ご意見・ご質問への回答一覧表 【子どもミーティング（小学生）】
〔日

時〕 平成30年8月28日
9:30～11:30
〔場
所〕 庁 舎 ５ 階 議 場
〔参加人数〕 24名

NO

ご意見・ご質問内容

ボールが使える公園を増やすといいと
思うが、ボールを使って遊ぶための
ルール作りなどしてはどうか。公園を
① 市民が気持ちよく使うためのルール作
りはしているか。
また、時計のある公園が少ないと感じ
るが、時計を設置してはどうか。

市内の各施設に行くための交通機関
は足りているのか。
② また、今後の交通機関充実のために
どのような計画があるか。

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

ボール遊びをされる方がマナーを
守って遊ぶことで、公園で遊ぶ人
と、周辺住民との間で、自然とルー
ルができ上がってくると思います。ま
た、時計については、公園ごとの利
用頻度を考慮しながら設置に努め
ていきます。

都市整備課
(089-964-4412)

対応済

東温市内では、平日に約100便、
土日に約60便のバスが運行してい
ます。
平成23年までは、半分くらいの運
行本数でしたが、皆さんの要望が
あって増便しています。
現在では、電車が松山市から横河
原まで15分間隔、バスが松山市か
ら川内まで30分間隔で運行していま
す。加えて、タクシーが市内全域で
運行されていることから、生活に必
要な交通手段は確保されている状
況にあります。
東温市では、公共交通を広く知っ
てもらうために、冊子「東温市公共
交通ガイド」を配布したり、電車やバ
スの乗り継ぎができやすいように時
間を合わせたり、様々な工夫をして
います。
実際に電車とバスを乗り継ぐこと
で、東温市の各地域や施設が徒歩
10分圏内にあることが分かると思い
ます。
公共交通は、皆さんが利用するこ
とで、継続した運行が可能となりま
す。このような機会が、ご家族の方
と一緒に、電車やバスなどの公共交
通機関を利用するいいきっかけにな
ればと願っています。

都市整備課
(089-964-4412)

NO

ご意見・ご質問内容

ウォータースライダーや流れるプール
のある市営プールを造ることで、水泳
③ を頑張る人が増えたり、家族で遊びに
行くことができたりするため、いいので
はないか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

対応困難

市営プールの設置、維持には莫
大な費用がかかります。市では、児
童・生徒の皆さんの安全・安心を図
るための耐震改修工事、老朽した
校舎の長寿命化等を図るための大
規模改修工事、最近の猛暑に対応
するための教室へのエアコン整備
の検討などを優先する必要がある
ため、市営プールの建設は予定さ
れていません。
ふるさと交流館さくらの湯には、泉
質のいい温泉だけではなく、年間を
通して利用できる温水プール、
ウォータースライダーがありますの
で、是非ご利用ください。

対応困難

バス路線に関しては、過去にも市
内循環バスの議論がありましたが、
多額の費用が必要であるため、限ら
れた予算の中で路線を増やすに
は、どこかを止めるという判断が必
要となり、現実的には、既存のバス
路線を廃止するのは困難という結
論に至っています。
南吉井地域は、東温市の中で最も
都市整備課
駅、バス停が多く、徒歩10分圏内、
(089-964-4412)
いずれかの公共交通が利用できる
状況にあります。
これを機に、公共交通ガイドをご
覧になっていただき、電車やバスを
利用して、ご家族の方と買い物や遊
びに出掛けてみて下さい。思ってい
た以上に、様々なところに行けるこ
とがわかると思います。

交通手段が便利なまちにするため、モ

④ ノレールを導入したり、バスの路線を
増やすことはできないか。

現在、東温市内に公園はどれくらいあ
るのか。
⑤ 拝志地区や東谷地区に公園を増やし
てほしい。

担当課
（連絡先）

その他

現在、東温市には、大小合わせて
約40か所の公園があり、約8割の公
園は市が主体となって管理してお
り、残りの2割の公園は地元が主体
となって管理しています。また、人口
が多い地区は公園が多くなり、人口
が少ない地区には公園が少ないと
いうのが現状です。
新しく公園を造るには、公園の場
所選び、大きさ、また公園ができた
後の維持管理の方法など、様々な
条件をクリアする必要があります。
それらの条件がクリアできるようで
あれば、新しく公園を造ることを検
討することができますので、まずは
ご家族を通じて、地域の人たちと話
し合ってみて下さい。

