ご意見・ご質問への回答一覧表 【子どもミーティング（中学生）】
〔日

時〕 平成29年8月24日
13:30～15:40
〔場
所〕 庁 舎 5 階 議 場
〔参加人数〕 24名

NO

1

2

ご意見・ご質問内容

最近、いじめの問題が深刻化している
が、いじめSTOP会議のほかに、どの
ような対策をしているか。

少子化対策として、行っていることは
あるか。また、その効果はどのくらい
あったか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

担当課
（連絡先）

対応済

教育委員会と学校は、いじめを見
逃さず、早期発見、早期解決ができ
るよう協力して、いじめの根絶に向
けて取り組んでいます。
市内の各学校では、月に一度は
学校生活アンケートを実施し、先生
と相談する機会を作り、いじめ等で
問題解決が難しい場合は、学校と
教育委員会が一緒に相談したりして
います。
先生方には各種研修会で、いじめ
に関する様々な問題について勉強
してもらい、いじめ防止がより充実
するよう、取り組んでいます。
市内の学校での相談先として、
ハートなんでも相談員などがありま
す。また、教育相談室では、24時間
体制で電話相談に対応しています。
皆さんに何か困りごとがある時
に、担任の先生はもちろん、いろい
ろな方が皆さんの相談に乗れるよう
に考えています。

学校教育課
(089-964-4420)

対応済

市では、子どもを安心して育てら
れるよう、平成29年度から、中学校
卒業まで病院での医療費を無償化
しました。また、保育料は子どもの
多い家庭に対して、国が定めた基
準以上に、市独自の軽減を行って
います。
その他にも、不妊治療費の助成や
各種教室、相談事業などを行ってお
り、平成27年度からは少子化対策
の一環として、独身者が異性と出会
い、結婚し、出産してもらうための婚
活支援も始めています。セミナーや
出会いイベントを開催し、未婚化、
晩婚化に対応しています。
今後は縁結びをサポートするボラ
ンティアを育成し、お見合いなどの
事業も計画していきたいと考えてい
ます。これらの効果については、今
後回数を重ねていくことで、結果が
出てくるものと思っています。

保育幼稚園課
(089-964-4484)

NO

3

4

ご意見・ご質問内容

勉強、進学など、自分の子どもの教育
に興味や関心のない保護者への対策
などはあるか。

現在、市で「自然を生かしたまち」とし
て取り組んでいることはあるか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

担当課
（連絡先）

その他

悩みごとの相談先として、ハートな
んでも相談員などがおり、学校で相
談しづらい場合は、チャイルドライン
での電話相談など、学校以外にもた
くさんの相談窓口があります。
学校では、生徒の皆さんのことを
理解をしてもらうため、保護者の方
に学校行事に参加してもらったり、
懇談会で担任の先生が、皆さんの
様子を伝え、進路のことなどを考え
てもらうようお願いしたりしていま
す。
もし保護者の方が勉強や進路に
興味を持ってくれず、困っているよう
であれば、一人で悩まず相談してみ
てほしいと思います。

学校教育課
(089-964-4420)

対応済

現在、市では過疎高齢化が進行
する中山間地域の皆さんと、地域活
性化に向けた様々な取り組みを
行っており、各地域では魅力ある自
然を生かした取り組みにも挑戦して
います。
例えば、奥松瀬川地域では、子ど
もから大人まで楽しめる「自然体験
村構想」を立ち上げ、多くの人に訪
れてもらうことで地域の活性化に繋
げようと、レンタル畑で農業体験、自
然の竹を活用した竹細工体験、ピザ
焼き体験、各種イベントを実施して
います。
今後は、ツリーハウス、吊り橋、
キャンプ場、秘密基地、サイクリング
ロードの整備などを目標としていま
す。
また、河之内地域では、空き家に
なっていた古民家を改修し、田舎で
は珍しいおしゃれなカフェを作り、花
屋、自転車屋、地域の情報を発信
するための施設としてオープンして
います。
自転車屋にはレンタルサイクルも
あり、施設の近くにマウンテンバイク
の山岳コースを整備し、若者にも地
域に来てもらおうと取り組んでいると
ころです。

