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−初志貫徹−「ふるさと」を明るく元気に！
ご あ いさつ
皆様方におかれましては、つつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、日頃より私ども
の活動に対しまして格別のご指導とご理解、ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
昨年は、JRグループによる大型観光キャンペーン「四国デスティネーションキャンペーン」や「第41回全国育
樹祭」の開催など、仲多度南部二町が大きく注目された一年でありました。この機会をチャンスとして捉え、本
年はより一層、仲多度南部二町にとりまして飛躍の一年となりますよう活動して参ります。
「着眼大局 着手小局」大きな目標を持ち、その目標に向かって出来る事から着実に実行していき、今日より明
日、明日より明後日と、少しずつでも良くなっていると実感して頂く事が、故郷の更なる発展と政治に対する信
頼を得る唯一の道であると考えております。本年も現場主義を貫き、地域内の課題の洗い出しと現時点での取
り組み状況、過去の反省点などを的確に把握した上で対策を検討し、着実に施策を実行する事により、明るく
元気で幸せな故郷の創生に向けて微力ではありますが何事にも全力で取り組んで参りますので、今後とも変わ
らぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしく御願い申し上げます。

本年の主な事業
1 水道事業の広域化

将来にわたり安全な水道水を安定的に供給していくた
め、平成29年11月に県と8市8町で「香川県広域水道企
業団」を設立し、平成30年4月から全国初となる県内一
水道による水道事業を開始します。水道料金については、
平成40年度に県下一円で統一されます。

2 高松空港の運営の民営化
高松空港は平成30年4月から、空港運営会社である
「高松空港株式会社」による運営が開始されます。空港運
営会社では「アジア・世界とつながる四国瀬戸内No.1の
国際空港」を目指すとして民間の資金や経営能力を活用
し、15年間で便数（7路線→13路線）や旅客数（180万
人→307万人）の大幅な増加や、それに対応するための
施設整備、駐車場容量の拡大、
アクセス強化、魅力的な商
業施設づくり等に取り組みます。

3 高松自動車道の4車線化
3 高松自動車道の4車線化

6 新県立体育館の整備
6 新県立体育館の整備

高松自動車道では、
高松自動車道では、
高松市境から鳴門ICまでの約52
高松市境から鳴門ICまでの約52
キロメートルの暫定2車線区間について、
キロメートルの暫定2車線区間について、
西日本高速道路
西日本高速道路
株式会社により平成30年度末までの完成に向けて4車
株式会社により平成30年度末までの完成に向けて4車
線化事業が行われていま
線化事業が行われていま
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サンポート高松に建設される新県立体育館の平成35
サンポート高松に建設される新県立体育館の平成
年度の開設に向けて、
年度の開設に向けて、
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・実施設計
・実施設
に着手します。
に着手します。
バスケットボールであれば3面確保でき、
バスケットボールであれば3面確保でき
固
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全国大会や国際大会などの大規
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模なスポーツ大会が開催できる
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「競技スポーツ施設」
「競技スポーツ施設」
のほ
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施 設 」としても
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大幅な時間短縮と利便性の向上など、
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ます。 ます。
戸大橋記念公園でのイベントなどの記念事業を実施する
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国民健康保険の事務の効率化や市町村間での負担の
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4 瀬戸大橋開通30周年記念事業
瀬戸大橋開通30周年記念事業

国民健康保険事業運営の県単位化
国民健康保険事業運営の県単位化

5 空港連絡道路
5 空港連絡道路
（県道円座香南線）
（県道円座香南線）

空港連絡道路は高速交通体系の整備効果を活かし、
空港連絡道路は高速交通体系の整備効果を活かし、
高
高
松空港のアクセス向上や空港の拠点性を高めるため、
松空港のアクセス向上や空港の拠点性を高めるため、
高松
高松
西ICから空港に至る約9キロメートルの区間を地域高規
西ICから空港に至る約9キロメートルの区間を地域高規
格道路として整備するものです。
格道路として整備するものです。
このうち、
このうち、
高松西ICから県
高松西ICから県
道岡本香川線ま
道岡本香川線ま
での中 間
で工
の区
中、
間工区、
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については2月末
については2月末
の完成に向け、
の完成に向け、
整
整
備を進めます。
備を進めます。

す。各市町において異なる保険料の統一については、
す。各市町において異なる保険料の統一については、
将来
将
的に医療費水準等の市町間格差が縮小した時点で検討
的に医療費水準等の市町間格差が縮小した時点で検
する事としています。
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各市町と連携して医療費の抑制策や
各市町と連携して医療費の抑制
事務等の
事運
務営
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られるよう取り
組みます。
組みます。