生涯学習課
(089-964-1500)

都市整備課
(089-964-4412)

NO

ご意見・ご質問内容

クリーン運動のような、市民全体の美
化活動は、どのような形でどのくらいし
ているか。その成果についても教えて
⑥ 欲しい。
また、環境についての看板を立てて、
市民全体に呼び掛ければ、たくさんの
人に協力してもらえるのではないか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

担当課
（連絡先）

対応済

市民全体の美化活動として、ク
リーン愛媛運動を毎年7月に、また、
重信川のボランティア美化清掃を年
2回行っています。
また、市では、「東温市美しいまち
づくりサポーター制度」を設置して、
住民参加型の美しいまちづくりを推
進しています。美化活動をするボラ
ンティアグループに、市が清掃用具
や花の苗を準備しています。現在、
ボランティアグループは市に17団体
登録されていますが、県に登録され
環境保全課
ているものも含めると、31団体あり、 (089-964-4415)
1,000人以上の方が活動をされてい
ます。
看板については、ごみのポイ捨て
禁止や犬の糞の持ち帰りの啓発用
看板を、市民の皆さんに貸し出しを
しています。
私たち一人ひとりが、環境に対す
る意識を高く持つことが大事ですの
で、市民の皆さんと市が一体となっ
て環境美化に努めていきたいと思い
ます。

対応済

市は、企業や地域の皆さんと協力
し合いながら、様々な方法でふるさ
との自然を守っています。
毎年7月に行っているクリーン愛媛
運動では、約8,000人、東温市の人
口の約4分の1の方が参加されてい
ます。
重信川ボランティア美化清掃で
は、市民の皆さんはもちろん、企業
にお勤めの方や、東温高校の生徒
の皆さんなども含めて、毎年100人
以上、多い時で650名もの方々が参
加されています。
いずれも市内の美しい自然を保つ
という目標に向けた事業で、多くの
方のご協力をいただいて実施してい
ます。今後も地域の皆さんと協力し
合いながら、ふるさとの自然を守っ
て行きたいと思います。

対応済

市では、整備されていない山林に
対して、間伐の費用の補助をして、
順次整備を進めています。また、全
国的に山林の整備が進んでいない
状況から、国は新しく森林経営管理
農林振興課
法を制定し、全国の市町村で森林
(089-964-4409)
の整備を加速させようとしています。
市としても、豊かな自然を守り、次の
世代に残していきたいと考えていま
す。

市の自然を守るために、どのようなこ
とをしているか。
⑦ また、活動に対して、東温市の人はど
れくらい協力しているか。活動の目標
は達成できているか。

環境保全課
(089-964-4415)

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）

対応済

塩ヶ森公園の遊歩道には四季
折々に咲く花がたくさん植えられ、
春になると、重信川河川敷や国道
11号線沿い桜三里の桜が見事に咲
きそろいます。また、地元の方々が
公園や道沿いの花壇などに植えた
花が、私たちを楽しませてくれてい
ます。
昨年開催されたえひめ国体では、
東温市に訪れる方々を気持ちよくお
迎えするために、競技会場周辺や
道路沿いなどにプランターに植えた
花を飾りました。
市内で開催されるイベントには市
内外から大勢のお客さんが来られ
て、賑わいを見せていますが、今後
も「東温市はいつもきれいな花が咲
いていて、また訪れたいな」と思わ
れるようなまちづくりをしていきたい
と思います。

環境保全課
(089-964-4415)

