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平成２８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２８年４月５日（火） 午後１時４５分開会・午後２時０５分閉会 

 

２ 場 所 

  高松市庵治支所 １０５会議室 

 

３ 出席委員 １０人 

会 長       髙砂 清一 

副会長       松浦  豊 

委 員       上北 明美 

委 員       上村 峰子 

委 員       打越 謙司 

委 員       奥  榮子 

委 員       髙砂 正元 

委 員       藤野 譲二 

委 員       堀川 貴美 

委 員       増田 富子 

               

４ 欠席委員  ４人 

 

委 員       嶋野 勝路 

委 員       藤本 高茂 

 委 員       村井 雅子 

 委 員       森岡 勇 

               

５ 事務局（庵治支所） 

支所長        黒川 正俊 

支所長補佐      畑本 和也  

管理係長       白坂 和美 

管理係主査      中村 和満 

 

６ 傍聴者  なし 
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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） 
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午後１時４５分 開会 

会議次第１ 開会 

○事務局（畑本支所長補佐） お待たせいたしました。ただいまから平成２８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。 

委員の皆様方には、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、本日の地域審議会は、委員の改選後、初めての会議でございますので、会長が選

任されるまでの間、私、事務局の畑本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、よろしくお願い申しあげます。 

それでは、会議に入らせていただきます。 

開会に当たりまして、黒川支所長から、御挨拶を申しあげます。 

○事務局（黒川支所長） 皆さんこんにちは。支所長の黒川でございます。４月１日付の

人事異動で、この庵治支所に参りました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、この度、新たに地域審議会の委員になられた皆様方には、何かと御多忙中のとこ

ろ御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 平成２８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

拶を申しあげます。 

 先ほど、副市長からもありましたけれども、早いもので、合併から１０年余りが経ちま

したが、皆様方におかれましては、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、厚くお礼申しあげます。 

 また、先ほどは、第６期目の庵治地区地域審議会委員をお引き受けいただきまして、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、再任された方、新しく委員になられた方、

それぞれおられますが、今後２年間の任期中、この庵治地区の活性化、また、まちづくり

に関しまして、様々な面から建設的な御意見を頂戴いたしまして、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多いものになりますよう、御祈念申しあげまして、

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申しあげま

す。 
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○事務局（畑本支所長補佐） 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。（自

席で起立の上、会釈又は挨拶。挨拶の発言は省略。） 

 まず、最初に上北明美委員さんでございます。 

上村峰子委員さんでございます。 

打越謙司委員さんでございます。 

奥 榮子委員さんでございます。 

髙砂清一委員さんでございます。 

髙砂正元委員さんでございます。 

藤野譲二委員さんでございます。 

堀川貴美委員さんでございます。 

増田富子委員さんでございます。 

松浦 豊委員さんでございます。 

なお、本日、嶋野勝路委員、藤本高茂委員、村井雅子委員、森岡 勇委員が所要のため

欠席されております。 

 続きまして、この機会に本地域審議会の事務局職員を紹介させていただきます。事務局

は庵治支所で担当することとなっておりまして、御紹介をさせていただきます。 

 支所長の黒川正俊でございます。 

 私、支所長補佐の畑本和也でございます。 

 管理係長の白坂和美でございます。 

 管理係主査の中村和満でございます。 

以上で事務局を担当いたしますので、よろしくお願い申しあげます。 

 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１０名でございます。したが

いまして、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 会長及び副会長の選任 

○事務局（畑本支所長補佐） 
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 それでは、会議次第２の「会長及び副会長の選任」に移らせていただきます。 

 本地域審議会の会長及び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、委員の互選により定めることとなっております。 

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（畑本支所長補佐） 打越委員。 

○打越委員 私は、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会長を務められておりましたことから、地域審議会

の在り方を理解され、また、今までの地域審議会や勉強会等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６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、髙砂委員が適任であると思います。 

○事務局（畑本支所長補佐） 

 ただいま、打越委員から、会長に髙砂清一委員をとの御発言がございましたが、ほかに

御発言はございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○事務局（畑本支所長補佐） 

 御異議が無いようでございますので、髙砂清一委員、よろしいでしょうか。 

○髙砂清一委員 

 微力ではございますけれども、お引き受けさせていただきます。 

○事務局（畑本支所長補佐） 

 ありがとうございます。髙砂清一委員が本地域審議会の会長として選任されました。 

 それでは、髙砂会長には、早速、会長席の方へお移りいただきまして、会長就任の御挨

拶をいただき、以後の議事進行をお願いいたしたいと存じます。 

〔会長は、会長席へ移動〕 

○髙砂会長 失礼いたします。ただいま、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、誠にありがとうございます。会長就任に当たり、一言御挨拶を申しあげま

