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１．総合戦略策定の趣旨 

 

（１）総合戦略策定の目的 

 

わが国の将来を左右する課題として人口減少問題が提起されています。 

平成 26年 5月、民間有識者らで構成される日本創成会議の人口減少問題検討分科会が公

表した人口推計は、少子高齢化を放置し、東京圏などの大都市への人口流出がこのまま続

けば、深刻な状況になることを改めて認識させるものであり、全国的に大きな衝撃をもた

らしました。 

このような中、国においては、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に

歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住み

よい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、平成 26年 11

月に「まち・ひと・しごと創生法」を制定しました。 

本市においても、出生数の減少や若年層を中心とした人口流出などによって将来的に人

口が大幅に減少することが想定されており、本市を将来的に持続可能な都市にしていくた

め、喫緊の重要課題である人口減少対策に市を挙げて取り組む方針として、まち・ひと・

しごと創生法第 10条の規定に基づき、「善通寺市総合戦略」を策定します。 

 

 

（２）総合戦略の位置付け 

 

本市では、平成 22年度に「第５次善通寺市総合計画」を策定し、「みんなでつくる 参画

と協働」、「みんながすこやか 健康と快適」、「みんなではぐくむ 教育と振興」を基本理念

に掲げ、“住んでみたい・住みつづけたい まち 善通寺”という将来像のもと、各施策を展

開しています。 

また、国では、平成 26年 11月に「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、同年 12月に

は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」と「まち・ひと・しごと長期ビジョン」を策定し

ました。 

本総合戦略は、市民や学識経験者など多くの方の意見を参考にして策定した「第５次善

通寺市総合計画」を土台に、国及び香川県が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を勘案しながら、総合的な市の人口減少対策の方針として、本市の実情に応じた今後５か

年の基本目標や施策の基本的方向、具体的な施策を示すものです。 

本総合戦略は、変化する社会経済情勢や市民ニーズなどへ的確かつ柔軟に対応ができる

よう、必要に応じて見直しを行うものとします。 

 

 

（３）計画期間 

 

平成 27年度から平成 31年度の 5年間とします。 
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２．総合戦略の方向性 

（１）まち・ひと・しごと創生政策５原則による施策の展開 

 

国が掲げるまち・ひと・しごと創生政策５原則（自立性・将来性・地域性・直接性・結

果重視）に基づき関連する施策を展開します。 

 
 

 

（２）総合戦略の推進体制 

 

本総合戦略では、国の総合戦略が示す①地方における安定した雇用を創出する、②地方

への新しいひとの流れをつくる、③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、④

時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する、とい

う政策４分野ごとの基本目標を踏まえ、本市における５年後の基本目標を設定し、この基

本目標の達成に向けて取り組むべき施策の基本的方向や具体的な施策を記載するとともに、

施策の効果を客観的に検証できる指標（重要行政評価指標＜KPI＞）を設定します。 

それぞれの進捗について、KPI により適切に把握し、施策の効果を検証した上で、必要

な見直しと改善を図ることにより、翌年度の取り組みに生かしていく PDCA サイクルを確

立して管理していきます。 

このような総合戦略の実効性を確保する仕組みを実行するために、本総合戦略策定時に

設置した、住民・地元団体・産業界・関係行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・メ

ディア（住・産・官・学・金・言・労）等で構成する「善通寺市まち・ひと・しごと創生

推進会議」を中心に、毎年度、フォローアップ作業を実施します。検証及び見直しの結果、

必要に応じて総合戦略の改訂を行います。 

  

•対症療法的なものではなく、構造的な問題に対処
し、地方の自立につなげるものとする

①自立性

•地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに
取り組むことを支援するものとする

②将来性

•国による画一的な手法や「縦割り」的な支援では
なく、各地域の実態に合った施策を展開する

③地域性

•限られた財源や時間の中で、最大限の効果を上げ
る施策を実施する

④直接性

•各施策の効果を客観的な指標により検証し、必要
な改善を行う

⑤結果重視
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３．総合戦略の全体像 

「善通寺市総合戦略」では、次の４つの基本目標を掲げます。 

 

 