対応済

市では環境美化の一環として、
ポーチュラカやパンジー等を育てて
公民館等に配布する、花いっぱい
運動を実施しています。来年度以降
も、花が咲き誇る美しい街並みを保
てるよう、この運動を続けていきた
いと考えています。

生涯学習課
(089-964-1500)

対応済

植樹に関して、市、県、国では、山
林の伐採を推進するよう、伐採、植
林、下刈り等の作業に対して補助を
行い、健全な山林を後世に残すよう
支援をしています。

農林振興課
(089-964-4409)

対応済

木材の利用の啓発活動のため、
木製のベンチや、木製のサイクルス
タンドなどの設置を行っています。ま
た、今年1月から、松山市で木質バ
イオマス燃料による発電施設が稼
働し始め、間伐等の未利用材を燃
料として利用しています。こうした活
動に対し、市は補助を行っていま
す。

農林振興課
(089-964-4409)

自然いっぱいで賑やかな東温市にす
るため、植樹や花を植えるなどすれば
⑧ いいと思うが、緑を増やすためにどの
ような事をしているか。

素晴らしい自然を生かした木のまちに
するため、セルロースナノファイバーの
ような、木を使ったものを開発して有効
⑨ に使ってほしい。そこで、市で木を有効
利用するために行っていることはある
か。

サッカーをしているので、サッカー専用

⑩ スタジアムを作ってほしい。

担当課
（連絡先）

対応困難

サッカー専用スタジアムがあれ
ば、市内のスポーツ振興等において
様々な利点が考えられますが、サッ
カー専用スタジアムを作るための全
ての経費を考えるとおよそ10～12億
生涯学習課
円の経費が必要となります。東温市 (089-964-1500)
にサッカーの専用スタジアムがあれ
ばいいなと思いますが、これからの
夢として追いかけてみたいと思いま
す。サッカーを頑張ってください。

NO

ご意見・ご質問内容

ごみを減らすため、まずはプラスチック
ごみの分別、リサイクルを心がけると
⑪ いいと思う。市ではプラスチックごみを
減らすために何か対策をしているか。

クリーン活動に参加したらスタンプがも
らえ、スタンプが集まればいのとんグッ
⑫ ズと交換できるようにすれば、クリーン
活動の活性化に繋がり、美しいまちに
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）

その他

プラスチックごみの増加は、今や
世界的な問題となっており、過剰包
装を問題視してごみを減らそうとい
う動きがあるようです。
海外ではプラスチックごみによる
環境汚染を防ぐために、プラスチッ
クストローを廃止する動きが広がっ
ており、国内でも大手外食店が日本
で初めて廃止に踏み切るという報道
がありました。
プラスチック類は、リサイクルで
様々な製品に生まれ変わるため、
市では、住民の皆さんにもご協力い
ただき、プラスチックごみの分別を
徹底していきたいと思います。

環境保全課
(089-964-4415)

その他

クリーン活動に参加しポイントを貯
めていのとんグッズと交換する仕組
みはいいご提案だと思います。
市では、このご提案とよく似た内容
の「とうおんエコ・キッズポイントプロ
グラム」を平成28年度から実施して
います。環境教育やエコ活動に取り
組む市内の小学校7校において、環
境活動に参加した児童にスタンプを
発行して、学校には認定書と、活動
で使用する教材等の支援をしてい
ます。
市が呼びかけるクリーン運動や清
掃ボランティアには、毎回多くの住
民の方々が参加されていますが、
美化活動は継続して行うことが重要
です。市では、今回のご提案も参考
にしながら、市民の皆さんが気軽に
クリーン活動に参加でき、美しいま
ちになるような工夫をしていきたいと
思います。

環境保全課
(089-964-4415)

その他

平成29年度に東温市で出たごみ
の量は、約7500トンでした。
観月祭や市主催のイベントなどで
出たごみは、スタッフや市の職員、
その他、市民の方々と協力し合って
後片付けを行い、市の焼却場等で
処分をしています。

環境保全課
(089-964-4415)

