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ごあいさつ 

 日頃より、地域の皆様方には「むれコミュニティ協議会」の活動や取り組みに関し、ご

協力いただき感謝申し上げます。 

 平成２０年９月の設立総会から早１０年近く過ぎようとしています。むれコミュニティ

協議会は高松市内４４協議会の中で唯一地区名も校区名もない、ひらがなで表記されるコ

ミュニティ協議会です。牟礼・大町・原が一体となり、旧牟礼町地域の発展を願うという

意味もあります。 

さて、第１期コミュニティ・プランは多くの方々が意見を持ち寄り平成２３年の総会で

承認を得て実行に移されました。１期３年計画も現在は第２期を終了しようとしています。

当初計画は１０年を目途に策定された本プランで最終期となります。また、その後の新プ

ラン作成の基礎づくりの３年間と考えておりますが、むれコミュニティ協議会を取り巻く

環境も変化し、課題も増加している中、皆さまのご協力と知恵をお借りして解決できる実

効性のあるプランとしたいものです。 

どうか、牟礼地区内で活動する各種団体と住民の力によって「豊かで住みよい町 牟礼」

の実現に向けて本プランが実行されますようご理解を賜りたいと思います。 

 

むれコミュニティ協議会 

会長 久岡 芳彦 
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自然にやさしいまちづくり 

文化をつなげるまちづくり 

笑顔あふれるひとづくり 

 

 

今回のコミュニティ・プラン作成にあたり、企画調整会議で手順や仕様を議論し決定しました。 

企画調整会議はコミュニティ・プランのアウトラインと考え方を議論し、作成する方向を決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「長期計画→１０年計画→なにがやりたいか」を先に決めて、その内容に沿って中期、短期を作成する

ことにしました。 

平成２２年１月１４日の第１回企画調整会議では、ワークショップ形式で、めざすべき、まちのすがた

を実現するためのキーワードを企画調整会議で決めました。意見集約で確認されたキーワードは、 

 

 

 

 

 

平成２２年２月１２日の第２回企画調整会議では、ワークショップ形式で、キーワードから住民にわか

りやすく目標らしい言葉にしました。 

長期計画 ～めざすべき、協働によるまちづくり～ １０年後に実現したい言葉が完成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．むれ地区の歴史 

２．むれ地区の現状 

３．むれ地区市民の考え方 

４．市民協働によるまちづくり計画 

 長期計画 → １０年計画→なにがやりたいか？ 

 中期計画 → ５年計画 →なにをしなければならないか？ 

 短期計画 → ２年計画 →今、なにができるのか？ 

５．計画の進行管理と改善方法 

６．まとめ 

ここが中心 

議論に時間をかける。 

この辺は、資料

を基に作成しま

しょう。 アンケートが必

要？ 

自然環境 学ぶ 文化 育む 

安心安全 豊かさ 活性化 

人が集い元気あふれるまちづくり 

安心して暮らせるまちづくり 
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むれコミュニティ協議会「コミュニティ・プ

ラン」に基づくまちづくりのスタート 

協働によるまちづくり、１０年後に実現したい言葉を各交流会で具体的な中期計画(５年計画)、短期計

画(２年計画)を作りました。 

中期計画は、交流会ごとのワークショップを開き、得意分野ごとに５つの目標から明細を抽出しました。 

短期計画は、各種団体より年間活動計画を提出いただくとともに、団体としての課題や問題点、ビジョ

ンや同種同類活動の意見交換などのワークショップを行いました。事務局はそれに基づき「原案」を作

成。その後、企画調整会議において加筆修正されて、役員会に提出しました。議論の末、役員会は「原

案」から「案」に修正し、平成２３年５月の総会に議案提出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動予定 議事録 

ワークショップの様子 

目次作成、データ収集、まとめ 

事務局 

企画調整会議 

まとめの修正、

データ表現方法

の修正等 

原案 

合同交流会 

意見集約、追加

事項等 

役員会 

プランの承認と

表現方法修正後 

(案)の作成 

平成２３年度むれコミュニティ協議会総会 

承  認 
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５ 笑顔あふれるひとづくり 

３ 安心して暮らせるまちづくり 

４ 文化をつなげるまちづくり 

～目指すべき、協働によるまちづくり～ 

 

 むれ地区は、従来から行政と市民による協働のまちづくりが盛んな地域です。この地域

力を生かし、他の地域の模範となるような、まちとひとづくりを推進します。特に、下記

５項目を重点に、まちづくりを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組み期間 平成２３年４月１日～平成３３年３月３１日 

 

 時代背景や行政方針、法の改正によりこの計画を見直す時期が早回る可能性はありますが、むれ

コミュニティ協議会は１０年後を目指して、市民協働によるまちづくりの基本方針をここに策定し

ました。むれコミュニティ協議会を構成する市民の皆様すべてにコミュニティ・プランをご理解い

ただき、まちづくりに直接参画されるよう願うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 自然にやさしいまちづくり 

２ 人が集い元気あふれるまちづくり 
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～歩むべき、協働によるまちづくり～ 

 

 ～歩むべき、協働によるまちづくり～では、中期・短期計画を整理し、あえて各々の期

限を設けず、平成３３年までの１０年の間で行うべき内容を示しています。また、地域の

かかえる課題に対する対応策というかたちでプランをまとめています。 

 現在、各種団体が行っている活動や事業を継続拡大するために市民に参加や参画を呼び

かける形式としました。更に、市民が協働する相手を表記することで役割を明確にするよ

う配慮しました。各交流会からの提案を受けて、今までにない活動や取り組みも取り入れ

ています。 

 以上の内容が市民に分かりやすく表現するため、マークを活用しています。説明を以下

の通りです。 

 

