
Oct. 16, 2013     Takamatsu City Mayor: Hideto Onishi 

The view of Sunport Takamatsu and two islands - 
Megijima and Ogijima - from the top of Mineyama 

The city center: shopping district of 
Marugamemachi 

The northward view of Takamatsu 
City from Sugezawa-cho  

Aiming for a Creative, Human-oriented  
Maritime and Garden City 
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New community planning by the City of Takamatsu 
  Ⅰ Building a compact and beautiful city       

- Shift of focus from diffusion to concentration 
- Building a sustainable community 
- City Landscape 

 
  Ⅱ Promotion of a creative city 

- Creative innovation 
- Human-oriented community full of vitality and cheerfulness  

 
  Ⅲ Revival of community  

- Strengthen connection between people and regional bonds 
- Enhance residents’ self-governance  

 
  Ⅳ Establishment of a regional comprehensive  
      care-service system      

Improvement of in-home care and cooperation between 
relevant parties for: welfare, nursing and medical service 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　現在本市が取り組んでいる新しいまちづくりについて，説明します。Ⅰ　コンパクトで美しいまちづくりⅡ　創造都市の推進Ⅲ　コミュニティの再生Ⅳ　地域包括ケアシステムの実現



Arrival of era characterized by super-aged society with depopulation and falling birth rates 
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実績 推計 

Estimated population of Takamatsu City 
65歳以上 
15歳以上65歳未満 
15歳未満 
総数 

*Figures estimated above are based on the benchmark population calculated under basic statistics compiled in the 2010 National 
Census, released by the Ministry of Internal Affairs and Communications on Oct. 26, 2011. The estimation method is the same as that 
employed when Takamatsu City crafted its 5th comprehensive community-building plan. 

About 419,000 in 2010  Projected to drop to about 292,000 in 2055 

 Total population of the city 

About 96,000 in 2010 Projected to rise to about 127,000 in 2055 

 Population of the elderly 

The ratio of elderly people are projected to rise to about 43.5 percent  
-- about two out of five people 

Ⅰ Building a compact and beautiful city  
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 65 or old 
 15 to younger than 65 
 younger than 15 
 Total No. 

2010     2020   2025    2030     2035      2040     2045    2050      2055 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　コンパクトで美しいまちづくりですが，その前に人口減少・少子超高齢社会について，高松市の状況を説明します。　グラフは，本市の将来推計人口です。　高松市の総人口は，平成２２年に約４１万９千人であり，高齢者人口は，約９万６千人となっています。それが，平成６７年には，総人口は，約２９万２千人へ減少しますが，高齢者人口は，約１２万７千人に増加します。これにより，高齢化率は，約４３．５％と５人に２人が，高齢者になると予測されています。



By pursuing a compact city, we can make the place crowded with people, eventually 
paving the foundation for future prosperity of the community.  

Many people want to stay living 
 or are able to stay living 

People staying and businesses coming (not leaving) 

Public service to be maintained or improved 
 due to stable tax revenue 

Sustainable community 

Elderly people 
going outside and 
acting fine and 
energetically 

Eco-friendly 
transportation systems, 
centering on public 
transportation 

Shopping areas crowded with people in high spirits 

Compact City 
 (to be pursued in the future) 

Formation of key bases  Further concentration  
Vitalized more 

Urban center Key base in the 
vicinity or suburb of 
urban center 

Key base in the 
vicinity or suburb 
of urban center 

Past urban community structure 

Current urban community structure 

Urban community structure  
to be pursued in the future 

Urban community structure to be pursued  
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　本市では，支所や鉄道駅周辺などの集約拠点への都市機能の集積と市街地の拡大抑制による「多核連携型コンパクト・エコシティ」の実現に取り組むこととしました。　都市の拡散を抑制し，拠点に人口や都市機能を集約させた，コンパクトなまちにすることにより，人が行きかう賑わいあふれるまちが形成され，将来的に発展を支える基盤を形成し，持続可能なまちを目指していきます。　　



Basic plan to revitalize the center district of Takamatsu City  

Name of 
revitalization plan Basic plan to revitalize the center district of Takamatsu City 

Year when the plan 
was crafted 

/Year  
when the plan was 
to be implemented 

2007/ 2012 

Concept Aimed at making a center district a place where people feel 
like getting together and moving about  