す。 

 改めて、会長に就任いたしましたが、この重責に身の引き締まる思いでございます。 
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 私自身、地域住民の意見を市政に反映させるという、地域審議会の会長が果たすべき役

割をもう一度自覚し、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。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、お願いを申しあげまして、甚だ簡単措辞ではございますが、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、私のほう

で、議長を務めさせていただきます。御協力のほど、よろしくお願い申しあげます。 

 早速でございますが、副会長の選任につきましては、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

いいたします。 

○議長（髙砂会長） ただいま、打越委員から会長に一任との御発言がありましたが、ほ

かに御意見はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙砂会長） 御意見が無いようでございますので、私のほうから御指名をさせて

いただきます。 

 副会長には、松浦豊委員にお願いいたしたいと存じます。松浦委員は、これまで地域審

議会委員、また庵治地区連合自治会長等の要職も務めてこられ、地元の実情をよく御存じ

でありますことから、適任であると存じます。松浦豊委員、よろしくお願いいたします。 

○松浦委員 ただいま御指名をいただきました。微力ではございますが、皆様方の御協力

をいただきながら、務めていきたいと思います。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す。 

 松浦豊委員さんからお引き受けいただけるとのお答えを頂きましたので、副会長には、

松浦豊委員が選任されました。松浦副会長には、副会長席の方へお移り願います。 

〔副会長は、副会長席へ移動〕 

○議長（髙砂会長） それでは、松浦副会長、御挨拶をお願いいたします。 

○松浦副会長 ただいま、副会長に御選任をいただきました松浦でございます。 
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 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。今後とも委員の皆様方を始め、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

しくお願いいたします。 

［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「会長及び副会長の選任」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） 次に、会議次第３の「会議録署名委員の指名」でございます。 

 会議録の署名委員は、本地域審議会の名簿順にお願いしております。本日の会議録署名

委員には、松浦豊委員、上北明美委員のお二人にお願いいたします。よろしくお願いいた

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） 

○議長（髙砂会長） 次に、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）」についてもそれぞ

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。 

○事務局説明（黒川支所長） 議長。 

○議長（髙砂会長） 支所長どうぞ。 

○事務局説明（黒川支所長） それでは、今年度の地域審議会のスケジュール及び今年度

の運営方針につきまして、御説明させていただきます。座って説明させていただきます。 

まず、今年度のスケジュールにつきまして、定例会の開催回数につきましては、これま

で５月頃と１１月頃の年２回開催しておりましたが、建設計画の多くの事業が完了してい

ることなどから、昨年の９月議会におきまして、定例会の開催回数を定めました「地域審

議会の設置並びにその組織及び運営に関する協議」を改正し、毎年度２回から１回の開催

へ見直しを行ったところでございます。 
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したがいまして、平成２８年度からは、定例会を年１回とし、開催時期につきましては、

決算状況の報告及び本市が目指しているまちづくりの目標の達成に向けて重点的、戦略的

に推進する短期的な実施計画であります「まちづくり戦略計画」に意見を反映するため、

８月頃の開催を検討しているところでございます。今後、詳細なスケジュールにつきまし

ては、来週４月１１日以降、多田部長と新会長とで相談の上、４月中には委員の皆様に改

めて御報告させていただく予定でございます。 

また、定例会での議題につきましては、建設計画の決算状況、また、皆様から頂きます

建設計画への御要望等に対する高松市の対応方針などを予定しております。 

次に、今年度の運営方針（定例会・勉強会）について、御説明させていただきます。 

ただいま申しあげましたとおり、地域審議会の定例会につきましては、８月開催を検討

しておりますので、御意見の取りまとめなどは、昨年より早い時期にお願いすることにな

りますので、御協力よろしくお願いします。 

これまで、定例会の議題は、第１回目は「当年度事業の予算化状況」と「当年度事業に

関する御意見に対する対応等」について、また、２回目は「前年度事業の決算状況につい

て」と「翌年度事業の御意見に対する対応等」について御審議いただいておりましたが、

建設計画に掲げる多くの事業が完了していることなどから、今年度からは、「建設計画の

決算状況」及び「建設計画への御要望に対する対応方針」といたします。また、今年度の

予算化状況につきましては、４月中に資料を作成いたしまして、５月初旬には皆様にお示

しする予定でございます。 

また、今月下旬には「建設計画に係る実施事業に関する御意見の取りまとめ」の依頼が

ある予定でございまして、定例会を８月開催といたします場合、５月下旬までに御意見の

取りまとめをお願いすることになろうかと思います。 

なお、臨時会又は勉強会等の開催が必要な場合は、適宜、開催日時など、御協議させて

いただきたいと存じます。 

以上でございます。 

○議長（髙砂会長） ありがとうございました。 

ただいま、御説明のありました、会議次第４の「今年度のスケジュール」及び会議次第

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、御発言願います。 
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○議長（髙砂会長） 御発言が無いようでございますので、会議次第４の「今年度のスケ

