ご意見・ご質問への回答一覧表 【田窪区タウンミーティング】
令和元年7月5日
19:00～20:30
田窪集会所

NO

ご意見・ご質問内容

スマートICや工業団地の造成に伴い、
田窪区を通行する車両が急増し、渋
① 滞や事故が増加する恐れがある。地
域の交通安全対策をどのように考えて
いるのか。

田窪区の中心部にある県道の一部を
② 時速４０キロに制限してほしい。

田窪区の県道等で、これ以上交通量
を増やさないよう、新しいバイパス道
③ 路の建設などの抜本的な対策を検討
してほしい。

梅雨時期に、南吉井保育所や重信幼
稚園駐車場、その付近の田畑が冠水
④ することがある。集中豪雨や大雨に対
する抜本的な排水対策をしてほしい。

旧浜田石油前の交差点について、午
前８時３０分から９時の間は混雑する
⑤ ため、付近の通学路等を通行して迂
回する車両が多い。調査・対応をして
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）

検討中

スマートICや工業団地の造成に伴
う交通量の増加による渋滞・交通安
全対策については、現在実施中の
スマートIC詳細設計で検討を行いま
す。
また、道路標識や横断歩道の設
置、速度規制等の交通安全対策に
ついては、地域の皆様のご意見を
お伺いしながら、県警等と協議を進
めたいと考えています。

建設課
(089-964-4472)

検討中

現在の時速50キロ制限の一部区
間を40キロ制限に、とのご要望につ
いては、スマートICの設計と併せ
て、県警と協議します。

建設課
(089-964-4472)

検討中

バイパス道路の建設については、
膨大な費用が見込まれるため、今
後の課題とさせていただきます。
なお、交通の分散や渋滞緩和対
策として、スマートIC開通後に交通
が1路線に集中しないよう、適切な
案内標識の配置を検討します。
また、旧浜田石油前の交差点、国
道11号の田窪交差点及び北野田交
差点に右折レーンを新設し、渋滞緩
和に努めたいと考えていますが、今
年度の測量調査に際し、地権者の
方にはご協力をお願いします。

建設課
(089-964-4472)

その他

災害に強いまちづくりのため、浸
水対策計画を作成し、田窪区にお
いても排水対策を実施しています。
また、今年度から3年間で、見奈
良・田窪区の市役所南側に新たな
排水路を整備します。
今後も、改良区のご協力をいただ
きながら、ご意見をいただいた箇所
を含め、緊急を要する箇所から対応
したいと考えています。

建設課
(089-964-4472)

検討中

迂回する車両に対する調査・対応
については、関係機関と調整したう
えで、必要に応じて安全対策を検討
します。

建設課
(089-964-4472)

NO

ご意見・ご質問内容

旧浜田石油前の信号から（株）ヰセキ
四国東温営業所前まで、午前８時頃
⑥ から渋滞が発生する。旧浜田石油前
の交差点の信号を時間調整すれば、
渋滞の解消につながるのではないか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

検討中

信号の調整も有効であると思いま
すが、現在計画中の右折レーン設
置により直進車の通行時間が長くな
ることで、渋滞緩和に繋がるものと
考えています。
併せて、信号調査について県警に
依頼します。

担当課
（連絡先）

建設課
(089-964-4472)

県道管理者である愛媛県に確認
した結果は以下のとおりです。
愛媛医療センター前から市役所前ま
で道幅が拡幅されているが、県道森松
⑦ 重信線の道路改良の進捗状況を教え
て欲しい。

地元と市の協議会を設置し、スマート
ICや工業団地の造成に伴う問題等を
⑧ 話し合う機会を作ってほしい。

その他

対応困難

・市役所前から旧浜田石油前の交
差点までの間については、現在、測
量設計を実施中であり、年度内に説
明会を開催したい。
・旧浜田石油前の交差点改良（右折
レーンの新設を含む。）について
は、スマートICの開通に合わせて整
備を進めたい。

建設課
(089-964-4472)

工業団地やスマートICの造成に伴
う交通量の増加による交通安全対
策等については、現在実施中のス
マートIC詳細設計に係る説明会等
で、地元の皆様のご意見を伺いた
いと考えています。