Basic policies 

(1) Making the district a place where advanced commercial 
and other services are offered    
(2) Making the district a place where people feel like moving 
about     
(3) Increasing the residential population  

The darkened area shows the center 
district of Takamatsu. (250ha) 

Takamatsu Station  
Takamatsu Chikko Station 

Kataharamachi Station 

Kawaramachi Station 

Takamatsu-Kotohira Electric Railroad 

ＪＲ 

Takamatsu 
central street 

Central 
shopping 
district 

Districts Efforts that have been made so far  

District A in 
Marugamemachi  

District G in 
Marugamemachi 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　中心市街地の活性化基本計画についてです。　これまでの取組としては，丸亀町A街区やG街区の整備が行われるなど，「にぎわい・回遊性のあるまちづくりを目指して」のコンセプトに基づいた事業の実施により，一定の成果が挙がっています。　また，今年度を目途に，引き続き，第２期の計画を策定中です。　第２期計画のコンセプトは，「にぎわい・回遊性・豊かな暮らしのあるまちを目指して」と第１期のコンセプトに加え，中心市街地での居住環境の充実を掲げています。



Efforts to build a beautiful community 
Ordinance aimed at making Takamatsu City a beautiful 
community  
Basic plan to make Takamatsu City a beautiful community 

Compilation of landscaping plan for 
Takamatsu City 

○Designation of area subject to landscaping plan  

○Policy on favorable landscaping  

○Matters concerning rules limiting certain  
conducts  

   - Matters concerning entire area of Takamatsu City  

   - Matters concerning particular districts of 
Takamatsu City  

○ Basic matters concerning outdoor advertisements  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Other projects 
・Promotion of green projects  
 (plans to turf parks) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・Promotion of environmental cleaning 
(simultaneous cleaning, such as of 
Chuo-dori) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
・Designation of areas where smoking is 
prohibited  

 

Consideration of matters concerning rules 
limiting certain outdoor advertisements  
○ Designs, shapes, and colors of outdoor 

advertisements  

○ Efforts to reduce advertisement violations  
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Ordinance 
revision 

Ordinance 
revision 
(2013) 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　美しいまちづくりの実現に向けて，本市の取り組みについて説明します。　本市では，これまで，公園の芝生化や屋上・壁面緑化などの緑化の推進，また，中央通り一斉清掃や高松クリーンデーなどの環境美化の推進に取り組んできました。　また，平成５年に制定した都市景観条例に基づき，全市域を対象に，一定規模を超える建築行為等に対し，届出を義務付け，良好な街並みの形成に向けて誘導に努めてきましたが，あくまでも，自主条例（お願い条例）としての性格から，法的な拘束力はありませんでした。　そこで，本市が景観形成に大きな影響を及ぼす建築物等に対し，形態・色彩・デザインに関する行為の制限など，平成１６年に制定された景観法に基づく景観計画の内容について，種々，検討を重ね，平成２３年度において高松市景観計画を策定するとともに，都市景観条例を改正し，計画区域内における建築行為等に対し，具体的な規制・誘導を実施することを可能としました。　そして，平成２４年度には，都市空間を構成する重要な要素となる屋外広告物についても，具体的な規制・誘導内容の検討を行いました。　屋外広告物条例については，建築物等に対する行為の制限，また屋外広告物に対する規制・誘導等により，実効性を併せ持つよう，今年度において条例改正し，来年度からの施行を目指しています。



Landscaping plan in Takamatsu City (around Ritsurin Garden) 

■ Landscaping policy  
The view from Ritsurin Garden will be taken into 
consideration in the landscaping policy, with the aim of 
making the historical area full of green. 
 
■ Landscaping points to be considered  

(1) Measures are recommended for objects affecting the 
view from scenic points of Ritsurin Garden.  