 

：各交流会での議論の中から提出されたむれ地区が抱える問題や希望 

 

：課題を解消するための方策や必要な活動 

 

 

   ：市民ができること 

  

   ：市民と行政が協働で行うべきこと。 

 

 ：市民と行政、企業が協力して行うべきこと。 

 

 ：市民と行政、学校が協力して行うべきこと。 

 

 ：産学官民すべての組織が協力して行うべきこと。 

 

 

 ：新しい取り組みや活動、改善によって刷新する活動 

 

 

 

 

用語の説明 
市民： むれ地区に居住する住民およびむれ地区に通勤通学する方々、むれ地区内の各種団体、NPO 団体で活動

されている方々全てを含みます。 

行政： 高松市役所、香川県庁、国の出先機関等です。 

産業： 農林水産業、工業、商業を営む企業または個人です。 

学校： 幼稚園、小中学校、高校、短大を含む大学および教育機関です。 

課 題 

対応策 
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課 題 

 

 

 

 

・里山や自然林が管理不足のため荒れている。特に竹藪。 

・ため池からの悪臭や水質悪化による農作物への影響は免れない。 

・レジ袋削減運動が低迷し、統計的にも削減されていない。 

・渇水時期のみの節水となっている。常時節水意識が少ない。 

・ゴミの不法投棄が増加拡大傾向にあり、自然破壊が進行中である。 

・地域を季節の花でいっぱいにしたい。 

 

 

 

 

 ①低炭素社会への貢献 

 市民が、節電・節水に心掛け、自家用車の使用から公共交通機

関に切り換えるなど個人でできるエコ活動を広報やホームペー

ジで呼びかけてまいりますので、実践しましょう。 

 

 ②海・川・ため池の水質保全の推進 

 あんしん交流会を中心に、土地改良区、農協、めだかの会、地区衛生組合な

どが率先して悪臭発生源の監視、あおこ発生の監視、ゴミの回収、不法投棄の

抑制に努めています。地域で活動に協力しましょう。 

 

 ③地域の不法投棄撲滅運動の推進 

 地区衛生組合では、毎年２月に庵治衛生組合と協賛で不法

投棄撲滅クリーン作戦を実施しています。毎年、多くの参加

者と参加企業により不法投棄ゴミが減少しています。 

 一斉清掃は単位衛生組合主導による地区内の美化を推進

する事業として継続的に実施しましょう。 

 

 

 

 

 ④ごみ分別収集や減量化の推進 

 牟礼地区連合自治会、牟礼地区衛生組合連合会では、家庭ごみのリサイクル

推進事業を通じて、単位衛生組合と連携しながら分別収集と３Ｒ(リサイクル、

リユース、リデュース)運動を推進しています。また廃油リサイクルも定期的に

ボランティアで回収する事業行っています。 

 クリーン高松推進事業や高松クリーンデー※1 も積極的に参加し、ごみ減量化

対応策 

１ 自然にやさしいまちづくり 

牟礼地区一斉清掃：各単位衛生組合が年２回、地域一斉に清掃活動を実施しています。 

不法投機撲滅クリーン作戦：毎年２月に、地域でゴミの不法投機が目立つ場所を清掃します。衛生組合

連合会が主導して、単位衛生組合やボランティアによる活動です。 
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を推進しましょう。 

 

 

 

 

 

 ⑤節水の意識を進める運動 

 水は限りある資源です。渇水の時期だけでなく常に節水に努めるよう日頃か

ら水を大切にする運動が大切です。高松市水道局の広報配布を通じて節水を呼

びかける運動をしています。節水は身近でできるエコ活動です。節水に心掛け

ましょう。 

 

 ⑥自然と暮らしが解け合う環境づくり 

 里山や海岸、川岸などの自然とふれあ

う暮らしは、生活に癒しやゆとりを感じ

させます。また子どもたちが自然の中で

自由に遊んだ体験は生涯忘れない思い

出となって残ります。このような自然と

の癒しや思い出を作れる環境を市民主

導で計画する事業を推進しましょう。 

 

 

 

 

 

 ⑦里山の再生推進活動 

農家の後継者不足や少子高齢化によって休耕田や耕作放棄地が増加していま

す。またイノシシ被害も増加して益々農業離れが深刻な状態になっています。

農業への理解を深め、人と自然が共存できる環境を構築しましょう。 

みんなの里山づくり事業は３年間の補助期間を終了しましたが実行委員会に

より里山で収穫された作物の販売によって継続しています。参加者を歓迎しま

すので是非、里山保全を推進しましょう。 

 

 

 

 

 

用語の説明 
※1 高松クリーンデー 高松市がまちづくり戦略計画の中で、毎年 10 月に高松クリーンデーを 1日設定し、市民による

清掃活動を実施しています。 

※2 ゆめづくり推進事業 高松市が市内44コミュニティ協議会を対象に新規事業を公募する提案型補助事業です。 

廃油回収事業：めだかの会が中心となり２ヶ月に１回、地区内５ヶ所のステーションでリサイクルを目

的に廃油を回収しています。 

分別収集推進事業：各単位衛生組合がゴミ分別収集協力の呼びかけや指導を行っています。 

リサイクル推進事業：衛生組合がアルミ缶やペットボトル、紙・布などリサイクル可能な資源を収集す

る運動を推進しています。 

地域緑化推進運動：牟礼香川グリーンクラブを中心に、牟礼中ボランティアや地域のボランティア

と一緒に、人の集まる場所や道路際、空き地等を利用して地域を季節の花でいっぱ

いにしようとする活動です。 

みんなの里山づくり事業：高松市主催のゆめづくり推進事業※2を活用し、原の中村地区において里山

再生事業を展開しています。計画的にブルーベリー園やヤギ農場、交流農園などで休耕

田を再生しています。 
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おいでまい祭りで踊る「DOIYA!」の皆さん 