企画財政課
(089-964-4401)

NO

5

6

7

ご意見・ご質問内容

市長の思う、東温市の自然の良いとこ
ろはあるか。

市内に、ラフティングができるほどの川
はあるか。

フランス発祥のパカブという遊具を作
れば、日本で2例目となり、多くの方が
興味を持って来てくれるのではない
か。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

担当課
（連絡先）

その他

皆さんが育ってこられた小学校、
中学校の校歌の中には、皿ヶ嶺や
表川など、東温市の自然を表す多く
のキーワードが出てきます。私たち
の祖先は、その自然を大切に育ん
できて、後の皆さんにも育んでもら
いたいという思いを込めて、校歌が
作られたのだと思います。
私は、校歌の中にキーワードで出
総務課
てきたような豊かな自然があるから (089-964-4400)
東温市が住みやすいんだと感じて
います。自然を守り、環境を守り、こ
れを受け継ぎ育て、皆さん方に渡
す。これが私のキーワードともなっ
ています。
私の考える東温市の自然の良い
ところは、東温市全てであり、大好き
なところでもあります。

その他

東温市には、一級河川の重信川
が流れていますが、ラフティングが
できるほどの水量がある場所はあり
ません。

産業創出課
(089-964-4414)

対応困難

ご提案のありました「パカブ」です
が、当遊具は、木に網などを張り巡
らすことで空中に遊び場をつくるも
のです。
現在、東温市には大小40の公園
があり、その内、樹木が生い茂って
いる公園は山間部にある、塩ヶ森ふ
るさと公園と上林森林公園の2か所
となっています。
ご提案の施設を整備するとなる
と、建設費やインフラ整備費及び完
成後の維持管理費など莫大な費用
が必要となることから、市の厳しい
財政状況を含め総合的に判断する
と、施設を整備することは、困難で
す。

都市整備課
(089-964-4412)

NO

8

9

ご意見・ご質問内容

外国人の方が観光に訪れたいと思う
ようなまちづくりのために、現在行って
いることはあるか。

国際交流のイベントにはどれくらいの
人が参加しており、イベントを行うこと
でどのような効果がみられたか。
また、参加人数を増やす工夫はしてい
るか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

検討中

対応可
（今年度）

担当課
（連絡先）

近年、日本を訪れる外国人の方は
かなり多くなっています。愛媛県に
おいても台湾、韓国、中国などから
の観光客の誘致に向けて取り組ん
でおり、観光客数は道後温泉等で
実際に増えていると思います。しか
し、東温市においては、外国人が訪
れたいと思うような取組は、現在の
ところ行っていません。
産業創出課
今後は、欧米豪の方をターゲット
(089-964-4414)
にしたいと考えています。欧米豪の
方は、団体の旅行ではなく個人旅行
が多く、長期滞在をする方が多数い
ます。そのような方をターゲットに、
ライブ映像で春の河川敷の桜、冬の
白猪の滝の氷瀑などを配信すること
によって、SNSなどで世界に向けて
発信したいと考えています。
市が行っている国際交流イベント
として、昨年から、滑川清流の森で
国際料理教室とイングリッシュキャ
ンプを実施しています。
各イベントの開催日及び参加人数
は、国際料理教室が平成28年11月
6日（日）8名、11月12日（土）3名、イ
ングリッシュキャンプが平成28年7月
27日（水）7名、平成29年7月27日
（木）10名でした。
これらのイベントでは、学校の授
業とは違った環境で、外国人講師と
話をしたり、自分たちの知らない海
外の食べ物や祭りなどを見たり聞い
たりでき、海外文化がより身近に感
じることができたると思います。
参加人数を増やすために、もっと
イベントの内容を分かりやすくお知
らせし、参加しやすい時期に開催す
るよう見直したいと思います。

学校教育課
(089-964-4420)

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）

担当課
（連絡先）

その他

現在、各学校には外国語指導助
手（ALT）の方がおり、通常の英語
の時間以外に、掃除の時間やス
ピーチコンテスト、英語検定など、
ALTの先生とお話しする機会はある
と思います。
そのような機会に、先生の母国の
事や日本との生活の違いなど聞い
たりして、少しでも外国の言葉や文
化に触れ、グローバルな視点を持て
るよう、積極的にALTの先生との交
流を深めてください。
また、市以外の様々な機関が実施
している国際交流事業の、積極的な
活用も検討してみてください。