これからの重点施策
これからの重点施策
1 県内企業の人手不足の解消
1 県内企業の人手不足の解消
日本経済が堅調な回復基調にある中で、
日本経済が堅調な回復基調にある中で、
それに伴い、
それに伴い、
全国の有効求人倍率も1.52倍と高い水
全国の有効求人倍率も1.52倍と高い水
準で推移しています。
準で推移しています。
特に、本県の有効求人倍率は1.76倍と全国第９位の高水準となっておりま
特に、本県の有効求人倍率は1.76倍と全国第９位の高水準となっておりま
すが、
これは景気が一定程度、
すが、
これは景気が一定程度、
回復していることを示しているとともに、
回復していることを示しているとともに、
その反面、
その反面、
人手不足が深
人手不足が深
刻な状況であるということを表しているものでもあります。
刻な状況であるということを表しているものでもあります。
こ
こ
のような状況を受け、
のような状況を受け、
本県では地方版ハローワーク
本県では地方版ハローワーク
「ワーク「ワーク
サポートかがわ」
サポートかがわ」
を開設し、
を開設し、
若者や県外からの人材確保や、
若者や県外からの人材確保や、
人
人
材不足の顕著な分野での人材確保に特化した対応を行って
材不足の顕著な分野での人材確保に特化した対応を行って
います。今後は
います。
「ワークサポートかがわ」
今後は「ワークサポートかがわ」
の有効活用に向けた
の有効活用に向けた
取り組みをはじめとして、
取り組みをはじめとして、
人材不足の解消に向けて積極的な
人材不足の解消に向けて積極的な
政策提言を行っていきます。
政策提言を行っていきます。
かがわーくフェア
かがわーくフェア

ワークサポートかがわ
ワークサポートか

本県の主要産業である農業の振興
2 本県の主要産業である農業の振興
担い手不足や農産物輸入の増加による価格競争の激化など、
担い手不足や農産物輸入の増加による価格競争の激化など、
農業を取り巻く環境は依
農業を取り巻く環境は依
然として厳しい状況にあります。
然として厳しい状況にあります。
特に本県では、
特に本県では、
ため池を中心とした複雑な水利慣行、
ため池を中心とした複雑な水利慣行、
狭い
狭い
農家一戸当たりの耕地面積、
農家一戸当たりの耕地面積、
圃場整備の遅れなど取り
圃場整備の遅れなど取り
組むべき課題が山積しておりますが、
組むべき課題が山積しておりますが、
一方では温暖な気
一方では温暖な気
候で大消費地に近いというメリットを活かした、
候で大消費地に近いというメリットを活かした、
香川型 香川型
農業を展開していく必要性があります。
農業を展開していく必要性があります。
今後ともに、
今後ともに、
米麦
米麦
のブランド化や野菜と米麦との複合経営の推進、
農業大 農業大
のブランド化や野菜と米麦との複合経営の推進、
学校の活用などによる担い手の確保
・育成、圃場整備等
学校の活用などによる担い手の確保
・育成、圃場整備等
の土地改良事業の推進、
特に担い手不足が深刻な中山
の土地改良事業の推進、
特に担い手不足が深刻な中山
間地域における環境整備などに全力で取り組みます。
間地域における環境整備などに全力で取り組みます。
農大ふれあい市
農大ふれあい市

ブロッコリー畑
ブロッコリー畑

交流人口の増加と賑わいづくりのための観光産業の振興
3 交流人口の増加と賑わいづくりのための観光産業の振興
人口減少社会に突入し地域経済の縮小が懸念される中、
人口減少社会に突入し地域経済の縮小が懸念される中、
交流人口を増やすことにより経済規模を維持する事が地方創生に
交流人口を増やすことにより経済規模を維持する事が地方創生に
とって重要課題の一つとなっています。
今、一人当たりの年間消費額は125万円と言われておりますが、
外国人観光客であれば
とって重要課題の一つとなっています。
今、一人当たりの年間消費額は125万円と言われておりますが、
外国人観光客であれば
8人、国内宿泊観光客であれば25人が訪れて頂ければ、
定住人口1名減少分をカバーできるそうです。
また、観光産業は裾野
8人、国内宿泊観光客であれば25人が訪れて頂ければ、
定住人口1名減少分をカバーできるそうです。
また、観光産業は裾野
が広く、地域経済に与える影響も大変に大きいものがあります。
昨年の県外観光入込客数は、
瀬戸大橋開通時についで2番目
が広く、地域経済に与える影響も大変に大きいものがあります。
昨年の県外観光入込客数は、
瀬戸大橋開通時についで2番目
に多い937万人となっており概ね好調に
に多い937万人となっており概ね好調に
推移していますが、
今後とも、
高松空港の
推移していますが、
今後とも、
高松空港の
活性化やクルーズ船の誘致、
歩道の整備や
活性化やクルーズ船の誘致、
歩道の整備や
無電中化の推進による環境整備、
データーデーター
無電中化の推進による環境整備、
に基づいた効果的なキャンペーンの実施な
に基づいた効果的なキャンペーンの実施な
ど、観光産業の振興につながる施策を展開
ど、観光産業の振興につながる施策を展開
していきます。
していきます。
整備の進む大宮橋下流の景観護岸
整備の進む大宮橋下流の景観護岸