建設課
(089-964-4472)

両事業は、市や田窪区の発展に
寄与する事業であると考えています
が、これらの事業により、地元へ負
担を強いることがあってはならない
とも考えています。
工業団地については、地元の中心
的な役割を担っている代表の方を
お招きして、計3回の地元説明会、
また、市民の皆様を対象とした都市
計画に係わる説明会を開催し、
様々な意見を頂戴しながら進めて
参りました。
これらの意見を踏まえて、工業団
地の許認可に係る関係機関と調整
を行い、7月24日付で工業団地の開
発が認可されました。事業スケ
ジュールに関しても、現在、工事の
一部に着手しており、来年度には造
成工事の完了、令和3年度には分
譲地の引渡しを計画していることか
ら、スピード感を持って事業を進め
ていく必要があり、今後の懸念事項
につきましては、皆様のご意見をい
ただきながら、地元代表の方を通じ
て対応して参りたいと考えていま
す。

都市整備課
(089-964-4412)

NO

ご意見・ご質問内容

旧浜田石油前の交差点について、右
⑨ 折レーンの設置前に、交通量を解析
し、結果を地元に伝えて欲しい。

市内の介護福祉施設に入居を希望し
ている市民は全員入居できているの
⑩ か。入居できていないのであれば、今
後、介護福祉施設を増設する予定は
あるか。

広報とうおんはフルカラー印刷されて
いるが、３色刷りと比較して費用がか
⑪ かっているのであれば、見直しをして
はどうか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

検討中

当交差点の交通量解析について
は現在実施中です。今後、スマート
IC等の説明会で結果をお伝えした
いと考えています。

建設課
(089-964-4472)

その他

介護保険施設等の入所申込者調
査を3年ごとに実施しており、申込者
のうち、入所の必要性が高い方につ
いては、概ね短期間で施設に入所
できている状況です。
介護保険施設の増設等について
は、介護認定率、介護給付費及び
施設の待機者数の推移等を勘案
し、次期介護保険事業計画を作成し
ていく過程において必要性を検討し
ます。

長寿介護課
(089-964-4408)

対応済

フルカラーと3色刷りの費用はほと
んど変わりません。
広報とうおんは皆さんに広く東温
市の情報を伝える、市唯一の広報
雑誌ですので、引き続き、市民に親
しまれる紙面づくりに努めます。

総務課
(089-964-4400)

対応困難

タウンミーティングの協議結果は
かなりのボリュームがありますの
で、広報に掲載するのは難しいと考
えます。これまでに開催したタウン
ミーティングでの質問と回答は、開
催地区・世代別に市のホームペー
ジに掲載していますので、ご覧くださ
い。また、タウンミーティングの開催
後、該当区の区長さんには当日の
質問と最終回答の一覧表を送付し
ていますので、必要に応じて回覧等
していただきますようお願いします。

企画政策課
(089-964-4473)

検討中

平成25年度あたりから、参加者数
が減少傾向にあり、特に健康・親子
マラソン参加者数の減少が著しい
状況です。現在の総合公園のコー
スは、坂道が厳しく、景色の変化が
ないため、走りづらいとも伺っていま
す。
現在、サイクリング道路を使った
コース、開催時期の変更、さらに雰
囲気を盛り上げるために愛媛県の
プロスポーツ選手への参加呼びか
けなどを検討しています。

生涯学習課
(089-964-1500)

各地区のタウンミーティングの協議結

⑫ 果を、広報とうおんに掲載してはどう
か。

市民健康マラソンの参加者が少なく、
特に女性の参加者が少ないと感じる。
⑬ 盛り上げるための工夫をして、市民の
参加を促してほしい。

担当課
（連絡先）

NO

ご意見・ご質問内容

（株）ヰセキ四国東温営業所前や南吉
井小学校前の畑に不法投棄が多い。
夜間のビデオ撮影等、対策を検討して
⑭ ほしい。また、不法投棄されたごみ
は、分別せずに市に持ち込ませてほし
い。

高速道路のサービスエリアに設置され
ているパンフレットや地図に東温市が
⑮ 掲載されるようにしてほしい。また、東
温市が素通りのまちとならないよう、道
の駅を造ってほしい。