 (2) Outdoor advertisements in the vicinity of Ritsurin Garden 
are subject to regulation. (An ordinance regulating outdoor 
advertisements is applied) 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　景観計画では，本市が率先して，先導的な景観形成に取り組む景観形成重点地区として，栗林公園周辺地区，仏生山歴史街道周辺地区，サンポートから高松空港に至る，国道１１・１９３号沿道地区など，３つの景観形成重点地区を指定しています。ここでは，栗林公園周辺地区について，紹介します。　栗林公園周辺では，現行の都市景観条例により，赤線で囲んでいる栗林公園周辺から５００ｍの範囲において，栗林公園からの眺望景観を保全するため，規制・誘導に取り組んでいます。　今後は，公園からの眺望景観の保全を図るため，その周辺の地区についても栗林公園の緑と調和した景観形成を図り，届出基準の見直しとともに，色彩基準の導入を図ります。　また，栗林公園内の眺望地点から望見される建築行為等については，今後，建築されるもの全て，景観法に基づき，勧告対象としております。　こうした景観計画の活用による一定のルールづくりなどにより，皆様方の地域の魅力あるまちづくりや良好な都市景観の形成に寄与することが可能となるものです。　



Industry  
commerce and industry, 

manufacturing, agriculture, 
forestry and fishery 

Culture and 
Arts   Tourism   Sports 

International 
Exchange, 
Inter-city 
Exchange  

Creative city 
Takamatsu 

Creative City Promotion Bureau 

Ⅱ Promotion of a creative city  
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　創造都市の推進についてです。　平成２４年度から，産業，ものづくり，文化，観光，スポーツなどに関する施策を総合的に推進する組織として，新たに，創造都市推進局を設置しました。　今後は，創造都市推進局を中核的推進組織として，発信力と組織力を強化するとともに，国や県との連携による相乗効果を生み出しながら，本市の都市ブランドを確立し，総合的かつ効果的にシティプロモーションを行います。



Site of Takamatsu Castle 

Ritsurin Garden 

Megijima 

Yashima 

Seto Inland Sea 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　本市には，源平合戦の古戦場で日本の夕陽・夜景百選にも選ばれた「屋島」を始めとする名所旧跡，「世界の宝石」とも称される瀬戸内海に浮かぶ島々などの観光資源があります。【屋島】　溶岩台地よりなるメサ地形，また，国立公園の指定第１号であり，山頂からの眺望は瀬戸内海髄一と賞賛されている。また，源平合戦の古戦場として，周辺には那須与一の扇の的など，合戦の逸話が数多く残されている。【栗林公園】　日本を代表する大名庭園で，１９５３年（昭和２８年）に国の特別名勝の指定を受けている。また，フランスの旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」で三つ星に格付けされるなど，国内外から高い評価を受けている。【高松城跡・玉藻公園】　高松藩松平氏の居城。瀬戸内の海水を引き込んだこの城は日本三大水城のひとつ。城跡には，重要文化財の月見櫓，披雲閣などのほか，石垣や堀が残されている。また，本年7月9日に披雲閣が，国重要文化財に指定された。【女木島】　高松港からフェリーで２０分。島には「オーテ」と呼ばれる独特の石垣があり，昔話「桃太郎」の鬼退治伝説で，鬼たちの棲み家であったと伝わる，大洞窟が見学できる。



Pine tree bonsai  

Kagawa lacquerware  

Aji Stone Traditional art crafts 

 An internationally renowned bonsai-producing area, 
commanding an 80 percent market share in Japan 

- The hardest and most expensive granite  
- Stone-processing technology known to be   
highly skilled  
- Isamu Noguchi and Masayuki Nagare set up 
their studios in Takamatsu City 