内町における無電中化
内町における無電中化

学校における多忙化の解消による児童生徒と向き合う時間の確保
4 学校における多忙化の解消による児童生徒と向き合う時間の確保

今、働き方改革が大きなテーマとなっておりますが、
学校現場におきましても
「ゆとり教育」
からの転換による学習内容や授
今、働き方改革が大きなテーマとなっておりますが、
学校現場におきましても
「ゆとり教育」
からの転換による学習内容や授
業時数の増加などにより、
教職員の方々の多忙化が顕著化し、
児童生徒と向き合う時間が確保できないなど、
学力向上には必
業時数の増加などにより、
教職員の方々の多忙化が顕著化し、
児童生徒と向き合う時間が確保できないなど、
学力向上には必
要不可欠な落ち着いた環境での学習が難しい状況となっています。
これら これら
要不可欠な落ち着いた環境での学習が難しい状況となっています。
を受け、今後は部活指導員やスクール･サポート･スタッフの積極的な導
を受け、今後は部活指導員やスクール･サポート･スタッフの積極的な導
入、土曜日の活用による平日の授業数の削減など、
具体的な制度設計が必
入、土曜日の活用による平日の授業数の削減など、
具体的な制度設計が必
要であり、
そのための予算と人員の確保を訴えて行きます。
また、校内清掃
要であり、
そのための予算と人員の確保を訴えて行きます。
また、校内清掃
や生徒指導などが負担を軽減すべき業務として位置づけられていますが、
や生徒指導などが負担を軽減すべき業務として位置づけられていますが、
「地域に開かれた学校」
「多様な学びの出来る学校」
といった魅力が失われ
「地域に開かれた学校」
「多様な学びの出来る学校」
といった魅力が失われ
る事の無いように見守って行きます。
る事の無いように見守って行きます。
小学校
小学校

安心安全で便利な公共インフラの整備による移住
・定住の推進
・定住の推進
5 安心安全で便利な公共インフラの整備による移住
人口減少を食い止めるためには、
移住・ 移住・
人口減少を食い止めるためには、
定住の推進により人口の社会減少に歯止
定住の推進により人口の社会減少に歯止
めをかける事が重要であり、
そのためには
めをかける事が重要であり、
そのためには
道路や河川などの公共インフラの整備に
道路や河川などの公共インフラの整備に
より、安心安全を感じながら災害に強く、
より、安心安全を感じながら災害に強く、
住んでみたい、
住みやすい故郷の創生が必
住んでみたい、
住みやすい故郷の創生が必
要不可欠な行政課題となっています。
今後
要不可欠な行政課題となっています。
今後
ともに住民の皆様方のご意見、
ご要望を承
ともに住民の皆様方のご意見、
ご要望を承
りながら、
道路や河川の整備
・日常管理の
りながら、
道路や河川の整備
・日常管理の
徹底、公共施設の更新や耐震化などに着
徹底、公共施設の更新や耐震化などに着
実に取り組んで参ります。
実に取り組んで参ります。

河川護岸整備
河川護岸整備
（五條） （五條）

整備の進む道路視距改良
整備の進む道路視距改良
（真野） （真野）

6 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援による少子化からの脱却
結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援による少子化からの脱却は、移住・定
住施策とともに人口減少に歯止めをかけるための重要な政策課題となっており、
そのためには、育児に専念したい人、仕事を続けてキャリアアップを図って行きた
い人など、多様なニーズや環境にマッチした施策の充実を図る必要性がありま
す。今後とも
「かがわ健やか子ども基金事業」な
どを活用し、市町と密接に連携することにより、
地域ニーズに応じた子育て支援に取り組むと
共に、新たに開設された「かがわ縁結び支援セ
ンター（EN-MUSUかがわ）」の積極的な活用
により、出会いの機会の拡大や社会全体で結
婚を応援する機運の醸成に取り組みます。

子育てサークル

EN-MUSUかがわ

平成29年 活動アルバム

成人式

七草がゆの集い

一般質問
消防団出初式
四国観光議連要望活動

委員会現地視察

田植作業

委員会質疑
「県政について話そう」知事意見交換会
カラオケ大会

〒766‑0007 香川県仲多度郡琴平町下櫛梨1237番地1

TEL0877‑75‑4460