 

 

 

 

・住民一体となった敬老事業の効果を上げるため、今後の事業への理解と継続的

改善。 

・「元気になろう DAY!in むれ」の企画と、事業の安定的継続。 

・献血への協力者が集まらない。若い人の献血意識が低調。 

・高齢者の生きがい施設で収穫できたものが商用化できず資金難。 

・子ども交流事業実施に伴う情報発信不足による低迷。 

・地場産業を支える、石材加工技術者が高齢化し技術の継承が不安である。 

・スポーツや健康チェックとともに食生活を改善することによって健康づくりを

することが必要であるという意識が希薄。 

・先人たちが築き、新しい知恵を融合させたむれの農業を守りたい。 

・公共運動施設が市内一元管理となっているためスポーツ活動に制限がある。 

・コミュニティ協議会から情報発信不足、説明不足により市民理解が進まない。 

・コミュニティセンター、公民館講座等の生涯学習活動に参加者が集まらない。 

・「おいでまい祭り」の継続と資金確保。 

 

 

  

 

 ①祭りやイベントによるふれあいの場づくり 

 祭りは地域の底力によって開催されるイベント

です。各種団体を中心に、資金集めから準備、後

片づけまで市民が手づくりで行う各種の祭りを継

続的に実施し、事業や交流人口拡大を目指しまし

ょう。 

 市民や他都市の市民との交流、世代間の交流、異業種の交流などイベントは交

流人口増加の効果があります。既存の定例行事に捕らわれることなく、新しい企

画や催しを計画し参加する人々に飽きられないような仕掛けを繰り広げてまい

りますので、ぜひ、足を運んでいっしょに楽しみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 人が集い元気あふれるまちづくり 

課 題 

対応策 

おいでまい祭り：連合自治会や青年会、婦人会、商工会など多くの団体で、おいでまい祭り実行委員会

を組織して、地区の夏祭りを継続的に実施しています。 

はらハラ腹相撲：毎年４月に幡羅八幡で行われる子どもを対象とした交流イベントを開催しています。 

こ～りゃんせ：むれ百年会や青年会、商工会青年部が中心となり、子どもたちに氷のスベリ台などの遊

び場を提供し世代間交流を推進しています。 

牟礼小学校ふるさと祭り・牟礼北小学校ふるさと祭り・牟礼南小学校ふるさと祭り： 

青少年健全育成協議会やＰＴＡが、バザーや発表会など校区単位の世代間交流祭りを開

催しています。 
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 ②健康づくりの推進 

 むれでは、体育協会を設立せずに、他地区に誇れる総合

型地域スポーツクラブ※3を立ち上げ、各種団体とともにス

ポーツ振興と健康づくりに寄与しています。 

 体を動かすことにより健康になり、医療費の軽減や活気

のあるまちづくりを推進します。高齢者に適応する体操や、

日頃運動に縁のない人たちにも気軽に参加できる教室を

定期的に開催し、健康づくりを楽しむプログラムを展開し

ています。 

 子どもとスポーツを通じて交流することや、スポーツイベントなどに気軽に参

加して、健康づくりを進めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③高齢者への支援 

 いきいき交流会を中心に、高齢者が生きがいをもって楽しく暮

らせる事業を推進しています。ひきこもり老人の交流の場の提供、

敬老会事業などの事業を支援していきましょう。 

 地区社会福祉協議会では高齢者の居場所づくりを提供し、コミ

ュニケーションを図ることにより、高齢者がいきいきと暮らせるまちづくりを推

進しています。 

 

 

 

 

 

用語の説明 
※3 総合型地域スポーツクラブ 「いつでも、どこでも、だれでも、いつまでも」スポーツを楽しむことができる社会を

実現するために、その地域に住む「皆さん」が主役となって、自ら運営・管理をする

新しいスポーツクラブのシステムです。クラブでは、いろいろな種目を様々な人たち

が、その興味・関心や競技レベルを問わず、それぞれのスタイルで楽しむことができ

ます。 

 

元気になろう DAY!in むれ：むれスポーツフェスタに変わり、スポーツを通じて健康になることを目的

に地域のスポーツ施設を利用して、スポーツやレクレーションに親しんでもらうイベン

トを継続的に実施します。 

校区体育施設開放事業：運営委員会を組織してルールに基づき、学校の体育館や運動場を休日夜間一般

開放して、市民にスポーツの場を提供しています。 

体育祭・運動会：ＰＴＡや子ども会が企画運営する校区・地区の体育祭・運動会を支援しています。 

スポーツ大会・スポーツ教室の開催： 

むれスポーツクラブでは、各種のスポーツ大会や教室を定期的に開催し、市民の健康づ

くりやスポーツによる生きがいづくりの場を提供しています。 

ちびっこタオル相撲：子供神相撲奉納の協賛行事として六万寺境内で開催。タオルを引き合って勝負を

決めるユニークな相撲大会を開催し、地域住民のふれあいと世代間交流を推進します。 

健康チャレンジ：高松市健康福祉課が推進する事業で、健康体操や健康診断を地域で推進します。平成

２５年度はむれコミュニティ協議会が優秀賞を受賞しました。 

牟礼地区敬老会：地区社会福祉協議会が中心となり敬老の日を中心に事業を展開しています。 

独居高齢者の呼びかけ運動：地区民生委員や社会福祉協議会では、独居の高齢者情報を収集するととも

に、呼びかけ運動を実施し、ひきこもりを防止するとともに、事故や事件の抑制に努め

ています。 
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 ④地場産業の活性化 

 むれでは過去から石材加工業、農林水産業が盛んで、そ

の加工業や直売業が地場産業として栄えてきました。地場

産業の情報提供やイベントの宣伝に協力するとともに直

接参画する市民募集などに応募し、参加してはいかがでし

ょうか。 

 

