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中 心 市 宣 言 

               
 

 本市は、平成１７年１０月１１日に旧観音寺市、旧大野原町、旧豊浜町が合併し、新

しい観音寺市として生まれ変わりましたが、長い間に培った都市機能の集積を基盤に中

心市街地と農村地帯、燧灘に面した漁業地帯、そして讃岐山脈に抱かれた中山間地域な

ど多様な地域が融合し、都市機能と豊かな自然環境を併せ持っているまちであります。 
 現在我が国は、人口減少、少子高齢社会が到来し、地方圏から大都市圏への人口の流

出による地域間格差の顕著化、地球温暖化などの環境問題の深刻化、人々の価値観・ラ

イフスタイルの多様化など、急激な変化の時代に直面しており、特に経済稼動の低迷に

よる景気の後退は、地方財政を逼迫させています。 
このように、地方自治体の財政の厳しさが増大する状況にあっては、フルセットの生

活機能を整備するには限界があり、「選択と集中」「集約とネットワーク」の考え方を基

本に、的確で効率的な行財政運営が求められています。また、第２期地方分権改革の進

展とともに基礎自治体への大幅な権限移譲など、国と地方の役割分担が進む中、それぞ

れの地域が知恵を出し、地域の実情に応じた地域づくりを進めることが求められていま

す。 
 本市がこれらの課題に適切に対応することにより、将来においても香川県西部地域の

中心的な都市として、また、四国中央地域の拠点としての機能を持続的に発揮し、住み

たい、住み続けたい、住むことに誇りを持てるまちづくりを進めていかなければなりま

せん。そのためには、市域を越えて本市内の事業所や学校に就業または通学する割合の

高い隣接地域をひとつの都市圏域として捉え、活性化の方向性を探っていくことが重要

であります。 
 このようなことから、定住自立圏構想のもと、本市に集積する都市機能を活かし、共

に自立圏を形成する自治体と連携交流を図りながら、圏域内の住民に対して積極的に各

種サービスを充実させ、提供することにより、定住自立圏域全体に必要な生活機能を確

保し、安心して暮らし続けられる魅力ある地域づくりに努めることを、ここに宣言しま

す。 
 
  平成２１年１０月２１日 
  

                  観 音 寺 市 長  白 川 晴 司 

 

 

 

 



定住自立圏の形成に向けて 
 
定住自立圏の中心市を宣言する本市の都市機能の集積状況、及び住民の生活機能を確

保し地域の魅力を向上させていくために、本市と、共に自立圏を形成する自治体におい

て、連携が想定される取り組みなどは、次のとおりです。 
 
１ 本市の都市機能の集積状況 

項 目 施設の種類 施設（サービス）名 
備  考 

（利用者数 20年度実績） 

病院 ７か所  

救急病院 

 

三豊総合病院 

松井病院 

香川井下病院 

羽崎病院 

 

診療所 81 か所 医科 49、歯科 32 

ひうち 定員 50人 

豊恩荘 定員 50人 

楽陽荘 定員 70人 

長寿苑 定員 50人 

特別養護老人ホーム 

とよはま荘 定員 50人 

観音寺ケアセンター 定員 100 人 

わたつみ苑 定員 80人 

はがみ苑 定員 100 人 

医療・福祉 

介護老人保健施設 

ひうち荘 定員 100 人 

観音寺第一高等学校 976 人（定時制含） 

観音寺中央高等学校 590 人 

県立高等学校 

（平成 21 年 5 月 1 日現在

在籍者数） 三豊工業高等学校 302 人 

特別支援学校 香川県立西部養護学校 78 人 

准看護学校 三豊准看護学院 19 人 

教育 

図書館 観音寺中央図書館 他２館 96,985 人 

蔵書冊数200,869冊 

観音寺市民会館 95,307 人 文化施設 

大野原会館 16,875 人 

観光・娯楽施設 観音寺競輪場 629,591 人 

情 報 ・ 娯

楽・文化・

健康 

健康スポーツ施設 スノーパーク雲辺寺 20,126 人 



観音寺市立総合体育館 34,388 人 

県立三豊体育館 13,164 人 

観音寺市総合運動公園（陸

上競技場） 

13,304 人 

公認競技場第 3種 

萩の丘公園  

豊浜総合体育館 206,619 人 

テレビ主要 5局視聴 日本ﾃﾚﾋﾞ系列・ﾃﾚﾋﾞ朝日系

列・ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ系列・TBS 系列・

ﾃﾚﾋﾞ東京系列 

  

