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平成２４年度  

第１回高松市庵治地区地域審議会臨時会 

会議録 

 

 

 

１ 日時 

  平成２４年４月３日（火） 午後２時００分開会・午後２時２７分閉会 

 

２ 場所 

  高松市庵治支所 １０５会議室 

 

３ 出席委員 １１人 

会 長       髙砂 清一 

副会長       村井  

委 員       上村 峰子 

委 員       打越 謙司 

委 員       川  曉美 

委 員       笹尾  勝 

委 員       髙砂 正元 

委 員       平田フサ子 

委 員       増田 富子 

委 員       松浦  豊 

委 員       森岡美佐子 

 

               

４ 欠席委員 ４人 

 

委 員       浦  芳樹 

委 員       嶋野 勝路 

委 員       藤野 譲二 

委 員       村井 雅子 
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６ 事務局（庵治支所） 

支所長        山端  均 

支所長補佐      村井 利行 

管理係長       山﨑 一公 

副主幹        大石 恭寿 

 

７ 傍聴者 ０人 
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会 議 次 第 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 会長・副会長の選任 

 

 

３ 会議録署名委員の指名 

 

 

４ 今年度のスケジュール 

 

 

５ 今年度の運営方針（定例会・勉強会等） 

 

 

６ その他 

 

 

７ 閉会 
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午後２時００分 開会 

【会議次第１ 開会】 

○事務局（村井支所長補佐） それでは，ただいまから平成２４年度第１回高松市庵治地

区地域審議会臨時会を開会いたします。 

委員皆様方には，何かと御多忙中のところ御出席をいただきまして，誠にありがとうご

ざいます。 

さて，この地域審議会の会議でございますが，本地域審議会に関する協議第７条第３項

の規定によりまして，会長が会議の議長となると規定されておりますが，後ほど会長を互

選していただくこととしておりますので，会長が選ばれるまでの間，私，事務局の村井が

進行をさせていただきますので，御協力を賜りますよう，よろしくお願いを申しあげます。 

それでは，会議に入らせていただきます。 

はじめに，開会に当たりまして，山端支所長から，御挨拶を申しあげます。 

○事務局（山端支所長） 失礼します。 

 この度，新たに地域審議会の委員になられました皆様方には，何かと御多忙中のところ

御出席をいただきまして，誠にありがとうございます。 

 平成２４年度第１回高松市庵治地区地域審議会臨時会の開催に当たりまして，一言御挨

拶を申しあげたいと存じます。 

 先ほど，市長からもお話しがございましたように，早いもので，合併から６年余りが経

ちましたが，皆様方におかれましては，常日ごろ市政全般にわたりまして，格別の御理解

と御協力を賜り厚くお礼を申しあげます。 

 また，先ほどは，第４期目の庵治地区地域審議会委員をお引き受けくださいまして，誠

にありがとうございます。 

 本日，御出席の委員皆様方におかれましては，従来からの再任の方，新たに委員になら

れた方，それぞれおられますが，今後２年間の任期中，この庵治地区の地域の活性化，ま

た，まちづくりに関しまして，様々な面からの建設的な御意見を頂きまして，円滑かつ効

率的な事業推進に反映させていただきたいと考えております。 

 今後とも，庵治地区地域審議会が，実りの多いものになりますように，御祈念を申しあ

げまして，甚だ簡単ではございますが，御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 
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○事務局（村井支所長補佐） ありがとうございました。 

 本日の会議は，地域審議会委員の改選後，最初の会議でございますので，委員の皆様の

御紹介をさせていただきます。 

 お名前をお呼びいたしますので，恐れ入りますが，自席で御起立をお願いします。 

 まず，最初に上村峰子委員さんでございます。 

（自席で起立の上，会釈またはあいさつ。あいさつの発言は省略。以下同様） 

 続きまして，打越謙司委員さんでございます。 

 続きまして，川曉美委員さんでございます。 

 続きまして，笹尾勝委員さんでございます。 

 続きまして，髙砂清一委員さんでございます。 

 続きまして，髙砂正元委員さんでございます。 

 続きまして，平田フサ子委員さんでございます。 

 続きまして，増田富子委員さんでございます。 

 続きまして，松浦豊委員さんでございます。 

  

