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｢讃岐ジオパーク構想推進シンポジウム｣の開催について 

 

 

 

 

 

 

【讃岐ジオパーク構想推進シンポジウム】 

日時：平成２６年３月８日（土）１３：３０～1６：４０ 

 会場：香川県立ミュージアム講堂 

 内容：オープニング「サヌカイト演奏」（COLON） 

基調講演「世界ジオパークの聖地をめざす讃岐ジオパーク構想」 香川大学工学部教授 長谷川 修一        

「山陰ジオパークが世界ジオパークになるまでの広域連携について」 

山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局長 石田勝則 氏 

パネルディスカッション「讃岐ジオパーク構想実現のための地域連携」 

コーディネーター：香川大学地域マネジメント研究科准教授 髙木 知巳 

   パネリスト    ：高松市長 大西 秀人氏 

             丸亀市長 梶 正治氏 

             坂出市長 綾 宏 氏 

善通寺市長 平岡 政典氏 

観音寺市長 白川 晴司 氏 

さぬき市長 大山 茂樹氏 

             東かがわ市長 藤井 秀城 氏 

三豊市長 横山 忠治 氏 

小豆島町長 塩田 幸雄氏 

山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局長 石田勝則氏 

香川経済同友会代表幹事 前田 宗一 氏 

 定員：200 名 

 参加費：無料、有料駐車場あり 

 申込み：参加申込書に必要事項記入の上、E-mail または FAX でご連絡下さい。 

 ※シンポジウムは先着順です。定員に達し次第、申込みを打ち切ります。 

備考：本事業は香川大学平成２５年度研究推進事業「地域連携推進経費」による支援を受けています。 

 

 

 

 

 

 

 

香川県は約 1400 万年前の奇跡の瀬戸内火山活動によって形成された美しい里山や火山岩頸を利用した 

石の文化があります。讃岐ジオパーク構想は、母なる大地によって育まれた讃岐平野と備讃瀬戸を世界

のジオパークとして認定してもらい、地域の自然・歴史・文化を生かして持続的に発展していくことを

めざしています。香川大学では、讃岐ジオパークの構想を推進するため、シンポジウムを開催します。 

 

� 問い合わせ先  

香川大学工学部安全システム建設工学科 長谷川、鶴田 

TEL：０８７－８６４－２１５５ FAX：０８７－８６４－２１８８ 

E-mail：tsuruta@eng.kagawa-u.ac.jp 
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我拝師山からの飯野山（善通寺市,丸亀市） 

● サヌカイト演奏（COLON） 
 
● 基調講演 
世界ジオパークの聖地をめざす讃岐ジオパーク構想  
  香川大学工学部教授 長谷川 修一    
山陰ジオパークが世界ジオパークになるまでの広域連携について 
   山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局長 石田 勝則 氏 
 

● パネルディスカッション 
讃岐ジオパーク構想実現のための地域連携 
コーディネーター： 
 香川大学大学院 地域マネジメント研究科 准教授  髙木 知巳  
パネリスト(予定）： 

高 松 市 長 大西 秀人 氏    丸亀市長  梶 正治 氏    坂出市長 綾 宏 氏  
善通寺市長 平岡 政典 氏    観音寺市長 白川 晴司 氏  さぬき市長 大山 茂樹 氏   
東かがわ市長 藤井 秀城 氏   三豊市長  横山 忠治 氏   小豆島町長 塩田 幸雄 氏 
山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局長 石田 勝則 氏 香川経済同友会代表幹事 前田 宗一 氏  

 

 

 

日時 平成26年3月8日（土）    
        13:30開会 
場所 香川県立ミュージアム 
     入場無料（先着順） 

 屋島(高松市） 

雨滝自然科学館（さぬき市） 

引田不整合（東かがわ市） 

世界初マントル直結安山岩 
の貫入（小豆島町） 

 

香川県は1400万年前の奇跡の瀬戸内火山活動によって形成された美しい里山や火山岩頸を利用した 
石の文化があります。 
讃岐ジオパーク構想は、母なる大地によって育まれた讃岐平野と備讃瀬戸を世界のジオパークとして 
認定してもらい、地域の自然・歴史・文化を生かして持続的に発展していくことをめざしています。 

