ご意見・ご質問への回答一覧表 【南方西区タウンミーティング】
〔日

時〕 平成29年7月15日
19:30～21:00
〔場
所〕 吉 久 集 会 所
〔参加人数〕 40名

NO

1

2

3

ご意見・ご質問内容

減反政策終了後の東温市、または
国や県における農業振興政策を教え
てほしい。

医療センター前の道路の拡張計画
について、工事期間や内容を教えてほ
しい。

イベント等の開催も予定されており、
消防署前から見奈良大橋の間につい
て、もう少し草刈り等を行い、整備でき
ないか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

担当課
（連絡先）

検討中

平成30年度から米の直接支払交
付金は廃止されることとなっていま
す。今後は、各地域協議会において
生産目標を設定し、生産者が需要
に応じた生産方針を決め、主体的な
経営判断により、東温市作成の水
農林振興課
田フル活用ビジョンに基づく産地交
(089-964-4409)
付金対象作物への転換を図る方法
に変わります。
市といたしましては、制度改正の
周知や、地域農業再生協議会と共
に水田フル活用に向けた支援をして
いきます。

対応済

横河原10号線道路改良工事につ
いては、国の補助金の割当額が要
望額に達していない状況が続いて
おり、現状では平成31年度完成を
目標としています。平成29年度は医
療センター側の道路拡幅を進め、刑
務所西側の交差点部分を工事する
予定です。
平成30年度は、その交差点から、
医療センターの北側部分の交差点
まで歩道の設置及び舗装を行い、
平成31年度に医療センター北側交
差点から、旧国道11号線交差点ま
での間と消防署方面の間の舗装工
事を行い、平成31年度完了を目指
す予定です。

その他

イベント開催の前後には、市民ボ
ランティアによる草刈、ごみ拾いなど
を実施していますが、県道沿いなど
都市整備課
県管理の部分については、毎年、除 (089-964-4412)
草等を依頼しているものの、対応い
ただけていない状況です。引き続き
産業創出課
管理者である県に対し、予算の確保 (089-964-4414)
を含めた適切な管理について、依頼
したいと考えています。

建設課
(089-964-4472)

NO

4

5

6

7

ご意見・ご質問内容

回答内容（今後の対応及びその理由など）

補修については、水道・下水管を
敷設した後に、各課で完了検査をし
ています。掘削後の埋戻について
は、しっかり転圧しても、後から圧密
による沈下を引き起こす場合がある
市道における水道・下水道管の埋設
ため、工事をした年は仮舗装で復旧
工事後、舗装状態の悪い箇所がある
対応可
をしています。
が、工事検査や埋設後の対策はどの （次年度以降） 工事の翌年は、仮舗装の状態で
ようになっているのか。
自然転圧により路床を安定させ、そ
の翌年に本復旧、という手順で行っ
ています。場所によってはどうしても
沈下がみられるため、状況があまり
ひどい場合は市に連絡をいただけ
れば、仮復旧の修繕を行います。

高速道路以南は、工業団地の２次候
補に挙がっていると聞いたが、今後の
見通しを教えてほしい。

水道の耐震化工事について、水道管
の口径を消火栓がつけられる大きさに
改修してもらえるか。

自主防災組織の実施する炊き出し等
の事業において、見積書ではなく領収
書で補助金を請求できないか。

担当課
（連絡先）

水道課
(089-964-4416)
下水道課
(089-964-4417)

その他

平成28年度に、市で工業団地の
基本計画を取りまとめ、平成29年度
から第１期の整備として、別の地域
で説明会を実施し、調査に入ること
としています。その地域が平成33年
度に完成後、企業の募集及び販売
を行う計画となっています。その際
に、引き続き、高速道路以南につい
ても、第2期の地域として市では切
れ目なく続けていくように計画してい
ます。地域の方にご理解いただくこ
とが重要であると考えておりますの
で、時期が来ましたら、ご説明させ
ていただき、進めていきたいと考え
ています。

都市整備課
(089-964-4412)

その他

水道事業で行う消火栓の設置は
移設を原則としており、新設を希望
される場合は、消火栓の管理者で
ある東温消防からの依頼を受け、設
置できるか検討を行っています。
平成29年度の工事に係る新設箇
所は無いことを確認していますが、
変更がある場合は、直ちに東温消
防と協議をお願いします。

水道課
(089-964-4416)

その他

補助金の交付にあたっては、あら
かじめ申請書、計画書等を提出して
いただき、審査の後事業を実施して
いただくこととなります。ご指摘の炊
き出し訓練に係る補助についても、
事前の手続きは必要ですが、材料
費などおおよその単価が分かるも
のについては見積書を省略して概
算で経費を積算し、事業計画を作成
していただいても差し支えありませ
ん。適正な執行のためにご理解をい
ただきますようお願いします。

危機管理課
(089-964-4483)

