協 議 第 ２ １ 号 慣行の取扱いについて
大野原町

観音寺市

豊浜町

昭和３２年４月１日制定

昭和４５年５月１４日制定

昭和４９年４月１日制定

市内「琴弾公園」にある砂上の銭型(寛永通宝)を
簡明に円と角で表現したもので、円は「円滑」を、角
は「質実剛健」を表わし、本市を象徴するものである。

『上部は「大」を下部は「の」をあらわした』図案で、
豊かで平和な町、そして飛躍と調和ある団結と産業
文化の向上発展を単的に象徴した町章

豊浜町の「と、ヨ」を図案化したもので、明るく平和
に融和と団結を象徴し、飛躍発展を表現している。

・選考

・選考

・選考

市町章

公

募

公

募

先例地事例
・西東京市
・さいたま市
・篠山市
・さぬき市

「市章は、新市において調整する。」
「市章は、新市において検討するものとする。」
「市章は、新市において新たに定めるものとする。」
「市章は、新市において新たに定める。」
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公

募

観音寺市

大野原町

豊浜町

市町の花

つつじ(さつきを含む)
昭和４９年１０月１日制定

萩(はぎ)
昭和５９年３月１６日制定

棉(わた)
昭和６０年１月１５日制定

市町の木

松(まつ)
昭和４９年１０月１日制定

楠(くすのき)
昭和５９年３月１６日制定

梨(なし)
昭和６０年１月１５日制定

美しく豊かなふれあいのまち・観音寺

ロマンと活力に満ちた田園都市・大野原

伝統文化きらめく田園都市〜活き活き豊浜〜

キャッチフレーズ

先例地事例
・西東京市
・さいたま市
・篠山市
・さぬき市

「市の木、花、鳥は、新市において調整する。」
「市の木、市の花は、新市において検討するものとする。」
「市の木、花は、新市において新たに定めるものとする。」
「市木、市花は、新市において新たに定める。」
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観音寺市

観音寺市市民憲章

市町民憲章

わたくしたちは、愛する郷土、美しい観音寺市
を、さらに美しく、豊かなまちにしようとの願いを
こめて、この憲章を定めます。
(１) 自然や文化財をたいせつにして、美しいま
ちをつくりましょう。
(１) おたがいに健康で、明るく楽しい家庭をき
ずきましょう。
(１) 豊かな教養を身につけ、文化の香り高い
まちをつくりましょう。
(１) 自分の仕事に誇りをもち、郷土の発展に
つくしましょう。
(1) だれにも親切にして、あたたかいまちをつ
くりましょう。
(1) みんなできまりを守り、住みよいまちをつ
くりましょう。

大野原町

大野原町の町民憲章
緑豊かな美しい雲辺寺山のすそ野に広がり、
紺碧に輝く燧灘をのぞむ、みのり多い平野は、
町民の心のふるさとです。
わたくしたちは、先人からうけついだこの文化
の香り高い町を愛し、誇りと希望をもって、いつ
までも心のふれあう住みよい町にするために、
この憲章を定めます。
１ みんなそろってきまりを守り、明るく住みよい
まちをつくります。
１ だれにも親切にして、思いやりのあるあたた
かいまちをつくります。
１ 自然や文化をたいせつにして、美しく伝統あ
るまちをつくります。
１ 心のかよい合う家庭をきずき、健康で楽しい
まちをつくります。
１ 仕事に誇りを持ち、豊かで活気あふれるまち
をつくります。

先例地事例
・西東京市
・さいたま市
・篠山市
・さぬき市

「市民憲章は、新市において調整する。」
「市民憲章は、新市において検討する。」
「市民憲章は、新市において新たに定めるものとする。」
「市民憲章は、新市において新たに定める。」
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豊浜町

