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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  

 

 公園愛護会だより№７の発行にあたり一言お礼のご挨拶を申し上げ

ます。  

 会員の皆様におかれましては，日頃より公園の清掃や遊具の点検な

ど公園の維持管理の活動で大変お世話になっておりますことに厚くお

礼申し上げます。  

 公園の清掃をした後，すぐに汚されたり，遊具の破壊，トイレの落

書などをされると，情けないやら悔しいやらで，本当に腹立たしい思

いをします。  

私もそのような思いをしながらこの十数年間がんばってきましたが，

今年の春からその心配がなくなりました。実は，県警察の計らいによ

り，私の住んでいる木太地区が子ども・女性緊急警報装置整備事業の

モデル地区に指定され「子ども・女性緊急警報装置」を町内で１５カ

所設置することになり，私が管理している公園にもそれが付いたから

です。この緊急警報装置は，大きな警報音と赤色灯の点灯でまわりの

住民に危険を知らせ，住民が現場に行き，警察に通報するシテスムに

なっています。実際に設置された私の所では，トイレの破損や落書き

がなくなり大きな恩恵を受けています。  

 私は，今後この緊急警報装置の設置を広め，公園の良好な維持管理

と防犯並びに青少年の健全育成を進めなければならないと思います。       

皆様の日頃の活動に感謝申し上げますとともに，皆様のご健勝ご活

躍をご祈念申し上げまして，ご挨拶と致します。   

                



木太新開公園愛護会（会長  佐野  宗之）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰

 

木太新開公園 (2,160 ㎡ )は国道１１号線に架かる新詰田川橋の東側

から北へ約１５０メートルの所に位置し，公園内周囲には楠木をはじ

め，桜，しだれ桜，さるすべり，樫など約６０本の樹木があり，春に

は地元の花見や憩いの場となっております。遊具は，バスケット器具，

スベリ台，ブランコ等があり，土曜日・日曜日には小さな子どもをつ

れた父母，小学生，中学生たちが大勢集まり楽しく遊んでいます。毎

年８月には地区の盆おどり大会を盛大に行い，今年で２５回目となり，

地域のコミュニティの場としても大いに役立っています。また，新開

北ＧＯＧＯクラブと称して現在会員２１名で週に３回（火・木・土），

大変楽しくグランドゴルフの練習に励んでおります。除草清掃は年４

回（４月，６月，８月，１１月）と致しておりますが，８月は自治会

と合同で総勢１３０～１４０名により実施しております。その他，グ

ランドゴルフの練習時に清掃を逐次致しておりますが，休日明けには

菓子袋，ペットボトル，空缶などが散乱しており，その都度清掃を行

っております。  

 このたび，表彰を受けるにあたり，今後も公園愛護会一同さらなる

安心安全，環境美化に努め，地域の憩いの場として大いに利用して頂

くように努力したいと思っています。   



さつきヶ丘公園愛護会（会長  永峰美奈子）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

さつきヶ丘公園は，「高松医療センター」を上り，五剣山を見渡す

高台で約２００戸の住宅団地の中にあります。  

団地ができた当初は，子ども会行事や自治会行事（夏祭りやバザー

等）が住民参加でたくさん催されてきましたが，子どもの減少と住民

の高齢化で公園も草いっぱいの状態でした。  

私達有志一同は，子どもの背丈程もある草を取り除くだけでは物足

りないため，「花畑」を作ることにしました。  

公園緑地課からは，樹木の剪定，砂場の整地やすべり台の設置など

をしていただいて，子ども達も喜んでいます。  

現在は年３回の団地住民の掃除と夏休みの子ども会の掃除により  

「公園がきれいになったネー。」と住民の方々に喜んでもらえるよ

うになりました。  

まだまだスタートしたばかりですが，末長く住民の方々の「憩いの

場」になれるようにしていきたいと思っております。  

 

                        

 



