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ご     挨      拶  

 
高松市公園愛護会連絡協議会  

      会  長    樫    昭  二  

 

 

 公園愛護会員の皆様方におかれましては，日頃より公園の清掃や施

設の点検など維持管理に大変ご尽力を頂いております事に厚く御礼を

申し上げます。さて，公園を綺麗に掃除した後に，心無い者によって

公園をひどく汚されたら，あなたはどう思いますか？きっと腹が立つ

ことでしょう。私もそうなると思います。しかし，そんな時は，次の

「三つの幸せ」という言葉を思い出して下さい。一つ目の幸せは「し

てもらう幸せ」です。他の人から自分が恩恵を受けることで喜びを得

る事が出来ます。二つ目の幸せは「できる幸せ」です。何事も自分で，

できるようになると達成感や満足感を感じ，嬉しくなるものです。  

 三つ目の幸せは「してあげる幸せ」です。人がして欲しい事をして

あげれば喜ばれ，頼りにされます。相手の喜ぶ事をして，相手の喜び

を自分の喜びとする事。この幸せを大切にしたいものです。「してあ

げる幸せ」は「三つの幸せ」の中で最高の幸せだと言われていますが，

私たち公園愛護会の活動は，この「してあげる幸せ」に相通じるもの

があるのではないでしょうか。皆様の日頃の活動に，心から感謝を申

し上げますと共に公園愛護会活動が地域の方々の「幸せ」につながる

事を祈念いたしまして，ご挨拶といたします。                            

         



木太海浜緑地愛護会（会長  元山  邦雄）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

木太海浜緑地は高松ＰＧＣ（パブリックゴルフコース）北側に位置

し，住宅地内の公園とは異なり，老若男女の散歩，釣り，潮干狩り，

詩吟の発生練習など，安らぎ型の公園として様々な人達の憩の場とな

っており，ボートの係留地に隣接しています。平成１２年に初めて木

太海浜緑地を散歩した時，ひどい汚れでゴミ捨場といった感で，野犬，

猫，カラスの住処となり緑地内は汚れ放題でした。公園緑地課の職員

の方々には頭の痛い地域ではなかったかと思います。そこで有志一同，

取りあえず不法投棄物の処分，散乱ゴミの収集，緑地を清掃する事か

ら始め，公園緑地課には何回となくゴミ等の処分を依頼しました。平

成１６年の高潮災害時には心無い人達による家具類，破砕ゴミなどの

不法投棄が行われ，後仕舞が大変でしたが，今では当時と比べると雲

泥の差だと自負しています。人目につかない箇所では今だに，弁当の

トレイ，ビン，カン，ペットボトルなどのポイ捨てが後を絶ちません。

有志一同が毎週，自治区に持ち帰り処分をしており，少しでも綺麗な

状態で安全な場所として皆さんが利用して頂けるなら幸甚です。  

 



檀ノ浦 1～4 号公園愛護会（会長  中村  静弥）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

檀ノ浦１～４号公園は，屋島東町のヴィラ檀ノ浦南団地内にある   

４つの開発公園で，面積は 4 か所合わせて，およそ４ ,８００㎡程あ

ります。当公園は東に五剣山（八栗山），西に名勝屋島が望め，公園

名の由来のとおり周辺には源平合戦の史跡が点在し風光明媚な公園で

す。設置されてから約３０年ほどが経ち，それぞれ落ち着いた公園に

なっており，先輩の皆さん方に植樹して頂いた樹木は，大木に生長し，

散歩の途中で立ち寄るお年寄りや，子供たちを見守る親御さん達に，

夏場はさわやかな木陰を，冬場には暖かい日差しを提供しています。

また，刈り込まれた雑草のカーペットは子供たちをケガから守ってい

ます。公園の管理は，有志の方々に大樹の剪定や雑草の刈りこみをお

願いしており，地区一斉清掃の際は，自治会員全員で協力しながら公

園の除草やゴミの回収，剪定材の梱包や袋詰めの作業をします。各戸

が公園管理に関わっており，公園が地域に溶け込んでいます。今後さ

らに，自治会（公園愛護会）として公園の環境美化・整備に努め，地

域の皆さんの楽しめる公園を目指してまいります。  

       