豊浜町民憲章
豊浜町民のねがい
霞立つ高尾の山なみや、夕日に映える燧灘に
囲まれた田園都市豊浜町。まつりや隣人愛によ
ってはぐくまれた強いきずなをもつ町民。
この自然と人々との調和のとれた郷土を限りな
く愛し、誇りと喜びをもち、夢と希望にみちた住み
よいまちをつくることが、わたしたちのねがいで
す。
１ きれいな水や空を守り、花や木を大切に育
て、快適な環境のまちをつくりましょう。
１ きまりを守って、互いに助けあい、思いやり
ある、あたたかいまちをつくりましょう。
１ 伝統を重んじ、教養を深め、豊かな文化の生
まれるまちをつくりましょう。
１ 心身をきたえ、健康で、働くことに誇りのもて
る活力あるまちをつくりましょう。
１ 国際感覚を磨き、交流を深め、世界にはばた
く若者の育つまちをつくりましょう。

観音寺市

都市宣言等

「世界連邦都市宣言」

大野原町

「大野原町非核平和宣言」

昭和36年３月24日制定

「安全都市宣言」

昭和59年12月27日制定

「人権尊重の町宣言」

昭和37年３月10日制定

平成５年３月８日制定

「文化財愛護都市宣言」
昭和43年３月25日制定

「健康都市宣言」
昭和59年11月６日制定

「観音寺市非核平和都市宣言」
昭和59年12月19日制定

「教育都市宣言」
平成元年10月３１日制定

「人権尊重都市宣言」
平成５年３月23日制定

先例地事例
・西東京市
・さいたま市
・篠山市
・さぬき市

「都市宣言は、新市において調整する。」
「各都市宣言は、新市において検討する。」
「宣言は、新市において調整するものとする。」
項目なし
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豊浜町

「豊浜町非核平和都市宣言」
昭和59年12月27日制定

「人権尊重都市宣言」
平成５年３月10日制定

観音寺市
各種イベント等
１ 観光協会

２ 実行委員会等

大野原町

豊浜町

「桜まつり」
日時 4月上旬
場所 琴弾公園
主催 観音寺市観光協会

「萩祭り」
日時 9月中旬〜23日までの日曜・祝日

「ふれあい建干網」
日時 5月上旬
場所 財田川河口域
主催 観音寺漁協建干網実行委員会

「もみじまつり」
日時 11月下旬の日曜
場所 法泉寺
主催 もみじまつり実行委員会

「豊浜おどり」
日時 ８月中旬
場所 豊浜小グランド
主催 とよはま踊り協賛会

「観音寺みなと祭り」
日時 7月下旬土・日曜
場所 竜王宮
主催 観音寺漁業協同組合

「萩原寺門前市」
日時 5月下旬の土・日曜
場所 萩原寺
主催 萩の会

「豊浜駅つつじ祭り」
日時 4月下旬
場所 豊浜駅前広場
主催 豊浜駅つつじを守る会

「農協まつり」
日時 9月上旬
場所 香川県農協観音寺支店
主催 香川県農協観音寺支部

「ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」
日時 8月上旬の日曜
場所 中央公園
主催 大野原町商工会

「ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」
日時 5月上旬
場所 高須賀夕映え公園
主催 豊浜町西讃サッカー協会

「秋まつり」
各地区神社秋季大祭
日時 １０月上旬〜下旬
場所 各地区神社境内他
主催 各地区神社

「農協まつり」
日時 9月下旬
場所 ＪＡ豊南
主催 ＪＡ豊南

「一の宮ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」
日時 7月下旬
場所 一の宮海岸
主催 豊浜町商工会青年部

場所 萩原寺・萩の丘公園周辺
主催 萩まつり実行委員会
大野原町観光協会

「さょうさ祭り」
日時 10月第3日曜日を最終とする３日間
（平成１７年度より10月第2日曜日を最終とする３日間）
場所 豊浜八幡神社・南部広場・一の宮

「粟井あじさい祭り」
日時 6月中旬土・日曜
場所 粟井神社境内
主催 粟井あじさい祭り実行委員会
「銭形まつり」
日時 7月下旬
場所 商店街・有明グランド
主催 銭形まつり協賛会

３ その他団体等

先例地事例
・西東京市
・さいたま市
・篠山市
・さぬき市

「新市において、調整する。」
項目なし
「各町類似の事業については、原則として新市において調整するものとする。独自の事業については、原則として現行のとおりとする。」
「各種イベントについては、原則として現行のとおりとするが、新市において調整を図る。」
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