基本目標１基本目標１基本目標１基本目標１        しごとをつくり、しごとをつくり、しごとをつくり、しごとをつくり、    安心して働けるようにする安心して働けるようにする安心して働けるようにする安心して働けるようにする    

（１）地域産業振興の推進 

 ①創業・起業の促進 

  ②市内産業の活性化支援 

  ③企業誘致の推進 

（２）農業振興の推進 

  ①農業の担い手確保・育成と農業経営基盤の強化支援 

  ②農業の６次産業化支援 

  ③農商工連携による地域特産品の消費拡大 

 

基本目標２基本目標２基本目標２基本目標２    あたらしいひとの流れをつくるあたらしいひとの流れをつくるあたらしいひとの流れをつくるあたらしいひとの流れをつくる    

（１）観光振興の推進 

  ①広域観光の推進 

  ②観光施設と商店街の連携による中心市街地の回遊性の向上 

  ③新たな観光プログラム・周遊ルートの開発 

（２）移住・定住の促進 

  ①雇用の情報発信 

  ②住まいの受入体制の整備 

  ③移住・定住に関するシティプロモーション事業の推進 

基本目標１ しごとをつくり、 安心して働けるようにする

基本目標２ あたらしいひとの流れをつくる

基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

基本目標４ 安心安全でくらしやすいまちをつくる
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基本目標３基本目標３基本目標３基本目標３    若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる    

（１）結婚・妊娠・出産・子育てに関する総合的な支援 

  ①結婚を希望する男女への支援 

  ②妊娠期からの切れ目のない支援体制の構築 

  ③放課後留守家庭への支援 

（２）学校教育の充実 

  ①学力向上等への支援 

  ②心の問題への対応強化 

  ③地域を学ぶ教育の推進 

 

基本目標４基本目標４基本目標４基本目標４    安心安心安心安心安全でく安全でく安全でく安全でくらしやすいまちをつくるらしやすいまちをつくるらしやすいまちをつくるらしやすいまちをつくる    

（１）安心安全なまちづくりの推進 

  ①防犯環境の充実 

  ②災害に強いまちづくりの推進 

  ③環境にやさしいまちづくりの推進 

（２）長期にわたる安心安全な公共施設の提供 

  ①公共施設データベースの構築 

  ②公共施設の管理計画の策定 

  ③社会インフラ資産の長寿命化推進 

  ④公共施設の最適化の推進 

（３）広域連携の推進 

  ①瀬戸内中讃定住自立圏での連携の推進 

  ②他機関との連携の推進 
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基本目標１ 

しごとをつくり、安心して働けるようにする 

指標名指標名指標名指標名    
基準値基準値基準値基準値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626））））    

目標値目標値目標値目標値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ31313131））））    

市内事業所従業者数市内事業所従業者数市内事業所従業者数市内事業所従業者数    12,355 人 12,500 人 

 

１．基本的方向 

 人口減少問題においては、善通寺市における就労を後押しし、経済基盤・生活基盤を

安定させる取り組みが重要です。 

 その一環として、創業・起業の支援などを通じて商店街の再生をはじめとした市内産

業の活性化を図るとともに、企業の誘致や地場産業の振興など商工業支援施策の強化に

努め、新たな雇用の創出につなげます。 

 また、農業生産基盤の充実、企業的経営の促進、多様な担い手の育成をはじめ、環境

変化に即した多様な振興施策を一体的に推進し、産業としての農業の充実を図ります。

さらに、農業特産品を活かした新規商品開発、農産物加工・販売体制の整備支援、積極

的な販路開拓など、農業の６次産業化や農商工連携による地域特産品消費拡大を推進し、

新たな雇用を創出します。 

 このような取り組みを行うことで、「善通寺市で働きたい」ひとを増やします。 

 

２．施策の内容 

（（（（１１１１））））    地域産業地域産業地域産業地域産業振興振興振興振興の推進の推進の推進の推進    

重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（KPIKPIKPIKPI））））    
基準値基準値基準値基準値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626））））    

目標値目標値目標値目標値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ31313131））））    

空き店舗等活用事業者等支援事業実施件数 20 件 25 件 

民間住宅リフォーム支援・ 

市内商業活性化事業実施件数 
48 件 50 件 

 