 

 

 

 

 

 ⑤食生活の改善や健康診断の推進 

 スポーツや健康チェックとともに食生活を改善することによる健康づくりが

大切です。健康料理教室や講座を定期的に開催し食生活を改善する運動を行って

います。子どもの食生活を整えることによって食育の推進に協力しましょう。 

 市民の健康管理を適正に推進するため集団検診等に参加しましょう。 

 すべての人々が健康になるため献血運動に協力しましょう。 

 

 

 

 

  

 ⑥人権意識の高揚 

 公民館やコミュニティセンターの生涯学習講座において、人権の大切さや差別

のない地域の推進を継続的に実施しますので、積極的に参加しましょう。 

 

 ⑦公共運動施設を指定管理者※5として受託 

 むれ地区には、総合体育館や中央公園運動センターなど多くの公共体育施設が

あります。現在は、高松市の外郭団体「高松市スポーツ振興事業団」が指定管理

者となって、経営や運営管理を行っていますが、高松市全域の体育施設が一元管

理となっているため、地域性に乏しく地域の特性が発揮できないばかりか、地元

の小中学生やスポーツに親しもうとする地元市民が使用することが困難な管理

となっています。地域の特性を生かし、市民の要望に素早く対応するため、むれ

コミュニティ協議会が指定管理者となり主体的に管理運営できるようにしてい

きましょう。 

用語の説明 
※5 指定管理者 それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、営利企業・財団法人・

NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる制度です。むれコ

ミュニティ協議会では高松市より指定管理を受けて大町コミュニティセンターを包括的に管理・運営

しています。 

ストーンツーリズム：石材加工組合が中心となり、石材加工の体験教室や工場見学などを通じて、地場

産業である石材加工業の宣伝や石材加工技術の継承を目的に実施しています。 

あじストーンフェアー：庵治町と牟礼町の石材組合が共同で庵治石の魅力発信や庵治石の普及を目的に

実施しています。両地域が、場所を交替して年１回実施しています。 

料理教室：食生活改善推進協議会が中心となり、健康のためのレシピを紹介し、料理教室を開催してい

ます。 

健康チェックデー：保健センターと食生活改善推進協議会が市民に対し、血圧や体脂肪等の測定を行い、

健康指導を行います。毎年６月に１回行います。 

献血推進事業：保健委員会が広報等で献血場所や時間を周知し、献血への協力を呼びかけています。 



 - 12 - 

 ⑧情報提供 

 平成２２年度から公開されたむれコミュニティ協議会ホームページの内容を

更に拡充するとともに、市民が必要な情報をリアルタイムに提供できるよう工夫

します。また、高松市コミュニティ協議会連合会との連携でコミネットテレビへ

の出演やマスコミを利用した情報提供を推進します。 

 機関広報誌である「ほっとつうしんむれ」は年間４回発行しており、旧牟礼町

時代から地域の方々に親しまれております。内容などのご意見をいただき、編集

に役立ててまいります。 

 ホームページを立ち上げて３年が経過します。「ほっとつうしんむれ」で伝え

られないタイムリーな情報をできるかぎり更新しています。今後は、ご意見を聞

きながらページの刷新など、飽きられないような工夫をしていきます。 

 

 

 ⑨芝生化した校庭の活用 

 牟礼北小学校では、校庭の芝生化を進めています。この校庭を利用するコンサ

ートや各種のイベントを企画していますので皆で参加してはいかがでしょう。 

 

 

 ⑩人口減少社会、少子高齢化社会に対応 

全国的に人口減少や少子高齢化は他人事ではなく、平成２６年４月には牟礼地区

は人口が１万８千人を割り込みました。今後もその傾向は続くと考えられます。行政に

も限界があり、市民の知恵や努力によって人口流出を減少させたり、定住人口の増加

ができるような新事業を企画していきましょう。 

ゆめづくり推進事業を活用して「むれまちｂｏｏｋ」を作成し、高松市外住民に配布す

ることで牟礼の良さをアピールしています。 
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平成 16 年高潮災害 マルナカ八栗店横入り海 

平成 16 年高潮災害 マルナカ八栗店横の入江 

 

 

 

 

・少子高齢化や社会現象でもある独居老人が増加しているが法的な支援が受けら

れていない。 

・身障者の自立支援には多くの理解と支援・協力が必要。 

・自主防災組織の結成率を１００％にしたい。 

・空き家が増加し、不審者も出没している。早急な地域対策が必要。 

・警察組織の再編成により、警察との連携が十分にできなくなった。 

・保護必要者の情報不足による対応の遅れが心配。 

・子ども見守り隊の高齢化と人員の減少。 

・立しょうしてくれる地域ボランティアが少ない。他校区の情報を知りたい。 

・ため池の危険場所は把握できていないし、表示や防護策も不完全。 

・県道・市道の改良が進まず、利便性や自己リスクが改善できていない。 

・家庭用火災警報器の普及がすすんでいない。 

 

 

 

 

①地域における危機意識の向上 

 高松市は、平成１６年に大雨・高潮災害を経験

しました。むれにおいても多くの世帯が被害を受

けました。また、東南海地震の可能性も日増しに

高くなっています。牟礼地区自主防災組織や連合

自治会、消防団、赤十字奉仕団などが中心となり

地域防災訓練や防災講習会を定期的に実施して

います。参加して自主的な防災に努めましょう。 

 