NO

8

ご意見・ご質問内容

ふるさと納税は、返礼品が全国的に
過度になっているように感じるが、市で
はどのように考えているか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

対応済

茶堂公園から見奈良大橋までの間
で、桜の季節に仮設トイレの設置及び
駐車場を確保できないか。

9

検討中

平成20年に創設されたふるさと納
税制度は、自治体への寄附を通じ
て「生まれ育ったふるさとに貢献で
きる制度」、「自分の意思で応援した
い自治体を選ぶことができる制度」
です。
しかし、近年は、寄附のお礼として
豪華な返礼品を送る自治体に注目
が集まる傾向があります。
その中には、商品券や電化製品な
ど、制度の趣旨に反するような取組
を行っている自治体もあることから、
総務課
平成29年4月、総務省から全自治体
(089-964-4400)
に対して、制度本来の趣旨を鑑み、
適切な取組を行うよう通知されたと
ころです。
本市におきましては、制度創設当
初から、その趣旨に則った取組を続
けており、それに反するような取組
は行っていないものと認識しており
ます。
引き続き、制度の趣旨を踏まえた
取組を継続し、その上で、東温市を
積極的に全国にＰＲしていきたいと
考えております。
茶堂公園には、30台の駐車スペー
スとトイレがあります。広町ふれあい
広場にも、20台の駐車スペースと5
基のトイレがあります。駐車場につ
いては、芋炊き会場の中に75台ほ
どの臨時駐車場を平成29年度から
設けています。
駐車場は、さらに拡大することも可
能であるため、花見期間限定には
なりますが、今後も駐車場の確保に
努めたいと考えています。トイレにつ
いては、普段、鍵がかかっているふ
都市整備課
れあい広場のトイレを、花見期間限
(089-964-4412)
定で使用させていただくことができ
ないか、老人会にご相談したいと考
えています。

桜に近いところに仮設トイレを設置
していただきたいというご意見も十
分に理解していますが、市内には他
にも花見ができる公園はありますの
で、全体的なことを踏まえて、仮設ト
イレの必要性を検討させていただき
たいと考えています。

ふれあい広場から見奈良大橋まで
の間に仮設トイレを設置してほしい。

見奈良大橋から商業施設へ向かう
歩道は整備状況が悪く、また、商業施
10 設入口が曲がっており、車いすや乳母
車で通りづらいので改修できないか。

担当課
（連絡先）

対応済

県道森松重信線については、商業
施設側の歩道の線形が悪い為、現
在、県で改修を計画しています。早
期の整備が図られるよう、地域から
強い要望があった旨、再度県に伝
えたいと思います。

建設課
(089-964-4472)

NO

ご意見・ご質問内容

回答内容（今後の対応及びその理由など）

検討中

屋外広告物について、東温市は県
の条例に基づいて規制しており、広
告照明に関する規制は行っていま
せん。独自に条例を定めている県
内4市町においても、ネオン管等の
使用規制以外に広告照明の規制を
建設課
行なっている自治体はありません。
(089-964-4472)
他の地域から同様の広告照明に関
する規制要望もないことなどから、
現段階で条例等による規制は検討
しておりませんが、現場の状況を確
認し対応を検討したいと考えていま
す。

その他

合併に向けては、皆さまのご意見
をお聞きし、アンケートも実施するな
ど、新設・対等合併と東温市の市政
施行をテーマに、約2年以上をかけ
て合併協議を進め検討してまいりま
した。
合併後における意見の調整につ
いては、それぞれの議論を踏まえな
がら最終判断することとなります
が、ところによっては声の強い意見
があったりする場合もあるかもしれ
ません。
公約に掲げる「合併後の一体化」
については、一日にして一体化とい
うのは難しいと思いますが、皆さま
方のご意見を聞きながら、一体化に
向けた街づくりを進めていきたいと
考えています。

その他

本市における耕作放棄地対策とし
ては、集落単位で農地の維持・保全
活動をしていただく「多面的機能支
払事業」と、「中山間地域等直接支
払事業」があります。南方西地区に
おいては「多面的機能支払事業」が
対象となりますが、平成23年度以降
その取り組みが実施されておりませ
んので、地域で話し合っていただ
き、再度利用するとなればお申し出
いただきますようお願いします。
地域農業の今後のあり方について
議論していただく場としては、中心と
なる担い手の確保状況や農地利用
農林振興課
のあり方、農地中間管理機構の活
(089-964-4409)
用方針等について地域で話し合っ
ていただく「人・農地プラン」の策定
の場があります。将来的に耕作が
困難となる農地について大規模農
家に農地を集約させていく、個人の
力では限界があるため集落営農組
織を設立して農地を維持していく
等、案を出し合い「人・農地プラン」
を策定していただきたいと考えてい
ます。
市といたしましては、地域のニー
ズに沿った様々な支援をしていきた
いと考えています。