①創業・起業の促進 

創業・起業により市内で新しいビジネスの可能性を切り拓きたい意欲ある人材を支援

します。 
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②市内産業の活性化支援 

市内の民間需要の創出、商工会議所との連携、融資資金の預託などの商工振興事業を

行い、市内産業の活性化を図ります。 

 

③企業誘致の推進 

四国の中央部に位置し善通寺インターチェンジを有する本市の交通拠点特性を活

かし、関係機関との連携のもと、用地情報の収集・発信や優遇措置の創設・周知などの

企業誘致活動を行い、新規企業の立地を促進します。 

また、国などの地方機関が多く立地する本市の特性を活かし、政府関係機関の地方移

転について、香川県と連携し、積極的に取り組む。 

 

 

主な事業主な事業主な事業主な事業 

◇空き店舗等活用事業者等支援事業 

◇商工振興事業 

◇民間住宅リフォーム支援・市内商業活性化事業 

◇企業誘致推進事業 

 

 

 

（（（（２２２２））））    農業振興の推進農業振興の推進農業振興の推進農業振興の推進    

重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（KPIKPIKPIKPI））））    
基準値基準値基準値基準値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626））））    

目標値目標値目標値目標値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ31313131））））    

認定農業者数 54 人 55 人 

農業生産法人数 14 法人 20 法人 

新規就農者数 1 人 2 人 

農業特産品新規商品化件数 － 3 件 

 

 

①農業の担い手確保・育成と農業経営基盤の強化支援 

新規就農者の支援、認定農業者制度の活用や農地の集積による規模の拡大などを通じ、

農業後継者や新規就農者の育成・確保の推進に努めるとともに、集落営農の促進、農業

経営の法人化の促進に努めます。 

 

②農業の６次産業化支援 

「讃岐もち麦ダイシモチ」をはじめとする地域独自の農産物を活用した関連商品の新
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規開発・販売を支援し、農産物の高付加価値化を目指します。 

 

③農商工観連携による地域特産品の消費拡大 

イベント開催、フェア参加など商業・工業・観光と連携した地域特産品の魅力の発信や販

路開拓・拡大を行い、地域特産品の消費拡大を図ります。 

 

 

    主な事業主な事業主な事業主な事業 

◇新規就農者育成事業 

◇新規就農総合支援事業 

◇新規就農者サポート事業 

◇農地集積支援事業 

◇担い手経営発展支援事業 

◇地域独自の農産物を活用した新規商品開発事業 

◇地域特産品販路開拓支援事業 
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基本目標２  

あたらしいひとの流れをつくる 

指標名指標名指標名指標名    
基準値基準値基準値基準値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626））））    

目標値目標値目標値目標値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ31313131））））    

転入者転入者転入者転入者数数数数    1,767 人 1,800 人 

 

１．基本的方向 

 本市が有する観光資源である、旧善通寺偕行社等の歴史的建造物、四国霊場５札所、

有岡古墳群などを活かした新たな観光戦略を構築し、観光・交流人口を増加させるこ

とで、地域経済の活性化、および本市を魅力に触れるひとの増加を図ります。 

 また、本市の魅力・住みやすやなどの情報の発信を推進し、移住先として本市に関

心をもつひとを増やします。 

そのうえで、市内の雇用・住宅などの情報を発信し、市外からの移住・定住につな

げて、「善通寺市に住んでみたい」ひとを増やします。 

 

２．施策の内容 

（１）（１）（１）（１）    観光振興の推進観光振興の推進観光振興の推進観光振興の推進    

重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（KPIKPIKPIKPI））））    
基準値基準値基準値基準値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626））））    

目標値目標値目標値目標値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ31313131））））    

観光入込客数 122 万人 130 万人 

中心市街地の観光入込客の増加率 10％増（H26⇒H31） 

 

 

①広域観光の推進 

近隣市町や民間事業者などで組織する広域観光ネットワークを強化し、それぞれの地

域の特性を活かしながら、国が進める新たな地域観光事業推進主体（日本版 DMO）の動

向も注視しつつ、県外からの観光・交流人口の拡大をめざします。 

 