東温市では年間、どれくらいのごみが

⑬ 出ているのか。また、お祭りやイベント
で出たごみはどうしているのか。

担当課
（連絡先）

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

近年、山奥に住んでいたイノシシ
やサルが市街地付近に出没するこ
とが増えており、農作物への被害も
増えています。ごみが原因かどうか
は分かりませんが、山にスギやヒノ
キの人工林が増え、エサが無くなっ
ていることが原因の一つであると考
えられます。
また、地球温暖化なども影響して
いると考えられますので、市におい
ても、地球温暖化防止対策につい
て積極的に取り組んでいます。

環境保全課
(089-964-4415)

対応済

農林振興課と農業委員会で、放置
された田、耕作放棄地については、
所有者の方に草刈り、適切な管理
をするよう指導をしています。

農林振興課
(089-964-4409)

対応済

東温市には、上林の皿ヶ嶺エコ
ファーマー米、井内の井内米、河之
内の穂田琉米などのブランド米があ
ります。現在は、これらのお米を含
め、様々な農産物やその加工品な
どを、SAKURA select（さくらセレク
ト）というセレクト商品としての開発
に取り組んでいます。また、地域の
美味しいお米もあることから、おむ
すびを活用した取組を考えていると
ころです。

産業創出課
(089-964-4414)

検討中

スタンプラリーを実施する場合、台
紙代や景品代等などの経費や設置
場所、管理方法などの課題があり、
すぐに実施することは困難と思いま
すが、スタンプラリーは市内を巡り、
滞在時間が長くなるといった効果も
あることから、他のイベントなどと同
時に開催できないか検討を進めて
いきたいと思います。

産業創出課
(089-964-4414)

今はごみのせいで動物がいなくなって

⑭ きていると思うが、どういう対策をして
いるか。

田から水が流れ出していて道が濡れ
ているところや、田の雑草が道まで
⑮ 迫ってきているところを見たことがある
が、そうした田の整備はどうしているの
か。

観光の目玉として、東温市のブランド
米を作ったり、違う作物のブランド化を
⑯ してみてはどうか。
また、東温市だけの作物を使ったグル
メ街道を作るのはどうか。

市の観光地にスタンプを置き、スタン
プラリーをすれば、市内外からそれぞ
⑰ れの観光地を訪れる人が増えるので
はないか。

東温市の名所をアピールできる写真
や地図の入った看板を、川内インター
⑱ の出口や東温市と他の市との境に設
置すればいいのではないか。

担当課
（連絡先）

対応困難

上林、河之内、井内、滑川渓谷な
どには、その地域に特化した観光
PR用の看板を設置しています。ご
提案のあった川内インターの出入口
産業創出課
については、許認可や費用などの
(089-964-4414)
問題から困難とは思いますが、今後
は、東温市観光物産協会と相談し
ながら考えたいと思います。

NO

ご意見・ご質問内容

地区ごとに、子どもから高齢者まで楽
しめる交流イベントを行うと、絆が深ま
⑲ り住んでよかったと思えるまちになる
のではないか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

その他

ご提案いただいた内容を踏まえ
て、改めて地元を見渡すと、例えば
地域のお祭りには、子どもからお年
寄りまで全ての世代が集まっていま
す。各世代共通で楽しめる、何か目
標を持ってやれることの一つが、お
祭りではないかと考えます。みんな
が楽しめる何かを創造していく考え
方は、素晴らしいと思います。

企画政策課
(089-964-4473)

その他

非常に面白いアイデアで参考にさ
せていただきたいところですが、
様々な人が生活する一般社会にお
いては、挨拶の大きさや爽やかさだ
けでなく、色々な個性が認められる
ような視点も大事ではないかと考え
ます。イベントの企画に当たっては、
市民提案活動支援事業という制度
があります。企画政策課窓口で意
見を聞かせていただきたいと思いま
すので、お気軽にお越しください。

企画政策課
(089-964-4473)