学校教育課
(089-964-4420)

対応困難

現在、東温市内の公共交通は、電
車が松山市から横河原まで日中15
分間隔で、バスが松山市から川内
まで日中30分間隔で運行していま
す。また、市内の山間部についても
路線バスが運行しているのに加え、
4事業者がタクシーを運行していま
す。そういった中で、市が新たに無
料バスを運行することは、民間の事
業を圧迫するため、適当でないと考
えています。

都市整備課
(089-964-4412)

現在、市では2つの事業以外に、
取り組んでいるものはありません。
国際料理教室とイングリッシュキャ
国際料理教室や、イングリッシュキャン
ンプは、海外に行かなくても身近な
対応可
12 プの他に、異文化交流に向けて、行っ （次年度以降） 形で国際感覚が養われる内容に
ていることはあるか。
なっていますので、様々な異文化を
体験して、世界の国々に広く関心を
持つ機会にしてほしいと思います。

学校教育課
(089-964-4420)

国際交流について学校で学ぶ機会は
限られているように感じるが、まちとし
10 て、学校に進めてもらいたいことはあ
るか。

11 無料バスを運行することは可能か。

NO

ご意見・ご質問内容

東温市の美しい自然を、今後どのよう

13 にアピールしていこうと考えているか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

対応済

市では、皿ヶ嶺を東温アルプスと
呼んで観光のアピールをしていま
す。その一環として、豊かな自然を
生かしたエコツーリズム、ヘルス
ツーリズムのモニターツアーを実施
しています。ヘルスツーリズムは、
愛大医学部と連携し、皿ヶ嶺や、白
猪の滝に登り、定期的にその途中
で血圧を測る事業です。
今後、県内外に向けて、東温市の
美しい自然をアピールしていきたい
と考えています。
また、東温市とさぬき市の「芸術・
文化、観光情報等」をまとめた情報
誌を来年2月～3月頃に、皆さんの
ご自宅に配布する予定です。お手
元に届いた際にはぜひご覧くださ
い。

対応済

市では、一般家庭用の太陽光発
電設備などの導入を推進しており、
導入率は平成28年度末で、12.2％
と、全国トップレベルに達していま
す。
一方、エコ・キッズの活躍が地域
や行政を動かす原動力につながる
との期待から、環境教育を地球温暖
化対策の核として施策を展開してい
環境保全課
ます。具体的な取組には、毎年開催
(089-964-4415)
の「とうおん子ども科学＆環境会議」
や、環境教育やエコ活動に取り組む
小学校を支援する「とうおんエコ・
キッズ・ポイントプログラム」などが
あります。
市は今後も、環境教育・学習の推
進に特に力を入れながら、様々な環
境施策に取り組んでいきたいと考え
ています。

対応済

エコツーリズムや、ヘルスツーリズ
ムのモニターツアーなどを実施した
いと考えています。また、今年度、さ
くらの湯の駐車場に観光物産セン
ターを新設し、さくら市場を拡大する
計画を立てています。完成後には、
レンタサイクルやピザ体験、郷土文
化に触れることができる体験プログ
ラムを新しく計画しており、白猪の滝
等のハイキングと合わせた新しい企
画・ツアーが展開できるのではない
かと思っています。

新エネルギーの開発など、持続可能

14 な社会づくりのため、力をいれて取り
組んでいこうとしていることはあるか。

自然と遊べる場所、観光スポットを充

15 実させる企画などは考えられている
か。

担当課
（連絡先）

産業創出課
(089-964-4414)

産業創出課
(089-964-4414)

NO

ご意見・ご質問内容

中学校に進学してからは自主的な環
境保全活動があまりなく、地域の整備
活動等も、罰金が取られるなど強制的
16 なものが多いと感じる。
自主的に環境保全ができるようにする
ために、何か考えていることなどはあ
るか。