 続きまして，森岡美佐子委員さんでございます。 

 なお，本日は，浦芳樹委員さん，嶋野勝路委員さん，藤野譲二委員さん，村井雅子委員

さんが，所用のため欠席をさせていただきたい旨，御連絡がございましたので，御報告申

しあげます。 

 以上１５名の方が，高松市庵治地区地域審議会委員の皆様でございます。 

 本地域審議会の事務局は，庵治支所で担当をしておりますので，よろしくお願いを申し

あげます。 

 なお，本日の出席状況の報告でございますが，本日の出席委員は，１１名でございます。 

よって，本地域審議会に関する規定の定足数に達しておりますので，会議として成立して

おりますことを御報告いたします。 

  

【会議次第２ 会長・副会長の選任】 

○事務局（村井支所長補佐） それでは，会議次第２の「会長・副会長の選任」に移らせ

ていただきます。 
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 本地域審議会の会長・副会長につきましては，本地域審議会に関する協議第６条により

まして，「委員の互選により定める」となっております。 

 まず，会長について，いかが取り計らいいたしましょうか。 

○打越委員 はい。 

○事務局（村井支所長補佐）打越委員。 

○打越委員 会長には，髙砂清一委員を推薦したいと思います。 

 髙砂委員は，前期の本地域審議会の副会長を務められておりましたことや，地域審議会

のあり方を理解され，また，今までの地域審議会や自主検討会での協議内容を十分承知さ

れております。 

 また，この地域審議会も，設置から４期目ということでありますので，継続性のある運

営も必要でないかと思います。 

 そういうことから，髙砂委員が適任ではないかと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局（村井支所長補佐） ただいま，打越委員さんから，会長に髙砂清一委員さんと

の御発言がございましたが，他にございませんでしょうか。 

             ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○事務局（村井支所長補佐） 他に発言が無いようでございます。 

 それでは，髙砂清一委員さん，会長を，お引き受けいただけますでしょうか。 

○髙砂清一委員 はい。ただいま，委員の皆様方から御推挙いただきましたので，微力で

はございますが，お引き受けさせていただきます。よろしくお願いします。 

［拍手多数あり］ 

○事務局（村井支所長補佐） ありがとうございます。 

 髙砂清一委員さんから，ただいま，会長をお引き受けいただけるとのお答えをいただき

ましてので，お諮りいたします。 

 本地域審議会の会長といたしまして，髙砂清一委員さんを選任することについて，御異

議ございませんか。 

            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○事務局（村井支所長補佐） ありがとうございます。 

 異議なしということでございますので，全会一致により，髙砂清一委員さんが，本地域

審議会の会長として選任されました。 
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 それでは，早速でございますが，髙砂清一委員さんには，会長席の方へお移りいただき

