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30年8月28日
13:30～15:30
〔場
所〕 庁 舎 ５ 階 議 場
〔参加人数〕 23名

NO

ご意見・ご質問内容

災害対策をより強化しなければならな
いと思うが、避難場所となっている重
信中学校の体育館の、冷房対策を何
① か考えているか。
また、南海トラフ巨大地震に備え、市
ではどのような対策をしているか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

検討中

担当課
（連絡先）

猛暑時に長期間の避難生活を送
る上では、スポットクーラー、大型扇
風機などを設置する必要があります
が、学校体育館は指定避難所という
だけでなく、皆さんが普段から使わ
れている学校施設になりますので、
危機管理部門と教育委員会が連携
し、今後検討していきたいと思いま
危機管理課
す。
(089-964-4483)
南海トラフ巨大地震に対して市が
行っている対策は様々なものがあり
ますが、保存食や災害時に必要な
資機材の整備、大規模災害を想定
した防災訓練、災害時の相互応援
や協力体制を整備するための協定
の締結等を実施しています。

信号や横断歩道の設置に関して
は、聞き取りや、現場の確認を行
い、実際に横断歩道・信号が設置可
能かどうかを判断し、可能な場合は
交通事故を減らし、安全なまちづくりを
設置しています。
するため、必要な場所に信号や横断
対応可
交通安全教室については、毎年2
② 歩道を増やすことはできないか。
（次年度以降） 月に各学校に対して、要望調査を
また、中学校において、各学年で交通
行っていますので、その際に要望を
安全教室を年に１度実施できないか。
あげていただければ、日程を調整し
て開催することは可能です。まずは
学校の先生方にご相談の上、市ま
でご連絡ください。

危機管理課
(089-964-4483)

NO

ご意見・ご質問内容

下校時に見守りのボランティアを行っ
てもらうことはできないか。また、現在
③ はどのような不審者対策をしている
か。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

検討中

全国的に子どもが犠牲となる犯罪
や凶悪事件が相次いで発生し、社
会問題化するなど、子供を取り巻く
環境は急激に変化しています。その
ため、市では下校時の見守り活動と
して、教職員による登下校指導のほ
か、保護者や地域のボランティアの
方による見守り隊やまもる君の家な
どの取組をしています。
教育委員会では、これまで以上に
学校の安全対策の組織的な取組を
充実させていくためには、下校時の
見守り活動についても強化していく
必要があると思っていますので、ボ
ランティアの募集も含めて、学校や
関係機関と連携を図っていきたいと
思います。
不審者対策については、補導委員
による巡回補導や青色防犯パト
ロールによる巡回活動を行っていま
す。また、スクールガードリーダーを
各学校へ派遣し、学校へ不審者が
侵入してきたときの避難訓練や警備
上の注意点について指導を行って
います。
不審者情報の連絡があった場合
には、すぐに学校、警察、教育委員
会が連携し情報を共有するととも
に、とうおんメールや市ホームペー
ジで情報を配信し、注意喚起を行っ
ています。

担当課
（連絡先）

学校教育課
(089-964-4420)

防犯灯の大半については、行政区
で設置、管理をしていただいており、
市は設置費用に対して、補助金をお
渡しして、計画的な整備促進をお願
いしているところです。皆さんのお住
対応可
まいの地域で、暗く危険であり、防
危機管理課
（次年度以降） 犯灯の設置が望ましいと思われる
(089-964-4483)
場所がありましたら、ご家族を通じ
て、地元の組長さん、区長さんにご
相談していただき、そちらから市に
対して防犯灯の設置要望を提出し
暗く危険な場所が多いため、外灯を増
て頂けたらと思います。
④ やしたり、コンビニなどを誘致してみて
はどうか。

対応困難

コンビニの誘致については、土地
の利用に制限をかける法律等によ
り、立地そのものが難しい場合があ
ります。また、コンビニは24時間営
業しているので便利な反面、夜間の
照明の明るさや、騒音、ごみ放置な
どの問題もあり、市が積極的に誘致
に関わる事については課題が多い
のではないかと考えています。

産業創出課
(089-964-4414)

NO

ご意見・ご質問内容

子どもや高齢者でも分かり易い防災
マップを、公共施設等に設置するなど
⑤ して、安全に過ごすということを市民全
員が考えていけるようにすればいいの
ではないか。

壊れている街灯について、市はどのよ

⑥ うに把握しているのか。

市の地産地消について子どもたちに
分かり易くＰＲし、若い世代が農業に関
⑦ 心を持てるようにするため、市ではど
のような就農促進に関する取組をして
いるか。

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

今後、中学生以下やお年寄りの方
などにも分かり易い防災マップ作り
を検討させていただければと思いま
す。

危機管理課
(089-964-4483)

