごみ処理施設整備事業
●再生可能エネルギー普及促進事業
●ゼロカーボンシティ推進事業（新規）（特別）

4
4事業

4事業

03 豊かな暮らしを支える生活環境の向上
●空き家等対策事業（特別）
●橋りょう改築修繕事業（特別）
●地震・津波海岸堤防等対策事業
●Park-PFI導入事業（新規）（特別）
●浸水対策施設整備事業

5事業

目指すべき都市像

新規…重点取組事業のうち、令和4年度から新たに取り組む事業
特別…重点取組事業のうち、計画期間中に特に力を入れて取り組む事業

　商工業や農林水産業の振興、特産品の育成・振興とブランド力の向上、就業環境の充実を図る中で、地域を支える産業の振
興と経済の活性化に努めるとともに、文化芸術活動の振興、文化財の保存と活用により、文化芸術の振興と発信に努めます。
　また、元気を生み出すスポーツの振興を図るほか、観光客の受入環境整備や誘致を推進し、訪れたくなる観光・ＭＩＣＥ
（マイス）の振興に努めるとともに、国際・国内交流の推進と移住・交流の促進を図る中で、多文化への理解を深める交
流の推進や定住を促進し、産業の活力と文化の魅力にあふれる創造性豊かなまちの実現を目指します。

　人口減少、少子・超高齢社
会が本格化する中、様々な
課題を複合的に抱える個
人、家庭が増えているため、
制度や分野ごとの「縦割り」
や、支え手と受け手という関
係を超えて、地域で多様な
主体が、「我が事」として参画
し、「丸ごと」つながること
で、住民の暮らしや生きが
い、そして地域そのものを
共に創っていく「ほっとかん
まち高松（高松型地域共生
社会）」を構築します。

　人口減少社会において、
人口が郊外に流出するドー
ナツ化現象や、中心市街地
の空洞化に歯止めをかける
ため、都市機能誘導区域と
居住誘導区域を設定し、これ
らの区域に医療・商業等の
生活利便施設等や居住の緩
やかな誘導を図り、それぞれ
の区域を公共交通で結ぶこ
とで、将来にわたり持続可能
な「コンパクト・プラス・ネット
ワークのまちづくり」を推進
します。

　ＩＣＴ・データの活用と産学
民官の多様な主体との連携
により、様々な地域課題を解
決し、人口減少、少子・超高
齢社会においても、持続的
に成長し続ける「スマートシ
ティたかまつ」の実現を図り
ます。

　脱炭素型ライフスタイル
の普及促進や、再生可能エ
ネルギーの活用など、脱炭
素に向けた施策を展開し、
２０５０年に温室効果ガスの
排出量を実質ゼロにする
「ゼロカーボンシティ」の
実現を目指します。

ほっとかんまち高松づくり事業
（高松型地域共生社会構築事業）のイメージ

地域共生社会の構築地域共生社会の構築

コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり

スマートシティの推進スマートシティの推進

ゼロカーボンシティの実現ゼロカーボンシティの実現

SDGｓ（持続可能な開発目標）の実現SDGｓ（持続可能な開発目標）の実現

コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりのイメージ

　第４期まちづくり戦略計
画においても、重要課題とし
て取り組む４つのテーマに
関する施策を柱として、各重
点取組事業の着実な推進を
図り、ＳＤＧｓのキーワードで
ある「誰一人取り残さない」
社会の実現を目指します。

出典：脱炭素ポータル（環境省）

ゼロカーボンシティ実現に向けた取り組みのイメージ

スマートシティたかまつのイメージ
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第４期まちづくり戦略計画において
重要課題として取り組む4つのテーマ
第４期まちづくり戦略計画において
重要課題として取り組む4つのテーマ
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