ケーブルテレビ 三豊ケーブルテレビ㈱  

公共交通 ＪＲ観音寺駅 特急停車駅 

高速道路 高松自動車道 大野原 IC 

豊浜ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 

長距離バス 観音寺・丸亀⇔大阪 

観音寺・丸亀⇔新神戸 

 

高速バス 池之尻停留所  

交通 

港湾施設 観音寺港・豊浜港 県管理港湾 

大規模小売店舗 １４店舗  

地方銀行  4 行 9店舗 

第２地方銀行  2 行 3店舗 

消費・金融 

金融機関等 

その他信金、信組、農協等 7機関 23店舗 

観音寺公共職業安定所  

高松地方裁判所観音寺支部 

観音寺簡易裁判所 

 

観音寺労働基準監督署  

高松法務局観音寺支局  

観音寺税務署  

国の機関 

中国四国農政局香川農政事務

所地域第二課 

 

県の機関 三豊合同庁舎 県民センター 

西讃土木事務所 

西讃土地改良事務所 

西讃保健福祉事務所 

三観広域行政組合  

三豊電子計算センター  

国の機関な

ど 

広域 

三観広域消防本部  



 

２ 都市機能の利用状況 

 

⑴ 三豊総合病院患者数（平成 20年度） 

 

患者数（入院・外来）合計 
区分 

 観音寺市 三豊市 その他 

患者数 469,423 人 254,667 人 134,648 人 80,108 人 

利用率 100％ 54.2％ 28.7％ 17.1％ 

 

⑵ 特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設（平成 20年度） 

 

⑶県立高等学校在籍者数（平成 21年 5月 1 日現在） 

 

 

⑷ 商業（平成 19年商業統計調査報告） 

 

区分 事業所数 従業員数 年間商品販売額（万円） 

香川県 13,983 93,172 人 398,051,894 

観音寺市 1,125 6,261 人 18,469,500 

 県内占有率 8.0％ 6.7％ 4.6％ 

 

 

 

 

 

 

入所者数合計 
区分 

 観音寺市 三豊市 その他 

入所者数 630 人 536 人 80 人 14 人 

利用率 100％ 85.1％ 12.7％ 2.2％ 

在籍者数合計 
区分 

 観音寺市 三豊市 その他 

在籍者数 1,868 人 1,086 人 735 人 47 人 

利用率 100％ 58.1％ 39.4％ 2.5％ 



３ 自立圏で連携が想定される取組み 

視点 分野 取組み内容 

産業振興 

圏域産品のブランド化を推進し、農林水産

業の振興を図る。先端技術企業の誘致を進

め、圏域での雇用の拡大を目指す。圏域の

観光資源を活かした観光ルートを開発し、

交流人口の増大にむけた観光情報を発信す

る。 
生活機能の強化 

医療 

圏域の公立病院間のネットワーク及び、救

急医療体制、産科医療体制を始めとする地

域医療ネットワークの充実を図る。 

地域公共交通 
のりあいバス路線の相互乗り入れや連携・

見直しにより、利便性の向上を図る。 

結びつきやネッ

トワークの強化 
ICT インフラ整備 

ＣＡＴＶを活用した圏域内外への情報発信

と自治体情報の相互提供を進める。地上デ

ジタル放送やブロードバンドのデジタル・

ディバイドの解消に向けたインフラ整備を

進める。 

人材の育成や確

保 

国際化に対応した人材、将来を担う地域リ

ーダーの育成のための学習や援助を行う。

圏域内の行政職員の研修会等を開催する。 
圏域マネージメ

ント能力の強化 

三観広域行政 
広域行政の充実と整備を図る。 

消防・防災体制の充実を推進する。 

 

４ 本市に対して従業または通学する就業者数および通学者数を、常住する就業者数お

よび通勤者数で除して得た数値が０．１以上である市の名称 
 

市 名 
通勤通学割合 
（Ａ／Ｂ） 

本市に対して従業ま

たは通学する就業者

数および通学者数

（Ａ） 

常住する就業者数およ

び通勤者数 
（Ｂ） 

三豊市 ０．１９ ６，０２９人 ３１，４４５人 

※常住する就業者数および通勤者数は、平成１７年国勢調査による。 

 なお、常住する就業者数は、自宅従業者を除く。 