 

 

 

②災害時の支援体制の確立 

 あんしん交流会では、高松市危機管理課や香川県危機管理課などの行政と連携

し、災害時の支援体制を確立する活動をしています。また牟礼地区自主防災組織

連合会では平成 26 年 4 月に自主防災組織結成立 97%を達成しました。今後は組織

を活用した防災・減災を推進します。 

 

 

３ 安心して暮らせるまちづくり 

防災訓練の実施：牟礼地区自主防災組織連合会では、校区別に順番で毎年１回防災訓練を実施し、災害

発生時の対処方法や避難方法等の訓練を実施しています。 

消防団訓練：地域の災害を最小限に食い止めるため消防団は、定期的に訓練を行っています。また、消

防団活動を充実させるため、常時団員を募集しています。 

課 題 

対応策 
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③交通マナー向上と事故撲滅 

 あんしん交流会の団体では高松北警察署牟礼交番や原駐在所と連携し、交通マ

ナー講習や交通安全街頭キャンペーンを通じて無事故を推進しています。広報や

ホームページで呼びかけてまいりますのでチェックして参加してはいかがでし

ょうか。 

 

 

 

 

 

 

④地域における防犯意識の高揚 

 最近、むれ地域で不審者が目撃され、軽犯罪が多発しています。危機感を持つ

単位自治会では自主的に見回りなどの活動をしています。このような活動は犯罪

抑止力になるとともに市民の防犯意識を高める運動につながります。犯罪のない

まちを実現するため、活動を理解して更に拡大できるよう協力しましょう。 

 

⑤障害者の自立支援と社会活動への参加促進 

 障害者に対する理解や支援することにより、社会活動へ参画できる機会を増加

させ、健常者とともに活動できる環境をつくるため、高松市心身障害者育成会で

は、福利厚生施設の適正利用、レクリエーション・スポーツ行事の実施を行って

います。活動には市民の理解と協力を必要です。地域で協力しましょう。 

 

 

 

 

⑥高齢者の生活支援と社会活動への参加促進 

 いきいき交流会の団体では、認知症問題、独居老人問題、老々介護問題、老人

虐待問題などを真摯に受け止め、高齢者状況調査や施設訪問を定期的に行ってい

ます。若い人たちもいつかは高齢者の仲間入りをします。今からでも、高齢者に

対する理解を深め、社会参画を促し、高齢者が暮らしやすい活動に協力しましょ

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全街頭キャンペーン：交通安全母の会が中心となり、街頭からマナー向上や交通安全の呼びかけ

を継続的に実施します。また死亡事故警報など発生時には緊急に実施しています。 

校区内危険箇所点検：交通事故のみならず、ため池などの危険箇所を点検し、掲示板や防護策の必要性

を訴えています。 

交通安全グランドゴルフ大会：年１回、御山公園多目的広場で交通安全教室を開催した後、交流のため

グランドゴルフ大会を開催しています。 

 

高齢者・施設訪問活動：特別養護老人ホームでの介護や喫茶，歌などのボランティア活動、車椅子を押

してのボランティア遠足等を行っています。 

高齢者状況調査・高齢者児童虐待状況調査・災害時要援護者調査支援活動： 

民生委員は地区内に居住する高齢者の近況を調査したり、虐待状況調査などを定期的に

行っています。また、連合自治会や単位自治会を通じて、高松市が推進する災害時要援

護者調査の支援活動をしています。 

友愛訪問：社会福祉協議会では、地区の福祉委員と協力して年末に１回地域の高齢者を訪問し生活相談

や健康相談をしています。 

身障者支援クリスマス会・料理教室：NPO や支援団体の協力でレクレーションを通じて障害者の自立支

援を行っています。 
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⑦地域で子どもを見守る活動の推進 

 「子ども見守り隊」を各地域で結成し、通学時の交通安全や犯罪の抑制に努め

ています。この活動を継続的に行うため、３小学校区が連携し情報交換しながら、

自然に「あいさつ」、「声かけ」、「注意」ができる環境づくりを推進しています。

また、子どもＳＯＳ※6 の箇所数が増加するような活動も行っています。地域で

子どもを守る活動を理解し、この活動に参加してはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

⑧青少年の非行防止と健全育成 

 子どもたちが健全に成長することは、地域全体の願いでもあります。非行の抑

制や早期発見、地域で子どもを非行の道から守るよう青少年健全育成協議会やＰ

ＴＡ、子ども会、婦人会、小中学校が連携して事業をおこなっています。広報や

ホームページに掲載される活動に積極的に参加して子どもたちを非行から守り

ましょう。 

 

⑨安心して子育てができる環境づくり 

 保健センターと連携し、子どもの健康診断や子育て相談、各種の子育てイベン

トを通じて、保護者が安心して子育てできるようなまちづくりを推進しています。

また、母子家庭や恵まれない子どもへの配慮、児童虐待などの問題解決のため、

情報収集して訪問や児童相談所への通報等の活動も行っています。地域で情報提

供など、できることから協力しましょう。 

 

 

 

 

⑪防犯用の青パトロールカー※7導入と活用の検討 

 地域内を巡回する青パトロールカー購入のため、地域で協力し、購入後の運用

に関しても活動を理解して支援していきましょう。 

 

 

 