検討中

市内の学校では、挨拶運動を盛り
上げるため、挨拶をした場合に、
シールを配るなどの取組を行ってい
る学校があると聞いています。この
運動を市内全体に広げていくこと
は、素晴らしいアイデアだと思いま
す。
しかし、これを実行していくために
は、様々なことを検討する必要があ
り、直ぐに実行することは難しいと思
います。
皆さんが実施してくださっている学
校内での挨拶運動を広げて、登校
する際に出会う地域の人達にもしっ
かりと挨拶をしてくれることで、挨拶
の声が響く東温市になると思います
ので、これからも、明るくしっかりとし
た挨拶をお願いします。

学校教育課
(089-964-4420)

検討中

市内には、うどん流しを実施してい
るところはありませんが、上林区の
方達が毎年7月から8月にかけてそ
うめん流しを営業しています。現在、
東温市さくらの湯観光物産センター
において、うどん打ち体験やパンの
試作なども可能な体験棟を整備し、
様々な試作品の開発を行っていま
すので、この体験棟を活用しなが
ら、大規模なイベントの中で合わせ
て開催することを検討していきたい
と思います。

産業創出課
(089-964-4414)

東温市を挨拶の声が響くまちにするた

⑳ め、挨拶コンテストを開くといいのでは
ないか。

東温市を挨拶の声が響くまちにするた
め、挨拶ボランティアを募集し、市内各
所に立っている挨拶ボランティアに対
㉑ して、しっかりとした挨拶をすればシー
ルがもらえる等の制度を設けることは
できないか。

東温市を活気あふれたまちにするた
め、特産品の裸麦を使ったうどん打ち
㉒ 体験やうどん流し、裸麦・もち麦を使っ
たパンコンテストなどの飲食イベントを
開催してはどうか。

担当課
（連絡先）

NO

ご意見・ご質問内容

目や耳の不自由な方に対してどのよう
な心配りをすればいいのかをポスター
にし、多くの人が集まる場所に貼ること
で、たくさんの優しい心がある人を増
やすことができるのではないか。
㉓ 高齢者の方や障がいのある方と触れ
合うことができる施設やイベントを増や
すことで、一緒に生活をしたり、お手伝
いをしたりする機会を増やすこともい
いのではないか。

大雨が降り、川が氾濫して避難所が水
没するほどの災害が発生した場合、市
㉔ としてはどのような対応ができるか。
また、今後、東温市で想定される災害
にはどのようなものがあるか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

担当課
（連絡先）

対応済

障がいのある人たちへの心配りに
ついて考えてもらうために、学校で
ポスターを作ることは大変効果があ
ると思いますので、今後検討してい
きたいと思いますが、他にも、障が
い者への心配りについて考えてもら
う方法があります。
愛媛県では、現在、「見た目には
分からない障がい」を持っている人
が、周りの人たちから助けてもらい
やすくするための「ヘルプマーク」を
広める取組をしています。今年の3
月に、小中学校、保育所、幼稚園
に、ヘルプマークの実物とポスター
を配付していますので、学校で確認
してみて下さい。ポスターを皆さん
社会福祉課
が見かける場所に掲示して、例え
(089-964-4406)
ば、「このようなマークを見かけた
ら、あなたはどのような対応をします
か」といったコメントを貼り付けれ
ば、心配りについて考えてもらえる
機会が増えるのではないかと思い
ますので、学校で提案してみて下さ
い。
市内の障がい者や高齢者施設で
は、毎年、地域の人と交流するイベ
ントを開催しています。学校へも、イ
ベントの案内をしてもらえるよう、市
内の施設に呼び掛けたいと思いま
すので、案内があった時には、積極
的に参加していただき、障がいのあ
る人や高齢者の方たちと交流してほ
しいと思います。