貫入面 

【主催】 香川大学 
【共催】 香川県経済同友会 
【後援予定】 香川県，香川県教育委員会，高松市，高松市教育委員会，丸亀市，丸亀市教育委員会， 
香川県，香川県教育委員会，高松市，高松市教育委員会，丸亀市，丸亀市教育委員会，坂出市， 
坂出市教育委員会，善通寺市，善通寺市教育委員会，観音寺市，観音寺市教育委員会，さぬき市，
さぬき市教育委員会，東かがわ市，東かがわ市教育委員会，三豊市，三豊市教育委員会，小豆島町, 
小豆島町教育委員会,NHK高松放送局，西日本放送，KSB瀬戸内海放送，OHK岡山放送,TSCテレビせと
うち,四国新聞，読売新聞，朝日新聞，毎日新聞，産経新聞，日本経済新聞, 日本地質学会四国支
部，日本応用地質学会中国四国支部，日本技術士会四国本部  
【問合先】 香川大学工学部安全システム建設工学科 長谷川,鶴田 

   TEL：087-864-2155, FAX:087-864-2188  E-mail: tsuruta@eng.kagawa-u.ac.jp 

マグマ 



お申込みの際は、必要事項を記入の上、E-mailまたはFAXでご連絡下さい。 

平成２６年3月８日(土） 

●会場 香川県立ミュージアム講堂 

シンポジウム参加申込書 

   讃岐ジオパーク構想推進シンポジウム   

【連絡先】    香川大学工学部安全システム建設工学科 長谷川，鶴田 

TEL：087-864-2155, FAX:087-864-2188 

E-mail:tsuruta@eng.kagawa-u.ac.jp 

〆切：平成26年3月3日（月） 

 

お住まいの地域（高松市、東讃、

中讃、西讃、県外）または所属 

氏名  連絡先（電話番号またはFAX番号またはE-mail） 

   

   

   

【スケジュール】  
 
 13:30－13:40 オープニング サヌカイト演奏（COLON） 
 
13:40－13:45 主催者あいさつ 

   香川大学 理事・副学長 早川 茂  
  香川経済同友会 代表幹事 前田 宗一 氏  

13:45－13:50  来賓あいさつ 
  香川県 副知事 天雲 俊夫 氏 
  香川県教育委員会 教育長 細松 英正 氏  
 

13:50－14:50  基調講演 
 「世界ジオパークの聖地をめざす讃岐ジオパーク構想」  
    香川大学工学部 教授 長谷川 修一  
 「山陰ジオパークが世界ジオパークになるまでの広域連携について」  

山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局 事務局長 石田勝則 氏  
 

14:50－15:10 休 憩  
 
15:10－16:30 パネルディスカッション「讃岐ジオパーク構想実現のための地域連携」 
   コーディネーター：香川大学大学院 地域マネジメント研究科 准教授  髙木 知巳  
   パネリスト：高松市 市長  大西 秀人 氏       

(予定）   丸亀市 市長  梶 正治 氏       
  坂出市 市長  綾 宏   氏       
   善通寺市 市長  平岡 政典 氏  
   観音寺市 市長  白川 晴司 氏  
   さぬき市 市長  大山 茂樹 氏 
   東かがわ市 市長 藤井 秀城 氏 
   三豊市 市長  横山 忠治 氏  
   小豆島町 町長  塩田 幸雄 氏   
   山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局 事務局長 石田 勝則 氏  
   香川経済同友会 代表幹事 前田 宗一 氏  

16:30－16:40 閉会あいさつ 香川大学工学部 教授 長谷川 修一  

シンポジウムは先着順です。定員に達し次第 

申込みを打ち切ります。 

【主催】香川大学 
【共催】香川県経済同友会 
【後援予定】香川県，香川県教育委員会，高松市，高松市教育委員会，丸亀市，丸亀市教育委員会， 

坂出市，坂出市教育委員会，善通寺市，善通寺市教育委員会，観音寺市，観音寺市教育委員会，さぬき市，さぬき市教育委員会，  
東かがわ市，東かがわ市教育委員会，三豊市，三豊市教育委員会，小豆島町, 小豆島町教育委員会, 
NHK高松放送局，西日本放送，KSB瀬戸内海放送，OHK岡山放送,TSCテレビせとうち,四国新聞，読売新聞，朝日新聞，毎日新聞， 
産経新聞，日本経済新聞, 日本地質学会四国支部，日本応用地質学会中国四国支部，日本技術士会四国本部  

●時間 13:30－16:40 ●入場無料 