現在、民生委員は３名であるが、高齢
者の介護や子育て支援はますます重
⑯ 要になるため、増員を国や県に要望し
てほしい。

各老人クラブに対する補助金を、均等

⑰ 割りから人数割りに変更してほしい。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

担当課
（連絡先）

一部対応済

不法投棄は市内いたるところで後
を絶たず、対応に苦慮しております
が、市民の皆様の普段の清掃活動
などのご協力により、市内がきれい
に保たれていることに感謝を申し上
げます。
対策としては、不法投棄防止看板
の設置が効果的であると考えてい
ます。希望者の申し出により無期限
での貸出を行っていますので環境
保全課までご連絡ください。
また、監視カメラについては愛媛
県による貸与制度がありますが、愛
媛県全域で1台を優先順位を付け貸
与を行っていますので、看板設置後
も不法投棄が絶えないのであれば
県へ要望申請をしたいと思います。
不法投棄されたごみは、毎週月曜
日と金曜日に市の委託業者が不法
投棄ごみのパトロールと回収を行っ
ていますので、市へ連絡をいただけ
れば回収させていただきます。

環境保全課
(089-964-4415)

対応済

高速道路のサービスエリアにおい
ては、臨時テント等の出店により、
観光ＰＲや特産品等の販売を通じ
て、本市の周知に努めています。
道の駅については、国土交通省が
認定している「道の駅」には条件が
満たないものの、平成30年4月に
「東温市さくらの湯観光物産セン
ター」を整備し、産直市やイートイン
コーナー等において東温市の魅力
ある商品を販売・発信しており、今
後も多くの人が立ち寄れる施設とし
ての充実を図りたいと考えていま
す。

産業創出課
(089-964-4414)

検討中

今年は一斉改選の時期ですが、
定数は既に決定していますので、今
期は3名でお願いいたします。民生
委員のなり手がないという地区も市
内にはありますので、今回いただい
たご提案や、全体的なバランスを取
るということも含め、来期に向けて
民生児童委員協議会や県とも協議
させていただきたいと考えていま
す。

社会福祉課
(089-964-4406)

検討中

均等割りの一律27,600円の補助
金は、平成17年度の県の補助金の
交付基準を適用しています。
会員数に応じた現在の補助の内
容が適当であると考えますが、今後
検討することとしたいと考えていま
す。

長寿介護課
(089-964-4408)

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）

その他

上水道は、人口減少や節水機器
の普及等により、現有施設に余裕
があることから、影響は出ないと考
えています。
下水道は、全体計画区域外です
ので、合併処理浄化槽による汚水
処理を行うこととなります。合併処
理浄化槽は、下水道と同等の処理
能力を有していますので、適切な維
持管理のもと影響は出ないと考えて
います。

上下水道課
(089-964-4416)

対応困難

バイパス道路の建設については、
膨大な費用が見込まれるため、今
後の課題とさせていただきます。

建設課
(089-964-4472)

一部対応済

当該通学路については、かねてよ
り学校から対策要望が提出されて
おり、隻手薬師北側通学路への外
側線の整備や、上田歯科前の交差
点におけるカラー舗装を実施するな
ど、可能な限り対策を進めてきたと
ころです。
しかしながら、道路構造上の課題
を全て解決することは非常に困難で
あり、運用面での対策も不可欠と
なっています。
引き続き、警察や道路管理者等と
当該通学路の安全対策について検
討を行っていくとともに、児童生徒へ
の安全指導や保護者への啓発を継
続して実施していきます。不審者等
への対策も含め、地域の皆様にも、
可能な範囲での見守り活動への協
力をお願いします。

学校教育課
(089-964-4420)

工業団地の造成に伴い、上下水道に

⑱ 影響は出るのか。対応はどのように考
えているか。

南吉井小学校前の圃場整備に併せ、

⑲ 南北にバイパス道路を設置してはどう
か。

隻手薬師北側の通学路は道幅が狭
く、上田歯科前の交差点は横断歩道
⑳ が変則的で危険である。通学路の安
全対策を検討してほしい。

担当課
（連絡先）

※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。