まして，一言御挨拶をいただき，以後の議事進行をよろしくお願いいたしたいと存じます。 

             ［髙砂会長，会長席へ移動］ 

○議長（髙砂会長） それでは，先ほど皆様の方から御推挙いただきましたので，地域審

議会の会長就任に当たりまして，一言御挨拶を申しあげます。 

 ただいまは，高松市庵治地区地域審議会の会長に御選任をいただきまして，その重責に

身の引き締まる思いでございます。 

 私自身，地域住民の意見を市政に反映するという，地域審議会の果たすべき役割をもう

一度自覚をいたしまして，その目的を達成するため，会長としての職責を全うしてまいり

たいと考えておりますので，委員の皆様方，また，高松市当局の皆様方の，一層の御理解，

御協力を賜りますよう，お願いを申しあげる次第でございます。 

 以上，簡単ではございますが，会長就任に当たりましての御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

               ［拍手多数あり］ 

○議長（髙砂会長） それでは，ここからは本地域審議会の規定によりまして，私の方で

議長を務めさせていただきます。御協力をよろしくお願い申しあげます。 

 早速でございますが，副会長の選任でございますけれども，いかがいたしましょうか。 

○打越委員 はい。 

○議長（髙砂会長） 打越委員。 

○打越委員 副会長の選任につきましては，会長に一任したいと思います。よろしくお願

いします。 

○議長（髙砂会長） ただいま，打越委員の方から，会長に一任という御発言がございま

した。他に御意見がございませんか。 

              ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（髙砂会長） 異議なしということでございますので，私の方から御指名をさせて

いただくということで，よろしいでしょうか。 

 それでは，御異議が無いようでございますので，私の方から御指名をさせていただきま

す。 
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 御指名をいただきましたので，微力ではございますが，お引き受けさせ

ていただきます。 

               ［拍手多数あり］ 

○議長（髙砂会長） どうもありがとうございます。 

 

をされました。 

 村井副会長さんには，副会長席の方へお移り願いたいと思います。 

            ［村井副会長，副会長席に移動］ 

○議長（髙砂会長） それでは，副会長就任に当たりまして，村井副会長の方から，一言

御挨拶をお願い申しあげます。 

○村井副会長 ただいま，副会長に御選任をいただきました，村井でございます。 

 微力ではございますが，髙砂会長を補佐し，庵治地区のまちづくりのために精一杯，努

力したいと思っておりますので，今後とも委員の皆様方をはじめ，高松市当局の皆様方の，

御理解，御協力を賜りますよう，お願いを申しあげます。 

 以上，簡単ではございますが，副会長就任の御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いを申しあげます。 

              ［拍手多数あり］ 

○議長（髙砂会長） どうもありがとうございました。 

 以上で，会議次第２の「会長・副会長の選任」を終わります。 

 

【会議次第３ 会議録署名委員の指名】 

○議長（髙砂会長） 続きまして，会議次第３の「会議録署名委員の指名」でございます

が，会議録の署名委員は，前期と同様に本地域審議会の名簿順にお願いしたらと思います。 

 本日の会議録署名委員には，上村峰子委員，打越謙司委員のお二人を指名させていただ

きますので，よろしくお願いをいたします。 

 

【会議次第４ 今年度のスケジュール】 

【会議次第５ 今年度の運営方針（定例会・勉強会等】 
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○議長（髙砂会長） 続いて，会議次第４の「今年度のスケジュール」に，入らせていた

だきますが，次の会議次第５の「今年度の運営方針（定例会・勉強会等）」についてと，

それぞれ関連がございますので，一括して事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（大石副主幹） 失礼いたします。 