子育てに関することで、市が行ってい

17 る活動について教えてほしい。

平成29年8月1日から、県と企業が協
力して、第2子以降に5万円分のおむ
18 つ券の配布を始めたと聞いたが、東温
市ならではの子育て支援策はないか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

担当課
（連絡先）

対応済

現在、市が住民の方と協力して実
施している活動として、毎年7月に実
施している「クリーン愛媛運動」があ
ります。また、年に2回の「重信川ク
リーン大作戦」というボランティア活
動を実施しており、市職員や地域の
会社の方、一般の市民の方々にも
呼び掛けて参加していただいていま
す。
このほか、「東温市美しいまちづく
りサポーター制度」があります。これ
は地域の美化活動を行っているボ
ランティアグループに、清掃道具
や、花の種苗を支給するものです。
制度としては上記の3つがありま
すが、自主的にボランティア活動を
してくださっている方も多くいらっしゃ
います。皆さんもぜひ、そういった心
を身に着けて、頑張ってほしいと思
います。

対応済

幼稚園や保育所では保護者の生
活スタイルに合わせた子どもの預か
り保育事業や、預かり時間の延長を
行っています。また、子どもが病気
になった時に、保護者が仕事等によ
り看病できない場合でも、医療機関
の専用施設へ預けることができるよ
うにしています。
また、市はいつでも相談できる体
保育幼稚園課
制づくりを目指し、子育て中の不安
(089-964-4484)
解消のため、市役所や児童館で相
談を受けたり、保育所や集会所に専
門スタッフが伺うなど、保護者が気
軽に相談できる場所と機会の提供
を行っています。このように市ではき
め細やかなサービスを目指して、職
員、関係者一同、日々活動を行って
います。

検討中

ご質問の事業のように、地元企業
と協力して行っている東温市独自の
子育て支援策は、現在のところあり
ません。現在は、市が運営するイン
ターネットの子育て情報サイトにお
いて、子育て家庭の口コミ情報によ
るお店を紹介したり、民間企業で
行っている子育て情報を発信すると
いう活動を行っています。今後は市
と地元企業で何が出来るのか、ま
た、市民ニーズは何なのかを探りな
がら、東温市に合ったサービスの実
施に向けて、検討していきたいと考
えています。

環境保全課
(089-964-4415)

保育幼稚園課
(089-964-4484)

NO

ご意見・ご質問内容

人手や費用の面を考慮して、給食費を

19 値下げすることは可能か。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

対応困難

平成29年度の中学校給食は、1食
あたり285円（食材及び調味料）で計
算されています。この配分は、主食
代（ご飯及びパン）41.9円、牛乳代
51.26円、副食代（フルーツやデザー
トを含む）191.84円となっています。
現在、主食及び牛乳代は年々値
上がりをしており、その分、副食代
学校給食センター
の配分が少なくなっている状況です
(089-966-6322)
が、良い材料を安く契約して、献立
や調理方法を工夫し、美味しい給食
を提供できるように努力していま
す。このような状況で、値下げを行う
と、栄養価はもちろんの事、美味し
い給食を維持することが難しくなる
ことから、給食費の値下げは難しい
と考えます。

対応困難

イルミネーションの設置により、東
温市のアピールができ、人が集まる
ことによるメリットはあると考えられ
ますが、一方で周辺への騒音やご
みの問題、夜間の遊具の使用によ
る事故やいたずらによる施設の破
損等、デメリットの方が大きいと思わ
れます。また、イルミネーションの実
施において、約10万球の電球を設
置した場合、設置費や維持管理費
を合わせて約1000万円の費用が必
要となります。このようなことから、
市の厳しい財政状況を含め、総合
的に判断すると、実施は困難です。

都市整備課
(089-964-4412)

対応済

こども館ではクリスマスの時期に、
イベントも兼ねてクリスマスツリーの
飾り付けを行っています。また、玄
関付近には簡単なイルミネーション
をしていますので、是非、こども館に
遊びに来てください。

保育幼稚園課
(089-964-4484)

検討中

教育委員会としても、皆さんが勉
強に集中できるよう、エアコンの設
置を前向きに検討しています。
エアコンを設置した場合も、サー
キュレーターは、有効的に活用して
ください。