②観光施設と商店街の連携による中心市街地の回遊性の向上 

観光交流センターや総本山善通寺など中心市街地の観光施設と商店街をネットワーク
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化し、観光客のまちなかへの流動や回遊性を高め、観光施設及び商店街の双方の活性化

を図ります。 

 

③新たな観光プログラム・周遊ルートの開発 

旧善通寺偕行社や赤レンガ倉庫をはじめとする歴史的建造物や有岡古墳群など、市内

に点在する複数の観光資源を組み合わせた新たな観光プログラムや周遊ルートを開発し、

新規の観光客の取り込みを図ります。 

 

 

主な事業主な事業主な事業主な事業 

◇観光宣伝事業 

◇中心市街地活性化事業 

◇商店街活性化事業 

◇にぎわい・交流スペース整備事業 

◇地域観光資源再構築事業 

 

 

 

（２）（２）（２）（２）    移住・定住の促進移住・定住の促進移住・定住の促進移住・定住の促進    

重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（KPIKPIKPIKPI））））    
基準値基準値基準値基準値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626））））    

目標値目標値目標値目標値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ31313131））））    

空き家バンク制度登録件数 0 件 10 件 

移住説明会等における移住相談件数 － 20 件 

市のコーディネートによる新規移住斡旋世帯数 － 10 世帯 

 

 

①雇用の情報発信 

ハローワークなどの関係機関や市内事業所との連携のもと、就職相談、就職面接会や

職業斡旋などを進め、若者の地元就職及びＵ・Ｊ・Ｉターンを促進します。 

 

②住まいの受入体制の整備 

住宅の建設やリフォームに対する支援制度の充実、空き家情報の発信、三世代同居の

推進策の検討や空き家の利活用の検討などを通じて、市外在住者などの移住・定住を促

進します。 

 

③移住・定住に関するシティプロモーション事業の推進 

本市の特性を再発見・再発掘しながら新たな本市の都市イメージを確立し、魅力・住
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みやすさなど移住・定住に関する情報を映像等を利用して広く市内外に発信します。 

 

 

主な事業主な事業主な事業主な事業 

◇中讃広域合同就職面接会の開催 

◇空き家バンク制度 

◇住宅建設資金等融資利子補給事業 

◇民間住宅リフォーム支援・市内商業活性化事業 

◇善通寺市移住定住促進宣伝映像制作関連事業 
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基本目標３  

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

指標名指標名指標名指標名    
基準値基準値基準値基準値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626））））    

目標値目標値目標値目標値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ31313131））））    

出生数出生数出生数出生数    296 人 250 人（検討中） 

 

１．基本的方向 

本市は、子ども・子育てに関する施策において、これまでも市独自の取り組みを積極

的に進め、子育て支援サービス、経済的支援、子育て環境の充実等に努めてきました。 

 今後は、このような取り組みを一層進めることに加えて、結婚を希望する男女の支援

や学校教育環境のさらなる充実にも力を入れ、結婚から子育て、教育へと一貫した支援

体制を構築します。これにより、「善通寺市で子どもを生み育てたい」ひとを増やしま

す。 

  

２．施策の内容 

（１）（１）（１）（１）    結婚・妊娠結婚・妊娠結婚・妊娠結婚・妊娠・・・・出産・出産・出産・出産・子育て子育て子育て子育てに関する総合的なに関する総合的なに関する総合的なに関する総合的な支援支援支援支援    

重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（KPIKPIKPIKPI））））    
基準値基準値基準値基準値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626））））    

目標値目標値目標値目標値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ31313131））））    

婚活関連事業参加者数 － 100 人 

市民の子育て支援体制についての満足度 31.1％(H27) 40％ 

子ども・家庭支援センター利用者数 20,927 人 22,000 人 

スタディーアフタースクール事業 

延べ利用回数 
100,371 人 110,000 人 

 

 

①結婚を希望する男女への支援 

地域団体や民間事業者等との連携による男女の出会いの機会の創出など、結婚を希望

する男女を支援する取り組みを推進します。 

 