夜間に電気がついている看板・広告

11 について、条例等で規制することはで
きないか。

重信地域と川内地域では、重信地域

12 の方の意見が反映され易いのではな
いか。

耕作放棄地が増えている中、地域の

13 環境保全のためにどのような取組をし
ているのか。

担当課
（連絡先）

企画財政課
(089-964-4401)

NO

ご意見・ご質問内容

近い将来、川内支所周辺には施設
はあっても、賑わいがなくなっていくの
ではないかという思いがある。
川内支所が廃止という形になっても、
14 支所の建物等を社会福祉協議会に利
用してもらうことで、証明書の発行など
を社会福祉協議会に任せることはでき
ないか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

その他

山間部の集落営農組織としての組合
法人、任意団体等はどのようなものか
17 教えてほしい。また、耕作放棄地につ
いてどのような対策を考えているか。

社会福祉課
(089-964-4406)

検討中

産業創出課
(089-964-4414)

対応困難

市内において一般に公民館と呼
ばれている集会施設（区公民館）に
つきましては、各地区のコミュニティ
の場として利用されているものであ
ることから、用地取得（借り上げ）を
含めて各地区において整備し管理
されるべきものと考えています。
市では、東温市コミュニティ施設整
備事業補助金交付要綱を制定し、
区からのご要望に基づき補助金（新
築は補助率１／２）を交付していると
ころですが、用地取得（借り上げ）に
係る経費については、補助の対象と
していません。

総務課
(089-964-4400)

を検討してほしい。

くぼの泉公園は市が有償で農地を借
り上げて設置しているが、同様に市が
16 農地を借り上げ、南方西区の公民館を
建設ことはできないか。

総務課
(089-964-4400)

皿ヶ嶺竜神平は久万高原町に位
置しておりますが、本市側からも多く
の方が登山に訪れる観光地ですの
で、今後も県や久万高原町には問
題解決の働きかけを行っていきたい
と考えています。
なお、久万高原町と協議し、要望
等の窓口は、同町ふるさと創出課に
おいて受け付けることとなっていま
す。

皿ヶ嶺の竜神平のトイレが昨秋、撤

15 去された。東温市として何かできること

川内地区全体での賑わいの創出
に向けて、現在、さくら市場の改修
を計画しています。
支所については、現在検討してい
る機構改革の中で、川内支所の位
置づけをどのようにするのか検討し
ていきたいと考えています。
なお、現在のところ、川内支所の
支所機能をなくすというようなことは
考えていません。
社会福祉協議会は、新設する総
合保健福祉センターに入ることを前
提に現在基本設計を行っています。

担当課
（連絡先）

その他

集落営農組織とは、組合員の農作
業を共同化し、生産性を向上させた
り、その地区の耕作放棄地になりそ
うな農地を借入れ、農作業を行う組
農林振興課
織です。
(089-964-4409)
耕作放棄地については、上記のよ
うに集落営農等、地域の力で農地を
維持していただきたいと考えていま
す。

NO

ご意見・ご質問内容

えひめ国体、えひめ大会における東
温市の取り組み状況はどのようになっ
18 ているか。また、応援や見学は自由に
行ってよいのか。

らくれん南側の桜の下について、市

19 で草刈りをしてもらえないか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

担当課
（連絡先）

対応可
（今年度）

東温市では、ソフトボール少年男
子、バスケットボール成年男子、銃
剣道、障がい者スポーツとしてフット
ベースボールが開催されます。運営
については、市の職員、地域ボラン
ティアの方の協力をいただきながら
実施していきたいと考えています。
全国からたくさんの方が来られるの
で、「また東温市に行ってみたい」と
言っていただけるように、おもてなし
の心で頑張りたいと考えています。
市民の皆さまのご協力もお願いい
たします。
応援・見学については、自由にお
越しいただいて結構です。交通手
段、駐車場の関係上、シャトルバス
を運行します。東温消防署前に、臨
時駐車場を設ける予定にしており、
そこからシャトルバスで皆さまを会
場までお運びできますので、ぜひ利
用していただきたいと考えていま
す。

国体推進課
(089-964-4473)

検討中

東温市道481路線（372ｋｍ）の内、
主要35路線については年間の道路
維持管理費1億7千万円の内、3千
万円程度の費用をかけて除草して
いるところです。費用や作業量から
全路線について、市が除草管理で
きない状況があり、地域の協力によ
り成り立っているのが実情です。近
年は農家の高齢化等の影響もあり
除草箇所が増え、費用は年々増加
傾向にあります。除草に限らず道路
の維持管理費の増加が自治体に
とっての今後の大きな課題となって
いるところであり、地域の方々にも
出来る限りのご協力をお願いしたい
と考えています。

建設課
(089-964-4472)

※タウンミーティングでのご意見等のうち、特定の個人または団体等の誹謗、中傷、営利に
関わる内容や市政に関係のない内容については、掲載しておりません。