ジュール」及び会議次第５の「今年度の運営方針（定例会・勉強会等）」については、以

上で終わります。 

 

会議次第６ その他 

○議長（髙砂会長） 

 次に、会議次第６の「その他」ですが、委員の皆さんで地域審議会として何か諮りたい

ことがございましたら、どうぞ御発言をお願いいたします。 

○打越委員 議長。   

○議長（髙砂会長） 打越委員。 

○打越委員 打越です。高齢者の方から聞かれたのですけれども、庵治町時代に、庵治斎

場が出来上って何年にもなりますけれども、身体障害者用のトイレが無く、車いすの方が

非常に困ったという事例があったと聞きました。今の施設を改修するとすれば、予算も伴

うし、スペースの問題があり、できるかどうか分かりませんが、いろんな施設等について

は、そうした障がい者の方、車いすでの方は非常に難儀しているといった状況ですので、

地域審議会として、皆さんの意見を頂き、意見をまとめて発議していきたいと思います。 

○議長（髙砂会長） ただいま、打越委員さんから斎場のトイレについて御意見を頂きま

したが、先ほどの事務局からの今年度のスケジュールや運営方針についての説明の中で、

今年度の定例会が８月であるとの説明がありましたので、それに向けて５月中に意見の取

りまとめをしていかざるを得ないので、その中で取り上げていけばと思いますが、いかが

でしょうか。 

○打越委員 それで結構です。よろしくお願いします。 

○議長（髙砂会長） ではそのように進めさせていただきたいと思います。 

○議長（髙砂会長） ほかにございませんか。 

○松浦副会長 議長。   

○議長（髙砂会長） 松浦副会長。 

○松浦副会長 松浦です。３月１日からチャイムというか時報が変わりましたが、聞こえ

にくいという声が非常に多く聞こえてきております。もう少しボリュームを上げればいい

のではないでしょうか。従来と比べ設置場所やボリューム等検討し、もう少しよく聞こえ

るようにしていただきたい。 
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○黒川支所長 議長。   

○議長（髙砂会長） 黒川支所長。 

○黒川支所長 黒川です。時報がこれまで流れていたチャイムからエーデルワイスという

音楽に変わっていまして、チャイムと音楽の差で聞こえ方が違うということもあるかと思

いますけれども、ボリュームについては危機管理課に話をしてみます。 

エーデルワイスという音楽についてですが、庵治地区を含め、合併６町では、防災行政

無線のデジタル化を進めています。屋外スピーカーについてはデジタル化されておりまし

て、屋外から聞こえてくる時報につきましては危機管理課が一括して鳴らしております。

合併６町の中で、既に、香川町と香南町が庵治より先行して時報の音楽を変えました。庵

治では、午前６時、午前１２時、午後６時の３回、時報を鳴らしていますが、同じ時間帯

で時報を鳴らす場合、香川・香南が先行していて、香川・香南で鳴っている音楽と同じも

のを流すこととなります。 

しかし庵治が６時１０分に流すというのであれば、別の音楽を選択できます。牟礼でも

庵治より少し前の段階でエーデルワイスに変わり、午前１２時と午後６時に流しています

が、先行している香川・香南に合わせているという形になっています。以上でございます。 

○松浦副会長 議長。   

○議長（髙砂会長） 松浦副会長。 

○松浦副会長 音楽の種類がどうこうでなく、もう少し聞こえやすくしてもらえればよい

のですが。 

○黒川支所長 議長。   

○議長（髙砂会長） 黒川支所長。 

○黒川支所長 危機管理課にそのように伝えておきます。 

○白坂係長 議長。   

○議長（髙砂会長） 白坂係長。 

○白坂係長 白坂です。前任の清谷支所長が調整しまして、５月に開催される連合自治会

総会とコミュニティ協議会総会におきまして、危機管理課が時報につきまして御説明をす

る機会を設けておりますので、危機管理課から統一的な説明があろうかと思いますが、支

所長が申しあげましたように、再度、危機管理課に問い合わせていこうかと思います。な

お、地域審議会も８月に開催される予定でございますので、その際に説明ということであ

れば、危機管理課に出席してもらって説明していただけばいいかと思います。 
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 先ほど支所長が申しあげましたように、高松市全体で動いておりますので、庵治地区の