用語の説明 
※6 子どもＳＯＳ 子どもを守る地域ボランティア活動の一つであり、犯罪被害に遭い、又は遭いそうになって助けを求

めた子どもを保護し、警察への通報等を行うなどの目的で「子どもＳＯＳの家」になってもらう制度

です。 

むれ見守り隊事業：青少年健全育成協議会や校区ＰＴＡは、児童の安全と健全な育成を目的に地区内よ

りボランティアを募り、通学時など同伴する事業を実施しています。 

あいさつ運動：婦人会や青少年健全育成協議会では定期的に交差点などに立ち、あいさつ等の声かけ運

動を展開しています。 

立しょう・巡回パトロール：ＰＴＡや青少年健全育成協議会および各小中学校では、通学時に交通事故

防止や不審者から児童を守るため交替で立しょうします。また青少年の非行防止を目的

に定期的に巡回パトロールを実施しています。 

乳幼児健康診断：保健センターと食生活改善推進協議会は乳幼児の健康診断を実施するとともに、むれ

独自の活動として離乳食やおやつを提供して、健康診断の受診を推進しています。 

子育て・児童健全育成支援事業：民生児童委員協議会では、子どもの安全や子育てする環境が適正に保

てるよう行政と連携して問題を解決しています。 

牟礼北小校区ではＰＴＡや青少年健全育成協議会が中心となり、平成２６年に日本財団より青パト車両

が寄贈されました。「見せる防犯活動」は犯罪防止に繋がり地域住民に安心感を与えます。 
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課 題 

 

 

 

 

・地域出身の偉人、柴野栗山を世に出したい。 

・詩吟の文化をつなげたい。 

・むれに残る源平史跡資料を整理し、保管したい。 

・地域の有形無形文化財を整理した資料が無く、情報発信もないので保護できな

い。 

・炭焼き文化が後継者不足や施設利用者不足により継承できない。 

・新しい文化を開発したい。 

・「むれ源平石あかりロード」の取り組みを地域全域に伝えたい。 

・「石の民俗資料館」を活用した文化伝承をしたい。 

 

 

①地域の文化財保護の推進 

 むれ地域には有形無形の文化財が多く、教育と文化の町「牟礼」を継承してい

ます。保護活動だけではなく、むれの文化をつなげるために文化財を巡るトレッ

キングやウォーキング、ボランティアガイドによる史跡ツアーなど定期的に実施

しています。興味がある方、時間がある方は積極的に参画しましょう。 

 

②むれに関わりのある偉人の発掘と保護 

 柴野栗山※8 や佐藤継信※9、イサム・ノグチ※10 など、むれに関わりのある偉

人について、名前は知っているけれど…。その偉人たちに光をあて、多くの人々

に知っていただきたい。ふるさと交流会の団体では、その偉業を後生に伝えるた

めの資料を整理し保護する活動をしています。ぜひ、市民も興味をもって勉強し

ましょう。 

 

 

 

用語の説明 
※8 柴野栗山 讃岐の国(香川県高松市牟礼)が生んだ江戸時代の儒学者・文人です。寛政の改革を立案した三

博士の一人として知られています。（しばの りつざん、元文元年(1736 年)～文化 4年(1807 年) 

 
※9 佐藤継信 平安時代末期の武将で、源義経の家臣。『源平盛衰記』では義経四天王に数えられています。(さ

とう つぐのぶ、保元3年(1158年)～元暦2年（1185年）) 佐藤継信の墓は、八栗駅を出て左に進

み大通りに出て橋を渡ると南の川沿いにあります。 

 

※10 イサム・ノグチ アメリカ合衆国ロサンゼルス生まれの彫刻家、画家、インテリアデザイナー、造園家・作庭家、

舞台芸術家で日系のアメリカ人です。この偉大な芸術家がアトリエに選んだのは、石の産地と

しても有名なむれ。現在その地には美術館が建てられ、清々しい庭園に作品群が佇んでいます。 

 (1904 年～1988 年) 

 

４ 文化をつなげるまちづくり 

対応策 

栗山祭：毎年 12 月に顕彰会が柴野栗山をしのび、また、教えを伝承する行事を行います。 

佐藤継信・信念法師墓前祭：毎年 3月、王墓の墓前にて偉業をしのんで行事を行います。 
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③伝統文化の伝承と活性化 

 古くからの伝統的行事を守り続け、将来につなげていかなければなりません。

その伝統文化を多くの方々に知ってもらうため、広報やホームページを通じて紹

介してまいりますので、地域の伝統行事に参加しましょう。 

 

 

 

④芸術文化の支援と活性化 

 むれには独特の芸術文化があり、これを継承することが必要です。また新しい

芸術やアートを発掘し育むことも必要です。夢励人プロジェクトでは、芸術祭や

まちかど美術館の事業を展開し活動しています。ぜひ、皆さんで鑑賞しましょう。 

 牟礼地区文化祭は、地域文化活動・同好会活動の発表の場および地域のふれあ

いの場として年１回開催されています。多くの団体が展示や発表を行っています

ので、一度見学してはいかかでしょうか。また我こそはと思われる方は、展示や

発表してはいかがですか。 

 

 

 

 

 

 

⑤源平史跡の保存と活用 

 むれ地域には、源平合戦の史跡が多く残っており、多くの団体がそれを守って

います。また、源平に関わる資料や古文書など整理して次世代への継承を行わな

くてはなりません。今後ともこのような活動を支援・協力していきましょう。 

 

⑥特産品の開発  

 むれコミュニティ協議会では、むれ独自の特産品を開発し、販路の開拓するな

どコミュニティビジネスにつながる、まちづくり事業を各種団体とともに検討し

たいと考えています。特に炭焼き窯を活用したイベント、竹の炭焼きによるブラ

ンド墨の開発など事業化は身近で開発可能な商品といえます。このような活動に

直接参画して楽しみましょう。 

 