②妊娠からの切れ目のない支援体制の構築 
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不妊治療に対する支援から出産・子育てまで総合的な支援体制を構築し、子育てしや

すい環境づくりを一層進めます。 

 

③放課後留守家庭への支援 

  仕事等のため、放課後家を留守にする家庭の児童・園児を小学校・幼稚園の施設で預

かり、家庭で過ごす時間と同じように、自主的に読書、宿題、遊びをする・与えること

（スタディーアフタースクール）によって、その健全な育成を図ります。 

 

 

主な事業主な事業主な事業主な事業 

◇婚活イベントへの助成事業 

◇ゆりかご支援事業 

◇母子保健事業 

◇つどいの広場事業 

◇地域子育て支援センター事業 

◇病児・病後児保育事業 

◇子育て支援医療費助成事業 

◇保育所保育料の減免・幼稚園授業料の無料化 

◇子どものインフルエンザ予防接種費用の助成 

◇スタディーアフタースクール事業 

 

 

 

（２）（２）（２）（２）    学校教育の充実学校教育の充実学校教育の充実学校教育の充実    

重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（KPIKPIKPIKPI））））    
基準値基準値基準値基準値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626））））    

目標値目標値目標値目標値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ31313131））））    

市民の学校教育環境についての満足度 31.1％(H27) 40％ 

 

 

①学力向上等への支援 

基礎的・基本的な学力の向上と個性や創造性を伸ばすことを基本に、個々に応じた指

導の工夫改善や学習支援の拡充により、学力向上などを推進します。 

 

②心の問題への対応強化 

  カウンセラーの配置に努めるとともに、教職員に対する研修会の開催や診断テストの

実施による早期発見などによって、学校でのいじめや不登校などの心の問題への対応を
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強化します。 

 

③地域を学ぶ教育の推進 

子どもたちが、豊かな人間性を身につけるとともに、郷土を愛する心を育むため、地

地域学習を充実させます。 

 

 

主な事業主な事業主な事業主な事業 

◇土曜日充実事業 

◇小学生学力向上等対策事業 

◇小学校放課後学力向上等対策事業 

◇中学生学力向上等対策事業 

◇いじめ防止対策事業 

◇地域学習副読本作成事業 
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基本目標４  

安心安全でくらしやすいまちをつくる 

指標名指標名指標名指標名    
基準値基準値基準値基準値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626））））    

目標値目標値目標値目標値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ31313131））））    

転出者数転出者数転出者数転出者数    1,844 人 1,800 人 

 

１．基本的方向 

 安心安全の確保は、市民がその土地にくらし続けていくうえで不可欠な要素です。 

 子どもから高齢者まで、市民が安心・安全に暮らせる環境を整えるため、防犯の観点

から地域防犯活動体制の強化や防犯設備の整備に努め、防災の観点から避難路・避難場

所の周知や防災施設の充実に努めます。また、太陽光エネルギーなどの新エネルギーの

導入を官民あげて推進することで、市民と行政が協働で環境問題に対応し、くらしやす

く持続可能な社会の形成を進めていきます。 

さらに、本市が保有する社会インフラや公共施設等が、今後、維持補修・更新期を迎

えることから、適切な事業計画のもとでの点検・診断・修繕等を実施し、維持管理コス

トの縮減・平準化を図ります。将来的には、今後の利活用の可能性や収支バランスを勘

案したうえで、民間活力の活用も視野に入れながら、公共施設等総合管理計画にもとづ

いて公共施設の最適化を進め、将来にわたって「安心安全な公共施設の提供」と「健全

で効率的な行政運営の維持」を両立します。併せて、広域連携の推進を進めることで、

さらなる行政運営の効率化や地域課題の解決を図っていきます。 

 このように、安心安全、くらしやすいまちづくりを推進することで、「善通寺市に住

みつづけたい」ひとを増やします。 

 

２．施策の内容 

（１）（１）（１）（１）    安心安全なまちづくりの推進安心安全なまちづくりの推進安心安全なまちづくりの推進安心安全なまちづくりの推進    

重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（KPIKPIKPIKPI））））    
基準値基準値基準値基準値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626））））    