学校教育課
(089-964-4420)

人手や費用の面を考慮して、冬季にイ
ルミネーションを実施することは可能
か。
20 また、費用面から難しいようであれば、
クリスマスにもみの木の飾り付けなど
を、こども館で実施すると良いのでは
ないか。

学校の教室等にエアコンを設置するこ
とで、学習環境が整い、学力の向上が
期待されるが、設置することは可能
21 か。
また、仮にエアコンを設置した場合、現
在使用しているサーキュレーターはど
うなるのか。

担当課
（連絡先）

NO

ご意見・ご質問内容

こども館で中学生向けのイベントをし
ているが、こども館に行かない人は分
22 からないと思う。イベントのプリント等
を、学校で配布すればみんなが行くの
ではないか。

市民がごみを減らすことで経費削減で
きることを、ポスター等でいろいろなと
23 ころに掲示すれば、市民の意識も高ま
り、ごみも少なくなるのではないか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

担当課
（連絡先）

その他

こども館のイベントのプリントを毎
月、小学生には全家庭に配付し、中
学生には学校内に掲示をしていま
す。また、市や社会福祉協議会の
ホームページにもイベント情報を掲
載していますので、是非、ご覧くださ
い。

保育幼稚園課
(089-964-4484)

その他

本市のごみの総排出量は、平成
22年度の8,305ｔから平成26年度の
7,428ｔと、4年間で14.3％減少してい
ます。同様に、一人一日当たり排出
量も、4年間で10.6％減少しており、
減少傾向が続いています。また、各
年度とも、全国一人一日当たりの排
出量を下回っています。
ごみ対策は、誰もが取り組まなけ
ればならない問題であり、何より大
切なことは「もったいない」という気
持ちを忘れず、ごみをなるべく出さ
ないことです。
これまでも市のホームページや広
報とうおんなどで、東温市で出たご
みのことや、食品ごみの減量等につ
いて掲載してきましたが、いただい
たご意見も参考に、引き続き市民の
方々に呼び掛けていきたいと思いま
す。

環境保全課
(089-964-4415)

対応済

市内介護サービス事業所におい
ては、入所者・通所者またそのご家
族の方また地域の方々を対象に、
花見、盆踊り、長寿お祝い、月見な
ど趣向を凝らした様々なイベントを
実施しています。

老人ホームでのイベントを充実させた
り、老人ホームに近い場所でイベント
24 を行えば、移動手段のない高齢者もイ
ベントに参加しやすくなるのではない
か。

長寿介護課
(089-964-4408)

対応困難

市において、各種イベントを実施し
ていますが、その目的・趣旨等は多
岐にわたっていること、また介護
サービス事業所は市内に散在して
いることなどから、ご提案いただい
た近い場所で公平に市のイベントを
実施することは、難しいと考えます。

NO

ご意見・ご質問内容

各学校にビオトープを作るのはどう
か。もしビオトープを作る活動をすると
25 なれば、市からの支援はどのようにな
るのか。

生き物や植物について学習する機会
をあまり聞かないので、バードウォッチ
26 ング、虫取り大会、植物の標本づくりな
どを催すのはどうか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

対応困難

検討中

市として、地域の様々な生き物た
ちが暮らせる池（ビオトープ）などを
作る構想は、現段階ではありませ
ん。
空き地などを利用して作る場合、
場所の選定や、ビオトープ整備後の
管理の問題が生じます。また、水が
あると蚊の発生なども懸念されます
ので、慎重に検討しなければならな
いと考えます。
今後、東温市において、ビオトープ
を作る活動が活発に行われるように
なれば、市としての支援も検討して
いきたいと思います。

担当課
（連絡先）

環境保全課
(089-964-4415)

ご提案の内容は、生物の多様性を
知る上で貴重な自然体験活動であ
ります。生涯学習課では以前、重信
川自然観察会やバードウォッチング
生涯学習課
を行っていましたが、その後、講座メ
(089-964-1500)
ニューの見直しによって現在は実施
していません。今回のご提案を参考
に、体験講座の開催を検討していき
たいと考えています。

※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。