⑧柴野栗山※8資料の収集・整理と情報発信 

 郷土の偉人、柴野栗山の偉業を後生に伝え、更に情報を発信することで柴野栗

山に光をあてメジャーな存在にする努力を続けています。柴野栗山の教えや教訓

を理解し、郷土の偉人に興味を持ちましょう。 

 

 

 

子供神相撲：子供神相撲保存会では、毎年９月に無形文化財として六万寺で奉納される行事を継続的に

行っています。 

牟礼地区文化祭：毎年 11 月に地域の文化や芸術の発表の場として、多くの団体が協力して開催してい

ます。 

文化協会作品展：文化協会むれでは、会員の作品展示の場所として 2ヶ月に 1回石の民俗資料館で開催

しています。 

夢励人芸術祭：夢励人プロジェクトでは役戸ギャラリーを開設し新しいアートや若い芸術家の発表の場

を提供しています。 

 

小説「たえと彦輔」：柴野栗山の幼少期を描いた小説で、平成 25 年 4 月に第 48 回香川菊池寛賞を受賞

しました。高松市が発刊する「文芸もず」に掲載されました。 
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５ 笑顔あふれるひとづくり 
 

 

 

 

・小学校３校区の連携不足による子ども広域活動の低迷 

・地域の専門家が、まちづくりに参画できていない。 

・３小学校区子ども会の交流不足をおぎなうため合同ドッジボール大会を実施と

今後の事業継続。 

・２０歳代をはじめとする若者がまちづくりに参画できていない。 

・旧高松市内が自治会加入率を維持できず低迷しているが、むれにおいても今後

維持できるか不安。 

・昔のガキ大将的な子どもが減少し、根性のあるリーダーが育たない。 

・児童が安心して過ごせる放課後子ども教室が存在しない。 

・子ども会で参加できるイベントの周知が十分でない。 

・まちづくりのリーダー、コーディネーターの育成や発掘が急務 

 

 

 

① 自治会加入率の向上 

 現在、むれ地域の自治会加入率は３年前 79.4%でしたが現在は XX.X%に減少して

います。高松市全域でも加入率は減少しており加入率低下が危惧されます。協働

によるまちづくりの基盤である自治会を活性化させるために新しいマンションや

集合住宅に対し、連合自治会や近隣自治会から加入促進を行っています。未加入

世帯はぜひ自治会に加入しましょう。 

 

 

 

②各種団体主催事業への参加促進 

 各種団体や実行委員会が主催するイベント、活動などの事業に対し、広報やホ

ームページを活用して周知するとともに、活動結果等の公表を順次すすめていま

す。このような活動には積極的に参加しましょう。 

 

 

 

 

 

 

③コミュニティセンター・公民館活動の推進 

 牟礼と大町の両コミュニティセンターでは、生涯学習講座や同好会活動を支援

し、多くの方々が生涯学習に取り組めるよう環境を整えております。特に生涯学

課 題 

対応策 

自治会活動支援事業：単位自治会が活動を継続するため、新規加入者促進のために事業を行っています。 

校庭芝生化事業：牟礼北小学校では、校庭を芝生化し、裸足で走れる校庭を実現しています。今後、こ

の事業を他小学校でも実現できるよう、協議してまいります。 

芝生コンサート：芝生化した運動場を活用し、休日にコンサートを開いて地域交流を推進しています。 

牟礼中学校文化祭・合唱コンクール：牟礼中学校では、毎年、文化祭や合唱コンクールを行い、中学生

の文化活動を通じて地域の方と交流を図っています。 

ひなまつり会：婦人会では、毎年２月、地域の子どもを集めてひなまつり会を行っています。 
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習講座には、実績のある講師や地域の方々を迎え楽しく学習できるよう配慮して

おります。また、地域がかかえる問題や社会がかかえる課題などを学習できる講

座も定期的に開催していますので積極的に受講しましょう。 

 

④若者のまちづくりへの参画推進 

 次世代のコミュニティ活動を推進するために、世代交代が必要となります。そ

のために若い世代の参画を待つのではなく、計画的、意図的に子どもの頃から社

会活動への参画を促すことが重要です。将来リーダーとなる人材を養成するため

に、多くの事業や活動の中に若者世代の参画を盛り込んで、コミュニティ活動が

継続的に行えるよう地域全体で協力していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤子ども会や子どもを対象とした活動の活性化 

 校区子ども会では、多くの子ども会活動を現在も実施しています。遊びの中か

ら社会のルールを学べる事業しています。また、このような事業に参加した子ど

もたちの記憶に残るような活動をすることによって、将来、活動を継承してくれ

ることを期待します。ぜひ、家族全員で、活動に参加しましょう。 

 

 

 

 

 

 

⑥放課後子ども教室の設置 

 放課後子ども教室は、小学校の余裕教室を活用して、子どもたちに勉強やスポ

ーツ、文化芸術活動、地域住民との交流等の機会を与え、心豊かな教育環境を提

供することを目的としています。むれ地区においても、放課後子ども教室設置が

望まれており、今後取り組みを進めたいと考えています。子どもたちのために、

関係団体とともに放課後子ども教室の設置・運営に参画・協力していきましょう。 

 