時報のボリュームがうまく調整ができて、皆様の御要望どおりになるかどうかということ

も含めて確認したらどうかと思います。以上でございます。 

○松浦副会長 議長。   

○議長（髙砂会長） 松浦副会長。 

○松浦副会長 分かりました。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙砂会長） この件につきまして、今、白坂係長から、連合自治会総会の場で御

説明がある旨の話がありましたが、連合自治会の総会は５月１６日の予定でございまして、

危機管理課から、対応の方針を説明したいという申し出もありますので、そのように連合

自治会としても進めてまいります。この地域審議会も５月の意見の取りまとめの中でやり

取りをしていただいたら良いかと思います。 

○黒川支所長 よろしくお願いいたします。 

○議長（髙砂会長） ほかにございませんか。 

○増田委員 議長。   

○議長（髙砂会長） 増田委員。 

○増田委員 増田です。５月の意見の取りまとめについて、お尋ねするのですけれども、

平成２８年度から平成３０年度までの実施事業に関する意見というのでよろしいでしょう

か。 

○黒川支所長 議長。   

○議長（髙砂会長） 黒川支所長。 

○黒川支所長 昨年度、平成２８年度から平成３０年度までの実施事業に関する意見を提

出したと思いますが、今年度につきましては、平成２９年度から平成３０年度までの意見

ということになると思います。 

○増田委員 議長。   

○議長（髙砂会長） 増田委員。 

○増田委員 平成２９年度から平成３０年度までの意見ということでよろしいですね。平

成２８年度については、昨年に取りまとめているので、対応調書に挙がっている内容で、

もう締め切っており、この中に追加するということはできないので、平成２９年度からの

意見の取りまとめという解釈でよろしいでしょうか。 

○黒川支所長 議長。   
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○議長（髙砂会長） 黒川支所長。 

○黒川支所長 年度につきましては平成２９年度からということになると思いますが、意

見につきましては、例えば、昨年度に提出した「平成２８年度から平成３０年度までの実

施事業に関する意見」で、内容がよく似ている意見があっても、市からの回答が不十分で

あるとか、この部分を重点的に実施してほしいとか、項目的に同じであっても内容を深め

た形で再度提出するということは可能です。 

○増田委員 議長。   

○議長（髙砂会長） 増田委員。 

○増田委員 分かりました。それと、緊急を要する案件があった場合は、平成２８年度内

に予算的にはどうなるか分かりませんけれども、要望があれば提出してもよろしいでしょ

うか。 

○黒川支所長 議長。   

○議長（髙砂会長） 黒川支所長。 

○黒川支所長 平成２８年度の実施事業に関してということでしょうか。 

○増田委員 議長。   

○議長（髙砂会長） 増田委員。 

○増田委員 例えば、今年度中にお願いしたいという項目が追加で出てきた場合、意見に

入れていいのかということです。去年の段階では意見が少なかったですよね。バタバタし

ていてあまり出ていないのですけれども、平成２８年度の事業に関して、追加意見を出し

てもいいのでしょうか。 

○白坂係長 議長。   

○議長（髙砂会長） 白坂係長。 

○白坂係長 大きな事業で予算措置を伴うものについては、なかなか今年度すぐに実施と

いうのは難しいかもしれませんが、例えば、道路修繕のように大きな予算の中で泳がすこ

とができるような事業であれば、緊急を要するのでお願いできないかという要望をしても

実施できる事業もあろうかと思いますので、それについてはあまり御心配なさらずに、そ

れぞれの担当課に聞いてみるというのは構わないかと思います。 

○増田委員 分かりました。 

○議長（髙砂会長） ほかにございませんか。 

ほかに無いようですので、会議次第６「その他」は、これで終了いたします。 
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以上で、本日の会議の日程はすべて終了いたしました。 

 皆様方には、長時間にわたり御協議を賜り、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。以上で終わります。 

 

会議次第６ 閉会  

○事務局（支所長補佐） これをもちまして、「平成２８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。 

 大変お疲れ様でございました。今後ともよろしくお願い申しあげます。 

 

 

 

午後２時０５分 閉会 

 

会議録署名委員  
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