 それでは，会議次第４「今年度のスケジュール」および会議次第５「今年度の運営方針

（定例会・勉強会等）」につきまして，事務局から御説明をさせていただきます。 

 今年度のスケジュールでございますが，本地域審議会は，これまで毎年２回の定例会を

開催してきております。 

 そこで，第１回目は，５月下旪から６月上旪に，第２回目は，１１月下旪にそれぞれ予

定しております。 

 また，定例会のほかに臨時会がありますが，これにつきましては，委員総数の３分の１

以上から開催請求があったときに，会長が招集することとなっております。 

 なお，本日の臨時会につきましては，委員改選に伴いまして，会長・副会長を選任する

ために開催させていただいたものでございます。 

 次に，今年度の運営方針でございますが，合併時に策定した合併基本計画の執行状況，

また，まちづくり等について，意見を求めるために，市長が地域審議会に諮問し，審議会

はこれを審議し，答申をいたします。 

 また，庵治地区のまちづくりや庵治地区を包含する施策等について，地域の意見を聴く

場合，この地域審議会から意見を聴取します。 

 さらに，合併基本計画や庵治地区のまちづくりについて，地域審議会から市長に意見・

要望等をします。 

 最後に，この地域審議会では，地域のまちづくり等に関することをテーマに，市関係部

局と連携し，必要に応じて自主的に勉強会や検討会を開催しております。 

 以上，簡単ですが，御説明をさせていただきました。 

 よろしく，お願いいたします。 

○議長（髙砂会長） ありがとうございました。 

 ただいま説明のありました会議次第４の「今年度のスケジュール」および会議次第５の

「今年度の運営方針（定例会・勉強会等）」について，御質問・御意見等がございました

ら，御発言をお願いします。 

○打越委員 はい。 
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○議長（髙砂会長） 打越委員。 

○打越委員 竜王山公園につきまして，幼保一体化のように，何かしらなし崩しになって

やってしまって，はい終わりましたと。そのことについても十分な説明が無いままに，幼

保一体化のこども園が４月の６日に入園式が行われるということで，やっぱり庵治の竜王

山に関しても，もう少し計画等の協議がね，スムーズに行われるように，何かしら出来上

がってしまって，“はい”というのでなく，極力，勉強会などをしていただいたら，より

わかりやすいという声がありますので，皆さんに親しまれる公園に仕上げてくれたらなあ

と思いますので，またそのあたりよろしくお願いします。 

○議長（髙砂会長） 今，打越委員さんの方から，先ほどのような御意見がございました

ので，部局の方へ担当課を通じて，その旨お伝えいただくということで，御理解願います。 

○村井副会長 はい。 

○議長（髙砂会長） 副会長。 

○村井副会長 その竜王山公園について，この会とは別に委員さんで，今２回目の会をこ

の前にしました。それで，公園緑地課もその都度，計画を皆さんにお尋ねして進めたいと

いうことで，まだ，具体的に出てないと思います。この４月から道路の拡張工事に入ると

聞いておりますので，その会の名前は何って言いましたかね。 

○事務局（村井支所長補佐） 今その資料は持ち合わせてないので。 

○議長（髙砂会長） 竜王山公園連絡協議会でしたかね。 

○村井副会長 その会も，再々開くということで，こちらの意見も出していただいて，努

力しようと思っております。 

○打越委員 はい，わかりました。 

○事務局（村井支所長補佐） 事務局といたしましても，担当課の方にその旨必要に応じ

て，情報を公開するように要請しておきます。 

○議長（髙砂会長） よろしく頼みます。他に。 

○平田委員 はい。 

○議長（髙砂会長） 平田委員。 

○平田委員 その委員さんって，どういう方が入っているのですか。 

○村井副会長 はい。今日は資料を持ってきてないのですが，麓の鎌野の自治会長とか，

宮東の自治会長，その近辺の植栽をしている団体，漁業関係。 
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○議長（髙砂会長） 商工関係，それとパイロットに花花運動で桜を植えていますので，

