
高松市 
多核連携型コンパクト・エコシティ       

高松市長 大西 秀人 



総人口 

421,048人（推計人口） 

世帯数 

181,767世帯 

面積 

375.23k㎡ 

        （H27.1.1現在） 

 

中心市街地面積 

2.5k㎡ 

 

DID地区人口 

212,803人 

DID地区面積 

40.88k㎡ 

         （平成22年） 

高松市の概要 



現状と課題 ① 
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実績 推 計 

（人） 

高松市推計人口 

６５歳以上 

１５歳～６４歳 

１５歳未満 

  ※ 平成２２年国勢調査の人口等基本集計結果（平成２３年１０月２６日総務省公表） 
   を基準人口とし、最新の国立社会保障・人口問題研究所と同様の推計方法で推計しています。 



   都心地域で人口が減少 
   郊外部で人口が増加 

  市街地の低密度化が進行しており、 
  更なる拡散を抑制していくことが必要 

現状と課題 ② 
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かつての都市構造 

現在の都市構造 

将来目指すべき都市構造 

目指す将来都市構造 

多核連携型コンパクト・エコシティ 
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高松市の主な大型店立地状況 
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高松丸亀町商店街 再開発 全体イメージ 
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高松丸亀町商店街 竣工写真 ＜A街区＞＜Ｇ街区＞ 

壱番街 （再開発ビル） （三町ドーム） 

 

Ａ街区全景 駐車場 

商店街（Ｇ街区） 国道１１号線側 ケヤキ広場 



公共交通を基軸とした都市交通の形成 
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（２）各拠点に公共交通 
   サービスを集約・強化 

（３）拠点を対象とした交通 
   結節機能の強化 

回遊性ある交通体系への再構築 

（１）自動車から公共交通、 
   自転車への転換 

回遊性の低い都心地域の公共交通 

（１）公共交通サービス   
   が都心地域に一極  
   集中 

（２）交通結節機能が 

   不十分 

現 状 

将 来 
将来交通体系のイメージ 



① 公共交通の利便性の向上および積極的な利用の促進 
② 地域の特性に応じた効率的な機能分担および連携 
③ 公共交通優先の交通体系への転換 
④ ユニバーサルデザインに配慮した公共交通 
⑤ 教育等を通じた公共交通に関する意識醸成 

安全かつ快適で人と環境にやさしい都市交通の形成 

市 

公共交通の維持・改善が可能
なまちづくりを推進し、利用促
進に係る施策を実施します 

市民 

過度の自家用車利用を控え、 
公共交通を積極的に利用します 

事業者 

従業員へ意識啓発を行い、 
公共交通の利用を推進します 

公共交通事業者 

事業の効率化、公共交通の 
利便性向上に努めます 

協働 

・責務 

・基本方針 
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高松市公共交通利用促進条例（H25.9.27施行） 



公共交通利用促進施策 

 「電車バス乗継割引拡大制度」 〔Ｈ２６．３．１から実施中〕 

電車、路線バス、コミュニティバス等の運賃を半額 

ゴールドＩｒｕＣａ （７０歳以上） 

乗継 

乗継 

 「高齢者に対する公共交通利用支援」 〔Ｈ２６．１０．１から実施中〕 

運賃を、２０円から１００円割引に拡大 
※運賃が１００円以下の場合は無料 

8 

【利用実績】 
 電車⇔バス乗り継ぎ件数（３月～１２月） 
  平成２５年 ２１１，６１８件 
  平成２６年 ２７０，５２９件 
  ⇒５８，９１１件（約２８％）増加 

【販売枚数】 １０，２９９枚（平成２７年１月１５日現在） 
 ⇒７０歳以上人口７６，５４１人（平成２７年１月１日現在） 
   保有率１３．５％ 



ＪＲ

高松駅

琴電

瓦町駅

高松築

港駅

新駅

〔目 的〕 
①既存の交通基盤である、ことでん琴平線

の更なるサービスの向上（複線化）を図
るとともに、アクセス性の高い主要幹線
道路との結節を可能とする新駅を整備 

②新駅を核とした交通結節拠点を形成し、
高速バスやバス路線の再編による
フィーダー交通やコミュニティ交通、また、
自動車、自転車、徒歩と多様な交通
モードとの乗り継ぎ円滑化を図り、公共
交通を基軸とした交通ネットワークを再
編 

③自動車から公共交通へのモーダルシフ
トを図り、主要幹線道路の渋滞緩和等、
交通負荷、環境負荷を低減 
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今年度に策定する 
「地域公共交通網形成計画」に盛り込む 

新駅周辺 
・地域愛着度の向上 
・資産的価値の向上 
・公共交通利用の拡大 

フィーダー交通の確保 
新交通システムの導入など 

循環バス系統との結節 

渋滞緩和 

都市間交通と 
地域内交通の 
連携強化 

既存路線バス網の再編に
よるフィーダー系統構築 Ｋ＆Ｒ駐車場整備 

Ｐ＆Ｒ駐車場整備 

複線化による運行 
サービス水準の確保 

Ｐ＆Ｒ駐車場整備 

ことでん新駅全体構想 

整備イメージ 



最後まで御清聴 
ありがとうございました 
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