- Traditional craftwork handed down from the Edo Era    
- Sophisticated lacquerware techniques passed down, 
including Kinma and Zonsei 10 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　伝統工芸等についてです。【松盆栽】　鬼無・国分寺両地区で国内シェアの８０％１　黒松（くろまつ）　松の王者。日本を代表する木で，瀬戸内海の沿岸や島々など潮風の強い場所に自生した山採りを最高とする。身をよじる枝振りの力強い美しさから，広く盆栽愛好家に親しまれている。�２　錦松（にしきまつ）　突然変異した黒松を，別の黒松に接ぎ木して育てたもの。皮が固いために年輪に応じて皮が変化し，全体にヒビが入って美しい風格をかたち造るなど，もっとも集約芸術的な盆栽らしい盆栽。�３　五葉松（ごようまつ）　短小の葉が，五本ずつかたまっているところからその名があり，自然美の極致を思わせる樹姿に人気がある。�第11回アジア太平洋盆栽水石高松大会(ASPAC）　平成２３年１１月１８日(金)～２１日(月)までの４日間，高松市サンポート地区を主会場に，玉藻公園，栗林公園，鬼無・国分寺地区の生産地，愛媛県新居浜市の高砂庵盆栽庭園において開催された。�【庵治石】　高松市北東部の五剣山の麓に広がる牟礼町と庵治町は，世界に名高い「石の里」。付近の山では，庵治石と呼ばれる良質の花崗岩が採れ，キメの細やかさ・光沢・重量感を兼ね備えたその優れた石質から，国内のみならず，世界からも高い評価を得ている。 「花崗岩のダイヤモンド」といわれている。�【香川漆器】　独自の技法で高級家具や美術工芸品から，生活漆器に至る様々な香川漆器。　現在，香川の漆工芸には「蒟醬（きんま），存清（ぞんせい），彫漆（ちょうしつ），後藤塗（ごとうぬり），象谷塗（ぞうこくぬり）」の５つの技法が伝承されている。



Kagawa Icefellows  
(J Ice West League) 

Regionally-sponsored top sports teams 

 Kamatamare Sanuki   
(Japan Football League) 

 Takamatsu Five Arrows 
(Professional Basketball Japan League) 

 Kagawa Olive Guyners  
(Shikoku Island League plus)  
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　地域に密着し，地域とともに発展することを理念として掲げ，地域貢献活動を展開するスポーツチームへの支援も行っています。【カマタマーレ讃岐】　1956年（昭和３１年）創立。2010年（平成２２年）に地域リーグ決勝大会で優勝し日本フットボールリーグ（JFL）への昇格を決めた。現在もJFLに所属し，Jリーグ加盟を目指している。　本年　現在　JFL7位【香川オリーブガイナーズ】　2005年（平成１７年）創立。プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplusに所属。　リーグ年間総合優勝５回，独立リーググランドチャンピオン３回を誇る。　本年　四国アイランドリーグplusのチャンッピオンシップを制し，独立リーグ日本一を賭け，10月20日から高松で新潟アルビレックス・ベースボール・クラブと対戦。【高松ファイブアローズ】　2005年（平成１７年）創立。四国初のプロバスケットボールチーム。　2006-07（平成１８－１９年）シーズンから日本プロバスケットボールリーグ（bjリーグ）に所属　本年　開幕戦2連勝中。10月20日から琉球ゴールデンキングスを迎え，高松でホーム開幕戦。【香川アイスフェローズ】　1966年（昭和４１年）創立。三木町のトレスタ白山アリーナで活動。　Jアイスウエストリーグでは，2005年（平成１７年）のリーグ発足以来全シーズン優勝。　本年11月17日　大阪選抜を迎え，今シーズン開幕戦。



Takamatsu International Piano 
Competition 

Opening ceremony of Setouchi Triienale 2013 Ogijima Community Hall (“Ogijima’s Soul”) 

Setouchi Triennale  

“Beautifully Abandoned”   
by Leandro Erlich 
  

 Arts and culture events  The theme of the Triennale: “Restoration of the Sea” 
The Triennale blends the folk customs, entertainment, festivals, and 
regional characteristics that have transcended the ages with the art, 
architecture, and drama that evoke the feeling of our contemporary 
times. It is a project that conveys the charms of the Seto Inland Sea to 
the world. 
 
 

An international artistic event held in 
Takamatsu once every four years to help 
establish a new music culture in Kagawa 
by enabling young musicians to come in 
contact with globally renowned musicians, 
and also to help them work toward their 
dream and goals 12 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　文化芸術のイベントについてです。【瀬戸内国際芸術祭】　瀬戸内海の島々を舞台に開催する現代アートの祭典。２０１０年に第１回を開催し大きな反響を呼んだ。第２回目「瀬戸内国際芸術祭２０１３」は，来年３月２０日の開幕○会期　春：平成２５年３月２０日～４月２１日　　夏：７月２０日～９月１日　秋：１０月５日～１１月４日　（会期総計：１０８日間）○会場　女木島，男木島，大島，高松港周辺などの前回の会場に加え，新規参加エリアとして，沙弥島，本島，高見島，粟島，伊吹島の中西讃の島々が会場○本市での主な作品展開　休校中の女木小学校を活かしたアートプロジェクト（大竹伸朗）や男木小・中学校でのアート作品の展開・ワークショップ（昭和４０年会），大島での「やさしい美術プロジェクト」など【高松国際ピアノコンクール】　２００６年に始まり，世界の一流音楽家とのふれあいの場を創る芸術イベントとして，若者が自己の成長に向けた“夢”と“目標”を育む音楽コンクールとして，香川に新しい音楽文化の構築を目指した国際イベントとして，世界の至宝，瀬戸内海に面したサンポート高松を舞台に，４年に一度開催　第３回目　平成２６年３月開催　（本選：２２日，発表・表彰式・入賞者演奏：２３日）