その団体とか，そのあたりの方が参加をしております。 

○村井副会長 四国の最北端で，峰山公園もいいけど，庵治町のこの景観は抜群ですよね， 

というのか，自然の美というか，海岸の美をアピールできるような計画を進めていただき

たいと思います。 

○議長（髙砂会長） 他に。何かございますか。 

○打越委員 はい。すいません。 

○議長（髙砂会長） 打越委員。 

○打越委員 城岬公園の件で，前回，私，欠席していたのですけれど，公園緑地課の方が，

できる限り事故の無いように，対応いたしますということであったかと思うのですけれど，

あれから後，あそこを使用できないという看板か何かありますかね。私も記憶に無いので

すけど。 

○事務局（村井支所長補佐） 申し訳ございません。事務局として，そこまで確認はでき

てないのですが。新年度に入って，恐らく動いてくれているだろうと理解しているのです

が，使用禁止がどうのこうのというのは，確認できてないので，お答えできなくて申し訳

ないのですが。 

○打越委員 これだけ雨が降って，また腐って風で揺すった時に，上がって倒れた時に，

大きな事故につながるので，できるだけもうここは使用できませんという看板か何かを，

作ると言ってましたね。 

○事務局（村井支所長補佐） 入れないようにするという話しは，していたかと。 

○議長（髙砂会長） 南側の分については，危険な状態だから，使用できないように，看

板を作るということであったかと。 

○打越委員 その対応がね，今一遅いのでないかと。事故があってでは，大変なことにな

るので，できる限り新年度に向かって，早めに対応して欲しいなと。自分たちも安全・安

心パトロールをしている中で，やっぱりもう少し行政側もスピーディーに，対応していた

だきたいと思います。以上です。 

○事務局（村井支所長補佐） スピーディーにお願いしますと伝えておきます。 

○打越委員 はい。すいませんけどよろしく。 

○議長（髙砂会長） 他に，何かございませんか。 

○増田委員 はい。 
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○議長（髙砂会長） 増田委員。 

○増田委員 先ほど，打越委員がおっしゃっていたのですが，こども園ですけれども，こ

ども園になって，今，保育園が，まだきれいな建物で，まだ使えますし，園庭も幼児向き

に，芝生も張ってあって，まだまだ使用可能なのですね。何かそういう小さい子どもの遊

び場とか，何か有効利用をまた考えて，早急に使えるようにしてもらいたい。何年も置い

ておくと，中がまた使うのに大変なので，皆さんの御意見をいただきながら，使えるよう

に考えていったらと思います。 

○議長（髙砂会長） 他に，ありますか。 

○事務局（村井支所長補佐） 特に，まだ跡地利用は，未定ですという情報しか入ってな

いのですが，こども園の方でどう考えているのか，早急に地域審議会の方へ報告をお願い

しますということを，伝えておきます。 

○増田委員 一つの意見なのですけれども，今の幼稚園は，下が土なのですよね。０歳児

とか，よちよち歩きの子が遊ぶには，ちょっと危ないなと思うので，園庭だけでも今の保

育園も使えるようにしていただけたら，よく保育園の子が散歩をするのですよね。散歩を

して，今の保育園の園庭を使って遊べるような，そういうこともいいのじゃないかなと思

います。保育園の庭も幼稚園児が兼用で使うということです。 

○議長（髙砂会長） 先ほど，第１回目の地域審議会が，５月下旪から６月にかけてとい

うことであったので，それまでに意見の取りまとめ依頼が出てくると思います。その中に，

意見として取りまとめをした上で，審議していくという扱いになろうかと思いますので，

その時点で，またよろしくお願いしたいと思います。 

他に。 

               ［発言無し］ 

○議長（髙砂会長） 他に，特に無いようですので，会議次第４の「今年度のスケジュー

ル」および会議次第５の「今年度の運営方針（定例会・勉強会等）」につきましては，こ

れで，終わらせていただきます。 

 

【会議次第６ その他】 

○議長（髙砂会長） 続いて，会議次第６の「その他」ですが，委員さんの方で，地域審

議会として，何かお諮りしたいことがございましたら，御発言をお願いします。 

                ［発言無し］ 
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 別に無いでしょうか。委員さんの方からは，無いようですが，事務局の方で何かござい

ますか。 

○事務局（村井支所長補佐） 事務局の方からは，特にございません。 

○議長（髙砂会長） 事務局の方からも無いようでございますので，会議次第６の「その

他」は終了いたします。 

 以上で，本日の会議の日程はすべて終了いたしました。 

 委員の皆様方には，長時間にわたりまして御協議を賜り，また，円滑な会議の進行に御

協力をいただき，誠にありがとうございました。 

 以上で，閉会とさせていただきます。御苦労さまでございました。 

 

【会議次第７ 閉会】 

○事務局（村井支所長補佐） 

 これをもちまして，「平成２４年度第１回高松市庵治地区地域審議会臨時会」を閉会い

たします。 

 本日は，長時間にわたりまして，大変お疲れさまでございました。 

今後ともよろしくお願いを申しあげます。 

  

午後２時２７分 閉会 

 

会議録署名委員  

 

     

     