目標値目標値目標値目標値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ31313131））））    

刑法犯認知件数 357 320 

市民の防犯体制についての満足度 21.9％(H27) 30％ 

市民の防災体制についての満足度 25.1％(H27) 30％ 
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①防犯環境の充実 

各自治会、事業所及び幼・小・中学校 PTAなどの自主的な安全活動を促進し、地域ぐ

るみの防犯活動体制の強化を図るとともに、防犯灯設置や市内通学路等各所への防犯カ

メラ設置など必要な防犯設備の整備と維持管理を進めます。 

 

②災害に強いまちづくりの推進 

自主防災活動の支援、洪水・土砂災害ハザードマップなどによる啓発・情報提供のほ

か、防災行政無線など緊急時の情報通信体制を確保することにより、災害に強いまちづ

くりを推進します。 

 

③環境にやさしいまちづくりの推進 

太陽光発電などの新エネルギー設備の導入を推進するなどして、自然環境と調和した、

市民が生涯にわたって快適に暮らせる環境づくりを推進します。 

 

 

主な事業主な事業主な事業主な事業 

◇防犯灯設置推進事業 

◇防犯設備設置事業 

◇自主防災活動支援事業 

◇防災体制の強化 

◇防災行政無線整備事業 

◇新エネルギー導入促進事業 

◇ぜんつうじ太陽光発電所事業 

 

 

 

（２）（２）（２）（２）    長期にわたる安心安全長期にわたる安心安全長期にわたる安心安全長期にわたる安心安全な公共施設の提供な公共施設の提供な公共施設の提供な公共施設の提供    

重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（KPIKPIKPIKPI））））    
基準値基準値基準値基準値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626））））    

目標値目標値目標値目標値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ31313131））））    

固定資産台帳整備率 － 100％ 

公共施設等総合管理計画に 

基づく維持修繕率 
－ 100％ 

官民連携（ＰＰＰ）調査検討件数 － 3 件 

公共施設維持修繕管理経費削減率 － 5％ 
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①公共施設データベースの構築 

効率的な行政経営を進めるため、本市が保有する公共施設に関するデータベースを構

築し、保有資産の把握・整理・管理を行います。 

 

②公共施設の管理計画策定 

施設の老朽化や市民ニーズの変化に対応していくための、長期的な公共施設の管理計

画を策定します。 

 

③社会インフラ資産の長寿命化推進 

今後財政状況がますます厳しくなる中で、既存インフラを最大限有効に活用できるよ

う、長寿命化を図ります。 

 

④公共施設の最適化の推進 

市民サービスを確保しながら、今後厳しくなる財政状況に対応できるよう、施設の更

新、統廃合を含めて公共施設を効率的に運営管理していきます。 

 

 

主な事業主な事業主な事業主な事業 

◇固定資産台帳等作成事業 

◇公共施設等総合管理計画策定事業 

◇橋りょう長寿命化修繕事業 

◇学校給食センター整備検討調査事業 

 

 

 

（３（３（３（３））））    広域連携の推進広域連携の推進広域連携の推進広域連携の推進    

重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（重要業績評価指標（KPIKPIKPIKPI））））    
基準値基準値基準値基準値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626））））    

目標値目標値目標値目標値    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ31313131））））    

瀬戸内中讃定住自立圏連携事業数 22 件 検討中 

 

 

①瀬戸内中讃定住自立圏での連携の推進 

限られた行政資源を有効に活用し、多様化する住民ニーズに効果的に対応するために、

中讃地域２市３町（丸亀市・善通寺市・琴平町・多度津町・まんのう町）の瀬戸内中讃

定住自立圏での連携を推進し、行政運営の効率化と地域の活性化に取り組みます。 
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②他機関との連携の推進 

地方創生に関する活性化策、行政のみでは解決が困難な地域課題などについて、大

学等の教育機関、金融機関などの専門的技術・知見を活用した連携・協力を得ながら、

課題解決等を図っていきます。 

 

 

主な事業主な事業主な事業主な事業 

◇瀬戸内中讃定住自立圏連携事業 

◇大学等の教育機関との包括的連携・協力 

 