松島公園愛護会（会長  石塚安紀子）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

松島公園は，新塩屋・築地・松島小学校の三校が合併してできた第

一学園の南側にある大きな公園です。  

以前は学校の改築工事のため半分が使用できなくなっておりました

が，現在は工事も終わり全面使用できるようになりました。  

松島公園愛護会の構成員となっている多賀東部子ども会は，第４土

曜日に清掃活動を行っております。  

また，子ども会だけでなく地域や老人会などの方々も決められた日

に清掃して頂いており，みんなで少しでも美しく気持ちのよい公園に

なるように活動しています。  

清掃した翌日にもう家庭ゴミや空缶等が捨てられている状況にあり，

「昨日きれいにしたばっかりなのに。」と子どもが悲しそうに言いま

すが，誰かが公園をきれいにしないともっと酷くなっていくだけだか

らと言い聞かせながらみんなで頑張っています。  

今回の表彰を励みにして，より一層愛護会活動を続けていきたいと

思います。  

  

         



花園ふれあい公園愛護会（会長  岡田  良司）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

花園ふれあい公園は，琴電長尾線花園駅の南東に位置し，御坊川西

側の幹線道路沿いにあります。当公園は，旧高松市食肉センター跡地

利用として公園化され，平成１５年に開設されました。  

公園愛護会は，公園に隣接した地域の自治会，老人会，子ども会の

組織で構成しています。公園面積は１，５８７㎡あり，施設はちびっ

子広場と多目的運動広場のほか，遊具，砂場等の公園施設が整備され

ています。  

公園愛護会の活動は，公園内の一斉清掃日を毎月第２日曜日に定例

化し，トイレ清掃は毎週３回，当番制で実施しているほか，有志によ

る日常的なゴミ拾いや除草など公園の見守り清掃活動を行っています。  

一方，公園内には，タバコの吸殻，空缶，ビン，ペットボトル等の

ポイ捨てや無分別の家庭ゴミ等の不法投棄等といった迷惑行為が絶え

ず，ゴミの処分，トイレ清掃，維持管理には大変な苦労があります。

それでも，きれいな公園にして地域の人々が元気で楽しく遊ぶ健全な

憩いの場にするため，会員みんなで力を合せて，公園の環境美化活動

に取り組んでいます。  

今後とも，公園を守り，美しい公園づくりに一層努めてまいります。  

                



鹿角公園愛護会（会長  満岡  芳廣）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

鹿角公園は，平成１５年６月に開園され，１，３４９㎡の面積を有

し，場所は県道川東高松線鹿角バス停北１００m に位置しております。  

園内の構造は，中央部が多目的広場となっており，その周りに常緑

樹や回遊式遊歩道があり，地中には植樹用給水パイプが埋設され，施

設としてベンチ，遊具，手洗い場，収納箱，防犯灯等が設置されてい

ます。  

当愛護会の会員は，２つの自治会と老人会で構成され，活動は主に

除草作業を行っています。８月の第１日曜日は全会員で，４・６・１

０月は会員を３班に分けて実施し，他の月は鹿角町ゲートボール同好

会等が清掃活動に取り組んでいます。  

樹木の剪定は，現在植樹してから短期間であるため，実施しており

ません。  

今後は，地区住民の憩いの場所として，美しい公園づくりに励みた

いと考えています。  

       

 

 



 

天皇公園愛護会（会長  岡  達己）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 天皇公園は，太田第二区画整理事業整備法に基づき造られ，平成１

９年３月に完成し，面積は２，４６２㎡あります。場所は林小学校か

ら北西２５０m 程の住宅街の中に位置し，緊急時の防火対策として４

０トンの防火水槽が地下に貯蔵されている立派な公園です。  

天皇公園愛護会は，天皇西Ａ班Ｂ班，天皇北Ａ班Ｂ班，アイランド

コート林町Ａ班Ｂ班の自治会６ルート班で結成されています。  

活動は，毎月第１日曜日午前７時から約１時間，各班交替で清掃を

実施しています。  

公園の利用者は，親子連れが多く，子ども達がボール遊びや自転車

の練習をしています。園内には砂場，ブランコ，鉄棒等の遊具もあり，

自治会員の家族をはじめ，近くのマンションに住む方たちの憩いの場

となっています。  

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休息

できる場所となるよう，今後さらに公園愛護会として公園の環境美化

整備等に努め，地域の皆さんから楽しまれ愛され親しまれる公園にな

るよう，会員全員が一層の努力をいたしていく所存でございます。  

            