⑦自然を活用した遊び場づくり 

 最近では、室内でゲームやパソコンが遊びの主流になり、頭は良いが小さくま

とまった子どもたちが増えています。子どもたちが外で遊べる場所も少なくなり、

昔ではあたりまえだったガキ大将という言葉も聞くことが無くなりました。スケ

ールの大きな、行動力をもった子どもになれるよう、自然の中でおもいっきり遊

牟礼エルバートン高校生交流事業：旧牟礼町が姉妹都市提携をしていたアメリカエルバートン市との交

流流事業を継続し、高校生の交換留学事業を実施しています。参加した高校生たちは、

卒業後も交流を深め、国際経験を積んで地域のリーダーとなる人材に育っています。 

親子ふれあい奉仕活動：毎年８月に牟礼中学校ではＰＴＡを中心に校内の清掃や除草など生徒と保護

者、教師が一体となってボランティア活動を行っています。 

ジュニアリーダークラブ：小学生から中高生に至るまで地域のイベント参加や独自事業を通じて将来の

リーダーを育てることを目的に活動しています。 

牟礼地区成人式：高松市成人式とは別に、牟礼地区の成人が企画し独自に行う成人式です。毎年 1月に

準備から後かたづけまで全て新成人が組織した実行委員会が実施します。 

夏休み子ども会キャンプ：牟礼北小学校、南小学校の子ども会では夏休みに運動場でキャンプ体験を行

い、親子の交流、友だちとの交流を深めています。 

３校区対抗ドッジボール大会：平成 22 年度より牟礼小、北小、南小校区の子ども会が連携し、校区対

抗のドッジボール大会を開催します。３校区が連携する事業を推進します。 

手づくりソーセージ教室：婦人会では、子どもたちと手づくりソーセージ教室を毎年、校区ごとに実施

しています。 
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べる場所を探し、整備や安全対策などみんなで協力して実現しましょう。 

 

⑧コミュニティビジネスの推進 

 現在、コミュニティ活動を支える資金は、ほぼ高松市からの「まちづくり交付

金」で支えられています。新しい活動や拡大をするためには自己資金が必要とな

っています。活動から得られる収入を増加させるような仕組みを考え、補助金や

交付金に頼らない事業を推進しましょう。 
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今回のコミュニティ・プランがやり残した課題 

 

 このコミュニティ・プラン策定に当たり、時間や費用、実働人数の制約から調査・協議

が十分ではなく、また根拠が希薄な部分もあり今後に課題を残しています。次期のコミュ

ニティ・プランが策定される時に解決されることを期待します。 

 

１．企業との連携 

 むれ地区には、多くの企業や大規模小売店、銀行などがあります。このような民間

企業は企業のＣＳＲ※11の取り組みにより、地域との関わりを強く持ちたいという意

識に変わっています。今後はコミュニティ協議会が地元の企業を巻き込み、人的な支

援体制や知識提供などの協力を得られる仕組みづくりが課題です。 

 

２．行事日程の調整 

 各種団体が行うイベントや行事は季節によりスケジュールが飽和状態にあります。

特に行事が重ならないよう配慮してきましたが高松市と合併して、高松市が主催する

行事が追加となっている現状でスケジュール調整は重要な課題です。 

 

３．新しい取り組みを企画するキーパーソンの不足 

 新しい活動や取り組みを始めるには必ずリーダーやコーディネーターの存在があ

ります。むれ地区は過去から多くの活動・事業・イベント・行事を行っています。能

力があり熱意を持った人材はすでに何かのキーパーソンとなって動いています。更に、

新しいこととなると、新しい人材が必要なのです。能力と熱意のある人材の育成が急

務であり必要不可欠な要素です。その具体的な仕組みづくりが今後の課題です。 

 

４．資金調達と使用方法の適正化 

 活動を支える補助金や交付金は使用目的や使用方法を明確に定めており、むれコミ

ュニティ協議会においても適正化に努める必要があります。ルールを深く知り、広く

交付団体にも理解いただくことが課題です。 

更に今期からコミュニティビジネスを推進することで自己資金による活動が新た

に加わります。各種団体や市民に流れを公開して評価してもらう仕組みも必要となり

ます。 

 

 

 

 

 

用語の説明 

※11 企業のＣＳＲ (Corporate Social Responsibility)企業が事業活動において利益を追求するだけでなく、社会

的存在として、顧客・株主・取引先・地域社会などとの様々な関係を重視しながら果たすべき

社会的責任のことです。 
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コミュニティ・プランの検証と改善の方法 

 

 このコミュニティ・プランは１０年間の長期にわたり推進すべき活動・事業・取り組み

についてまとめています。協働によるまちづくりは、行政方針・経済状況・法改正・人口

変動など社会的背景に大きく影響を受けます。また、新事業や新しい活動が発生する可能

性や、このプランに掲載されている事業の中で、企画変更や事業内容を大幅に改善する場

合もあります。そこで、計画の見直しタイミングを予め決めておくことが重要です。 

 一般的には計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)→計画といった継続的

な改善を行うことが有効とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・３年間を単位実行期間としました。 

・２年間実行しその評価と改善案にまとめる作業を３年目に行いたいと思います。 

・改善案からプランを修正し、次年度の総会に提出します。 

・総会で承認後、次期３年間実行します。 

・平成３１年度は、過去の 9 年間を総括評価する年と考えています。 

・最終年の平成３２年度は、新コミュニティ・プラン作成の年と考えています。 

 

 

平成 23 年 5 月総会後 プランをスタート 

平成 24 年 4 月新コミセン開設 

平成 26 年 5 月総会にプラン修正(案)を提出 

修正期間 

実行期間 

評価期間 

修正期間 

実行期間 

平成 29 年 5 月総会にプラン修正(案)を提出 

コミュニティ・プランの検証・改善のイメージ 

実行期間 

平成 32年 5月総会に 9年間の 
総括評価報告書提出 

平成 33年 3月 31日 

平成 25 年 4 月 1日 

平成 27 年 4 月 1日 

平成 28 年 4 月 1日 

平成 30 年 4 月 1日 

平成 31 年 4 月 1日 

評価期間 

当年度を含めた9年間の総括評価期間 

新コミュニティ・プラン作成 