対応済

東温市で実際に被害が発生した
時の対応として、市は道路の復旧な
どの応急活動や避難所の運営、災
害に見舞われた人の住む場所の確
保や、見舞金の支給などの支援を
行い、復旧、復興を進めていくことに
なります。また、災害が発生する前
に、状況を見て避難所を開設し、避
難勧告や避難指示を発令します。
東温市には26か所の指定避難所が
あり、避難の必要がある地区の避
難所を開設するようにしています。
東温市で想定される災害につい
ては、今後30年以内に、70～80％
の確率で発生されるといわれている
南海トラフ巨大地震や、中央構造線
断層帯を震源とする直下型地震な
どがあります。

危機管理課
(089-964-4483)

NO

ご意見・ご質問内容

豊かな自然に恵まれている反面、自
然災害が起こりやすい地域でもあると
㉕ 思うが、東温市で安心して暮らせるよ
う、防災訓練の日を設けてはどうか。
また、避難所を増やしてはどうか。

上林地区には街灯があまりないが、田
畑や川があり、中学生、高校生などが
㉖ 下校時に危険であるため、街灯を増や
してほしい。

子どもが安心して登下校することが大
切だと思うが、不審者が増えているた
㉗ め、見守り隊の大人を増やすことはで
きないか。

市内に、耐震工事されている学校施設

㉘ はどれくらいあるか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

担当課
（連絡先）

検討中

市では、毎年11月頃に総合防災
訓練を行っています。平成28年度は
南吉井小学校、平成29年度は西谷
小学校、今年度は北吉井小学校を
メイン会場として行う予定で、地元
の方が中心となり、小学校への避難
から、炊き出し訓練、避難所の運営
訓練を行っています。その他の小学
危機管理課
校区では、消火訓練や救命訓練な
(089-964-4483)
どを行っています。また、出水期に
備えて、毎年5月に水防工法訓練を
行っています。
避難所については現在26か所の
避難所があり、各小学校や中学校、
山間部の方では集会所も避難所に
指定していますが、今後必要があれ
ば増やすことも検討します。

対応済

防犯灯については地元の区が設
置するようになっています。市では、
地元が設置したものに対して、補助
金を交付しています。
もし、危険だ思う場所があったら、
ご家族を通じて、地元の区長さんな
どに相談してください。

検討中

皆さんが登下校する際に、見守り
活動をしてくれている方々はボラン
ティアのため、毎日、定時に見守り
活動をすることは難しいと思われま
す。そのため、皆さんを不審者から
守り、安心して学校に行けるように
学校教育課
するには、今以上に多くの見守り隊
(089-964-4420)
の人の協力が必要になります。
今後も、皆さんの安全を第一に考
え、学校を通じて、皆さんが住んで
いる地域の多くの方々に見守り隊の
活動に協力してもらえるよう努めて
いきたいと思います。

その他

東温市内の学校については、小中
学校の校舎46棟、全ての建物が耐
震化工事を終えています。

危機管理課
(089-964-4483)

学校教育課
(089-964-4420)

NO

ご意見・ご質問内容

防災無線の放送は、誰が話している

㉙ のか。

南海トラフ巨大地震に対する対策は何

㉚ かあるか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

その他

防災無線の放送については市職
員が行っています。総務課の職員
が行うほか、災害時の避難勧告や
避難所の開設については、危機管
理課の職員が行っています。

危機管理課
(089-964-4483)

対応済

南海トラフ巨大地震対策としては、
資機材を整備したり、公共施設を耐
震化しているほか、各種防災訓練な
ども行っています。普段から、備蓄
食料を用意したり、家具の転倒防止
などを行っていただくと、被害もかな
り軽減されますので、各家庭におか
れましても、積極的な対策をお願い
します。

危機管理課
(089-964-4483)

その他

防災行政無線の放送が聞こえにく
い場合、少し窓を開けて聞いてみて
ください。また、放送を家の中でも聞
くことができるものとして戸別受信機
危機管理課
があり、受信機購入については市の
(089-964-4483)
補助制度があります。さらに、放送
内容をフリーダイヤル(0120-600041)で聞くことができるサービスもあ
ります。

防災行政無線のスピーカーが道路の

㉛ 奥にあるため、雨や車の音で聞こえな
い場合があるが、どうすればいいか。

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。