 

新北町北公園愛護会 (会長  増田  初彦 ) 

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

新北町地域は，西は郷東川，東は摺鉢谷川に挟まれ北は瀬戸内海に

面しており，昭和 46 年に開発許可を受けた旧塩田跡地です。町内に

は北公園が配置され準工業地帯とは言え新北町公園北愛護会は， 377

世帯 27 班にて構成されています。年 2 回の一斉清掃と毎月，第１・

第３日曜日の各班持ち回りの清掃を行っています。  

北公園には故内閣総理大臣  大平正芳先生自筆の高松浜塩田跡の大

型石碑が昭和 54 年 9 月に高松市高松浜土地区画整備組合により建立

されました。  

公園には朝は幼児を連れた若いお母さんのグループが多く訪れ，お

昼は近くのビジネスマンがお弁当を食べる憩いの場所になっています。

昼過ぎから幼稚園児，夕刻から小学生，薄暗くなる頃は中学生のミニ

サッカーを興じる等の賑わいが絶えない公園として利用されています。     

今年は園内の遊具の一部改修が行われ，安心して子ども達の賑わいを

見られる管理の良くできた自慢の公園です。  

北公園は年間を通じて，雨の日を除いてほぼ毎日，地域のボランテ  

ィアのおじさんが公園周りの生け垣の剪定や園内植樹の管理をされ，

公園愛護会を中心として自治会，老若男女を問わず，個人の努力によ

り公園の美化，維持に取り組んでいます。  



半田公園愛護会   （会長  河野  勲）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

 弦打地区は，高松市街地の西部に位置し，郷東町・鶴市町・飯田町

の３町から構成されています。  

 また，北は瀬戸内海に面し，東は香東川，西は本津川に挟まれた南

北約６キロのとても細長い地区です。  

 半田地区は弦打の最も南端にあり，近くには半田池があり南には檀

紙地区が隣接しています。  

 半田公園愛護会の自治会員は約１３０世帯で構成されおり，毎月，

各班に分かれて１，２３８㎡の公園の掃除を行っています。  

 公園内では，子どもたちがボール遊びをしたり，砂場やブランコ等

で楽しんだり，老人会は毎週ゲートボールの練習を行い，またその他

住民の休憩場として利用しています。  

 この度は，平成２２年度高松市環境美化推進運動功労者として推薦

戴きまして光栄に存じます。今後も地域の皆様に安心して利用して頂

けるよう頑張ります。  

 

                   

 



 

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 118 23.47 113 8.54 231 32.01

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 151 112.57 122 14.57 273 127.14

高松市内の公園

箇所数 面積(㎡) 高松市人口 417,726人

街区公園 231 320,060

近隣公園 13 225,025 都市計画区域内人口 411,566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） 6.97㎡

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 7.07㎡

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 7.32㎡

合 計 278 3,056,374

 編集後記

 結果となり，公園の維持管理に携わる会員の皆様には大変ご苦労をおかけいたしました。

　 今後とも，何かとお世話になろうかと存じますが，何卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう，お願い申しあげます。

　公園緑地課職員一同

    今年もいよいよ年の瀬が押しせまり，日ごと慌しくなってまいりましたが，公園愛護会会員の皆様におかれ

 ましては， ご健勝のこととお喜び申しあげます。

　  さて，地球温暖化をはじめとする環境問題がわが国のみならず世界的に叫ばれてから久しくなりますが，

 紙上等を賑わせました。農作物が打撃を受けたばかりか，公園内の樹木の生育等にも大きな影響を及ぼす

 今年も異常気象の年となり，特に夏場においては連日猛暑に見舞われ，各地で記録更新されたことが新聞

高松市内の公園・緑地の概要
平成２２年４月１日現在

種別
都　市　公　園 そ の 他 の 公 園 計

公園は，みんなでマナーを守り，安全・快適に利用しましょう！