Marugamemachi shopping street  

Music-to-street festival in Takamatsu   
  

Arts and cultural activities  
on the street  

Takamatsu Daidogei Festa  
(street performance festival) 

Bossa Takamatsu  13 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　街角での文化芸術活動です。　たかまつ大道芸フェスタ，ボッサ　タカマツ，街角に音楽をフェスティバスin高松の様子です。　全て，屋外の商店街内のスペースで行われました。



■  Necessity of regional community  
 Change of regional 

community 

Creation of 
community focusing 

on creativity and 
cooperation  

Community where people 
get together and discuss on 
a regular basis how the 
community should be and 
ways to improve the 
situation, and put them into 
action.  
 
Community where people 
work together and think 
hard to find solution to 
issues facing it  

Promotion of decentralization 
■ Building Unique communities,  
reflecting each community's situation   
■ Reform of administrative system at regional 
governments: establishing an entity to receive 
authority from the central government 

Strengthening ability of local governments  
    (Merger of municipalities - city, town, and village) 

Ensuring transparency in administrative management 
(Accountability to residents) 

Super-aged society with child birth rates 
falling 
 ■ Increase in single-member households and 
households consisting of  only elderly people  
 ■ Less tendency to build human relations via 
children 
Diversified lifestyles 
 ■ Diversification of how to spend time in daily life  
 ■ Diversification of people's values  
 

Promotion of 
decentralization  

A weakened sense of solidarity in the community 

Possibility of a new 
community that is created 

through new kinds of relations 

Weakening of conventional 
groups formed through 

relations of residents, such as 
a residents' association 

Expansion of time that can be spent freely 

Promotion of decentralization, local autonomy 
 (self-help, mutual and public support) 

Agricultural 
community 

Ⅲ Revival of community  
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　コミュニティの再生についてです。　この課題は，私の２期目の選挙のマニフェストの第一番目に掲げているもので，少子超高齢社会の到来や生活様式の多様化により，地域での連帯感が薄れるとともに，従来型の地縁組織の弱体化し，新しい結びつきが求められているという地域社会の変化と，平成５年の「地方分権の推進に関する決議」に始まり，平成１２年４月には，４７５本もの法律改正を内容とした「地方分権推進一括法」の施行により，国と地方は対等・協力の関係にあるとされ，自治体の自主性・主体性が制度的に確保され本格化した地方分権の推進という，大きな２つの流れにより，それまでの農村型コミュニティから，みんなで日常的に新しい地域のあるべき方向や改善策を考え，行動するコミュニティ，そして，地域の人々が知恵を出し合い，力を合わせ，地域の抱えている課題問題を自分たちで解決するコミュニティ，いわゆる創造的協働型のコミュニティが必要となってきたのです。



○ Cultural activity               ○ Response  measures to 
disasters                   

○ Sports activity      ○ Building of safe, carefree 
community  

○ Activity aimed at deepening exchange between people  ○ Improvement of regional 
welfare service                         
○ Compilation of regional 
plans     

                      
 

Community-building activity 

Council focusing on improving people's livelihood Council focusing on solving issues 

Management and operation of community centers 

Independent operation under the designated management 
company system 

[Management and operation of community 
centers] 
○ Management and operation of community 

centers 
 ・Management of facilities, minor repair and 

maintenance work 
   ・Clerical work on use of the centers by residents: 

permit and cancellation issued in response to 
applications filed)  