花園公園愛護会（会長  渡辺  敏雄）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

花園公園は，花園小学校南側沿いの道路を西へ５０メートル程のと

ころにあります。この地域は昔，松平藩の花畑があったそうで花園の

地名もその由来だと聞き及んでいます。公園の周囲は社宅に囲まれ，

閑静な住宅地の一角を占め，子ども達や地域の方々の憩いの場，集い

の場として広く利用されています。最近，公園の南側に１５階建ての

マンションが建設され，公園の借景も近代的に大きく様変わりしまし

た。ベンチでしばしの休憩をとる方，ブランコ・すべり台を楽しむ親

子連れを見かけるたびに，花園公園が憩の場として愛されている事を

嬉しく思います。毎月第１日曜日を定例清掃日として，午前７時から

花園西南自治会の老人会約２０名が草取りや清掃を実施し，いい汗を

流しています。メンバーの人達は一致団結してきれいな公園にしたい

と張り切っており，これからも地域の皆さんに愛される，憩いの場，

集いの場の公園として，今後も頑張って環境美化活動に取り組んでい

きたいと思っています。  

         



新開西公園愛護会（会長  原  美喜）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

新開西公園は松福町二丁目に位置し，松福中部自治会主催「和っし

ょい祭り」を初め，老人会てごくらぶ，おやじ会，子ども会活動の重

要な拠点となっています。花壇には，自治会「花いっぱい活動」で植

えられたランタナが色とりどりの美しい花を咲かせ，花に集まってく

る蝶や虫達は，園外保育で利用する園児達の楽しみのひとつです。昨

年度は，新開西公園の美化活動に共感した松島小学校の児童達が，ボ

ランティア活動で，ビオラの花を植えてくれました。清掃活動は，子

ども会で行われており「見て見て！大きな草が抜けたよ」「ほら，こ

んなにいっぱい落ち葉集めたんで～」と，毎回とても賑やか。時折り，

心無い人が捨てた，お菓子の袋やペットのふんを見つけては，「こん

なん，ちゃんと片付けて帰らないかんやろ～」と口を尖らせる事も。  

清掃活動を通して子ども達の社会性，公共道徳が身に付いてくれる

事も，この活動の重要な意義になっていると思います。他にも多くの

方々の愛情ある慈善活動に支えられており，今後とも地域に愛される

公園であることを願い，愛護会活動を続けていきたいと考えています。  



今里楠川公園愛護会（会長  有友  孝雄）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

今里楠川公園は，栗林小学校区の東の端に位置しており今里町一丁

目１番地は私たちの自治会から始まります。（栗林校区の北の端で東

の端です。）私たちの地域は太田第１土地区画整理事業によって墓地

が移転し，跡地が公園となりました。家々の間にある小さな公園です

が，二ケ月に一度，花の植え替え，下草刈などの清掃を行っています。

５０軒ほどの自治会ですが，いつも３０軒ほどの皆さんが参加され，

楽しく話をしながらの清掃ですが，いつの間にか，話し声が賑やかに

なってきた頃は，子ども達を含め４０人～５０人が集まっています。

心地よい汗を流しながら，世間話をしている間に公園が綺麗になって

いる？・・・・・いつもそんな感じの清掃です。綺麗になると，子ど

も達の楽しく遊ぶ声が聞こえます。雑草が伸びると，子ども達の声が

聞こえなくなります。・・・・・そろそろ草抜きかなぁ～？そんな感

じで皆さんに清掃のお知らせをしています。町内の親睦を兼ねての公

園清掃が，名誉ある環境美化推進運動功労者としての栄に浴し，今後

のより一層の励みとさせて頂きます。  私の好きな言葉です。  

「今日あるを感謝し，最善を尽くして，日々に進むべし」  



伏石南公園愛護会（会長  岡   孝  重）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

太田第２土地区画整理事業による都市計画道路，公園などの都市基

盤施設の整備，上・下水道などの生活環境施設の整備，換地処分が昨

年１１月に完了しましたが，住宅，マンション，商業施設などが次々

に建設され人口も急増するなど，この地域を取り巻く環境は大きく様

変わりしました。平成８年，伏石南公園（面積 2,121 ㎡）の着工が決

まり，周辺自治会と協議を重ね，公園愛護会（会員数 230 名）を結

成し，可愛い子ども達が安全で楽しく遊べ，高齢者の方々が，ゆっく

りと休息出来る場所として，基本理念を「清潔・安全・安心」と決め

ました。基本理念の下，年間の活動計画を作成し，草のよく生える３

月～１１月の間は，毎月２回，それ以外は月１回，草抜き，清掃，遊

具の点検などを行っています。公園で毎日，楽しそうに遊ぶ親子連れ，

ボール投げや元気に走り回る子ども達，保育士に引率されて楽しそう

に遊ぶ園児達，春に紅白の平戸ツツジを眺めながら憩う高齢者の方々

を見かける度に，公園の良さと素晴らしさを感じます。今後も，地域

の皆様に安心して利用して頂けるように会員全員が頑張る所存です。  

   