 ・Collection of usage fees  
 ・Data compilation and reporting concerning use of 

the centers   
             
○ Promotion of independence of regional 

communities and their activities 
 ・Support in planning and implementation of 

various community center projects  
・Devising and review of community plans, and 
support in promoting these plans  

 ・Collection and dissemination of relevant 
information        

 
○ Promotion of lifetime education 
 ・Planning and implementation of various 

educational seminars 
 ・Support of various clubs and groups  
 ・Planning and implementation of various events       
 ・Clerical work at branch offices of public library  
 
○ Liaison and coordination between local 

communities and local government (liaison 
contact)        

           
○ Clerical work necessary for community center 

operations  

Section in 
charge of 
general 
affairs  

Section in 
charge of 

education of 
young people 

Section in 
charge of 

issues related 
to 

environment 
and safety 

Section in 
charge of 
welfare 
service 

Section in 
charge of 

sanitary and 
health issues 

Section in 
charge of 
lifetime 

education 
and sports 

Section in 
charge of 

public 
relations 

Gap 
Community plan  

(Community-
building plan) 

Status 
quo 

Ideal image of how regional 
community should be 

Units in 
charge of 
actual activity 

Plan Do Check Action 
    (Plan)   (Implementation)  (Evaluation)      (Improvement) 

Activities of regional community councils 
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　本市では，市内全域を網羅する，４４の地区に「地域コミュニティ協議会」という，そこに住む全ての人を構成員とする住民組織が構築されています。　そして，それぞれの地区ではコミュニティプランを作成し，様々なまちづくり活動を行われていますが，最近では，文化活動やスポーツ活動など，生活を充実させるものから，災害時の対応や安全で安心なまちづくりなど，課題解決型の活動に取り組む協議会が増えています。　本市では，このコミュニティ協議会を中心に，地域の特性を活かし多様な主体が参画・協働するまちづくりを目指しております。



Ⅳ Establishment of a regional care system  

○ The proposed care system would provide support to patients needing welfare care in the fields of housing, medical service, 
nursing care, disease prevention, and daily life in an integrated manner. The system would enable patients who are entirely 
dependent on nursing care to keep the quality of life until the end while staying in their hometowns.  
  
○ The pace of aging is significantly different from one municipality to others. In urban areas, population of people aged 75 or 
older is generally surging with total population leveling off. In rural areas, population of people aged at least 75 is rising 
moderately but overall population is falling.  
     Prefectures, cities, towns, and villages are insuring parties that are supposed to provide care service under the proposed 
regional comprehensive care system. These municipalities need to craft the care system while respecting regional independence 
and leadership, and reflecting regional characteristics.    
  

Future image of nursing care (regional comprehensive care system)  

Regional comprehensive care system being envisaged in 2025 

Medical  
service  
provided 

・Hospital for treating disease in 
acute phase  
・ Hospital for treating disease 
in subacute and recovery 
phases  
 Hospital for rehabilitation 

Non-emergency 
medical service  
 ・Home doctor 
 ・ Local hospitals 
operating under 
cooperative network  

・ Own home  
・Housing designed for the elderly where welfare service is 
available  

Housing 

Visit to hospital as 
outpatient 
/Hospitalization 

Nursing-care provided 

Visit to welfare 
facility/Admissi
on to welfare 
facility 

■ Services at welfare facilities 
 ・Welfare facilities providing 
nursing-care service for the 
elderly  
 ・ Health facilities providing 
nursing-car service for the elderly 
 ・Nursing care provided to people 
with dementia through living 
together 
 ・Nursing care provided to people 
living in designated welfare 
facilities  

■ In-home services  
  ・Nursing care at home  
  ・Nursing services at home  
  ・Nursing care through visit to welfare facilities  
  ・Small-scale, multi-functional in-home nursing-care services 
  ・Short stay in welfare facilities for nursing-care services  
  ・Nursing care at home upon demand (24-hour service) 
  ・Multi-service  
   (Small-scale, multi-functional in-home nursing-care services 
+ nursing services at home) 
■ Services to avoid nursing care ・Regional comprehensive support centers  

・Nursing-care managers  

Consultation and coordination 
services  In order to stay fine 

Daily life support/Preventive services 
to avoid nursing care 

Senior people’s clubs, residents’ associations, volunteers, NPOs and others  

* The regional comprehensive care system envisages 
providing necessary service within 30 minutes. The 
service area will be roughly equal to a school district 
covered by one junior high school, where all kinds of  
goods and services necessary for daily life are available.  

If needed,  
If falling ill,  
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「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が，いつまでも尊厳を持ち元気に地域で暮らせるために、医療や介護だけでなく，住まいや社会参加の場の創出などの様々な支援が，それぞれのライフステージに応じて，必要な時に，切れ目なく提供される仕組みを，生活圏内毎に形成するものです。本市の高齢者数は，平成２５年1月には，１０万人を超え，増加の一途をたどっております。平成２３年に第５期高松市高齢者保健福祉計画の策定にあたり実施した，高齢者の暮らしと介護についてのアンケートにおいても，住まいについて，「できる限り，住み慣れた自宅や地域で介護サービスを利用したい」と回答した人が最も多く，また，介護が必要となった時に施設への入所を希望した理由も，「家族による介護が困難なため」との回答が最も多くありました。このほか，平成２４年２月に，市内の一部の地区ではありますが（川岡地区）６５歳以上を対象に行った調査では，独居高齢者の半数以上が自宅で最後を迎えたいという結果がでており，今後も住み慣れた地域での生活を継続できるように支援を充実させていくことが必要です。



HEALTH & SOCIAL WELFARE BUREAU 

Housing  
The Elderly being able to continue 

to lead life healthily in their 
hometowns 

Keeping close watch,  
supporting their life 

Preventive health care 
to avoid nursing care  

Senior Welfare Service Section 
Provision of various in-home welfare services   
and establishment of welfare facilities  

Long-term Care 
Insurance Section 
- Designation in an 
adequate manner of the 
elderly as requiring nursing 
care  
 - Improvement of care 
service-related 
infrastructure 

Regional comprehensive support 
center 
- Preventive health care to avoid  
nursing care 
- Qualitative improvement in 
skills of care managers  
- Holding of regional conferences 
on nursing-care service 

Stay at or 
visit to welfare 
facility 

- Hospitalization 
- Visit as outpatient  
 

City-wide efforts 

Visual concept of how a regional comprehensive care system is 
to be established in Takamatsu City 

A seamless flow of various support measures provided to elderly people according to their life stages 

What is to be 
achieved 

 
(1) Increase of energetic elderly people without health problems  
(2) Elderly people being able to continue to lead life in their hometowns with dignity even when they 
require medical and nursing care  

 

If falling ill, 
Medical 
service  

If needed, 
Nursing-care 

service 

Senior people's clubs, residents' associations, community councils, volunteers, NPOs 
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　このようなことから、本市では、高齢者に対する相談支援や日常生活用具の給付などの在宅福祉サービスの提供，介護予防の取組みや虐待や認知症対応などのほか，特別養護老人ホームなどの施設整備，老人クラブへの支援，介護予防事業などの幅広い業務を実施してまいりました。しかしながら，それらを必要な人に提供し，つないでいく仕組みが十分でなかったことから，今年度から新たに，高齢者支援の一体的な実施体制を構築するため長寿福祉課，介護保険課，地域包括支援センターの３課からなる長寿福祉部を設け、職員の意識啓発や合同研修，処遇困難事例の支援の共有化など，連携強化と情報共有を図り、高齢者のワンストップサービスや総合相談の充実に努めます。　また，(仮称）高松市高齢者福祉推進連絡会（高松市地域ケア会議）や（仮称）高齢者在宅サポート会議（地域ケア小会議のこと）の定期的な開催，要介護状態を予防する事業の拡充，要介護認定の適正化とサービス基盤の充実，見守り体制の充実強化などで高齢者施策を一体的に推進してまいります。　さらに，長寿福祉部だけでなく，高齢者のライフステージに応じた様々な生活支援や住宅情報の提供，低所得者への支援、社会参加促進のための全庁的な支援体制づくりを進めてまいります。このような取組を通じまして，必要な人が必要な時に適切な支援が切れ目なく受けられるしくみである地域包括ケアシステムを機能させ，これから迎えます，超高齢化社会において，高齢者が安心して暮らしていける地域づくりを実現するものでございます



Thank you for listening. 
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　御静聴　ありがとうございました。
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