中津公園愛護会   （会長  久保  定夫）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

中津公園愛護会は，明見公園（ 7,841 ㎡）と中津公園（ 1,345 ㎡）

を維持管理しています。中津公園は，昭和４８年に完成した区画整理

事業に伴い整備されたもので，明見公園に記念碑が建てられています。  

両公園の愛護会は，自治会員約３００世帯で構成され，毎年，環境

月間（６月）に全体で清掃に取り組み，他の月は，自治会の１６班を

１１班に編成して，毎月第３日曜日に定例清掃を行っていますが，雑

草の生長に後れを取る事も再三あります。明見公園は，周りをクス，

ケヤキ，モミ，サクラなどの木々で囲まれ，中央部にフジ棚があり，

緑陰で休憩をとる人や，大きな広場で子ども達が様々なボール遊びを

楽しんでいます。中津公園は，樹齢５０年のサクラが半分を占め，春

には長寿会や近隣の人達の花見の絶好の場所となっています。両方の

公園には，砂場やブランコ，鉄棒などの遊具もあり，自治会員の家族

を始め，近くのマンションに住む方たちの憩の場として利用されてい

ます。このたび，表彰を受けるにあたり，会員が日頃から取り組まれ

た事に感謝しつつ，なお一層，公園の環境美化に取り組んで参ります。  



香西公園愛護会（会長  三村   勉）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

香西公園（私たちは，芝山公園と呼んでいます。）香西西区埋立地

の対岸で，芝山海岸に位置する，小さな公園です。開設当初は，芝山

自治会（約１００世帯）子ども会の保護者の人達が中心になり清掃な

どで活動してきましたが，近年は子どもの減少により自治会で管理す

る事になりました。美化清掃（春：地区一斉，秋：芝山海岸一斉，

冬：河川一斉清掃）は地区衛生組合，校区連合自治会，地域コミュニ

テイ協議会などが連携して行っており，当自治会も，芝山公園，神社，

河川（鯉川）などを二班に分け，協力し合いながら除草，不法投棄ご

み，漂着ごみの撤去に併せ，低木，小枝などの剪定を行っています。

子ども達も保護者と一緒に草取りに汗を流して頑張っています。高齢

者の方々や子ども達が気軽に休憩や，遊ぶことが出来る，安全な公園

づくりを目指しており，強い潮風による遊具腐食などには特に注意を

払っています。この度の高松市環境美化運動功労者の受賞を期に，更

なる安全・安心の公園づくりに公園愛護会員一同，心を新たにしてい

ます。                

     



 

高松市が管理している都市公園等

箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha)

街区公園 116 22.90 113 8.54 229 31.44

近隣公園 9 15.59 3 4.44 12 20.03

地区公園 3 17.70 0 0.00 3 17.70

総合公園 2 24.28 0 0.00 2 24.28

運動公園 1 4.15 0 0.00 1 4.15

歴史公園 1 8.00 0 0.00 1 8.00

墓　　園 2 16.06 0 0.00 2 16.06

緑　　道 2 0.75 4 1.33 6 2.08

緑　　地 13 2.57 2 0.26 15 2.83

計 149 112.00 122 14.57 271 126.57

高松市内の公園

箇所数 面積(㎡) 高松市人口 417,118人

街区公園 229 314,340

近隣公園 13 225,025 都市計画区域内人口 409,431人

地区公園 3 176,951

総合公園 2 242,792 都市公園

運動公園 2 350,500       市民 1人当り公園面積（総括） 6.96㎡

歴史公園 2 833,100

墓　　園 2 160,559 　　　都市計画区域内人口 1人当り公園面積

広域公園 1 405,200 7.10㎡

緑　　道 6 20,779 その他公園を含む

緑　　地 16 321,408     　 市民 1人当り公園面積 7.31㎡

合 計 276 3,050,654

編集後記

公園愛護会の諸活動を何卒よろしくお願い申し上げます。　（参照 ： Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ）

　公園緑地課職員一同

高松市内の公園・緑地の概要

平成２1年４月１日現在

種別
都　市　公　園 そ の 他 の 公 園 計

 　師走もいよいよ押し迫り，残すところ数日で新しい年（寅年）を迎えます。「寅は十二支（子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・

申・酉・戌・亥）のひとつで３番目に数えられ，西暦年を１２で割って６が余る年が寅の年となります。寅の月は旧暦の１月。

　寅の刻は午前４時を中心とする約２時間。寅の方は東北東よりやや北寄りの方角。五行は木気。陰陽は陽。」「寅」は

　来るべき寅年が皆様方にとって千里を駆ける素晴らしい年になりますよう衷心より，ご祈念申し上げますと共に，明年も

「螾」（いん：「動く」の意味）で，春が来て草木が生ずる状態を表しているとされています