その他

防犯灯は、大半が各行政区が管
理しているものです。壊れた防犯灯
については、行政区の区長さんや、
地元の方からの情報提供により把
握しています。

危機管理課
(089-964-4483)

その他

地域の農業を守るための若い方
への取組の例として
①農業を始めるために必要な農地
取得要件を50aから40aに引き下げ
②農業経営が不安定な期間（5年
間）について、運転資金や農業機械
導入の補助によりサポート
③農業委員会と協力して新しく農業
を始める人の発掘
などを行っています。
このような取組を県、ＪＡ、市など
が連携して、農業を担う若者をはじ
めとした就農者の育成・確保を推進
します。

農林振興課
(089-964-4409)

NO

ご意見・ご質問内容

子どもたちが地産地消のよさを知るた
めに、生産者と一緒に給食を食べるイ
ベントや農業体験を行えばいいと思う
⑧ がどうか。
また、これらに関する「食」の面から住
みやすい東温市にするために、何か
取組をしているか。

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

子どもたちが農業を身近に感じ、
食の大切さを実感してもらうため、
各小学校では農家の協力を得て、
田植えや稲刈り、野菜作りなどの体
験学習の機会があります。更に深く
学習や体験をしたい場合などは、
オーナー制度により取り組むことも
できますので、興味のある方はご相
談ください。

農林振興課
(089-964-4409)

対応済

あさつゆマルシェは全国でも屈指
の売り場面積で、愛媛県内の農産
物などを販売しており、市としても引
き続きＰＲをしていきたいと思ってい
ます。ただし、東温市内には産直市
が７か所ありますので、平等・公平
の原則からあさつゆマルシェだけを
重点的に宣伝するということはなく、
他の産直市と同じようにＰＲしていま
す。
県外の人への宣伝については、観
光物産展や、市長をトップとした県
外での観光ＰＲキャラバン等の機会
を活用して、宣伝活動を行っていま
す。

産業創出課
(089-964-4414)

その他

東温市には青年農業者協議会
（会員31名）があり、農業技術の向
上、農業経営の発展などを目的とし
て、会員相互が研鑽しています。そ
の協議会の活動として「どてかぼ
ちゃカーニバル」は34回を数え、県
農林振興課
内外の方に楽しんでいただいていま
(089-964-4409)
す。
この他、まつやま産業まつり、中
予地区6市町が連携してＳＮＳによる
情報発信や相互のイベント参加など
により東温市の農業をＰＲしていき
たいと考えています。

東温市の農業活性化のため、あさつ
ゆマルシェの宣伝をさらに行うべきで
⑨ はないか。
また、現在、愛媛県内外の人への宣
伝は、どのようにしているか。

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

クリーン運動については、毎年7月
に自治会、学校を中心に市が呼び
かけを行い、例年8,000人以上の方
にご協力をいただいて実施していま
す。 その他にも、各地域が独自に
清掃活動を行っています。
ご提言のあった、月1回のクリーン
運動ですが、市内の自治会、学校
に過大な負担がかかることが予想さ
れます。各団体が独自に、毎月1日
はクリーン活動の日と銘打つなど、
各自で美化清掃をするなどであれ
ば、市民のクリーン運動の意識付け
になり、よいかと思います。
グリーンカーテンについては、市で
も地球温暖化対策と、省エネルギー
の観点から推進をしています。毎
年、市役所本庁にはゴーヤの苗を
植えて「緑のカーテン」を設置してい
ます。
緑のカーテンを普及促進するため
の取組として、公共施設にゴーヤの
苗や、学校給食の食品残渣から
作った堆肥を配付したり、市民の皆
さんにゴーヤと朝顔の種を配付した
りしています。 希望される学校に
は、緑のカーテンを設置するための
苗を配付しますので、学校の先生に
ご相談の上、3月初旬までに市にご
連絡ください。

環境保全課
(089-964-4415)

その他

東温市の森林を守る活動につい
ては、現在、山林の伐採を推進する
よう、伐採、植林、下刈り等の作業
に対して市、県が補助を行い、健全
な山林を後世に残していけるよう、
支援を行っています。

農林振興課
(089-964-4409)

その他

市内の学校では、上林小学校、西
谷小学校で緑の少年隊が結成され
ています。緑の少年隊は、緑を愛
し、緑を守り・育てる活動を通じて心
豊かな人間に育っていくことを狙い
としているものです。市内の他の学
校でも、それぞれの地域の特性を
活かした活動に取り組まれています
が、緑の少年隊が増えることで、東
温市の自然に囲まれた環境が守ら
れていくと思いますので、結成につ
いても考えてみてはどうでしょうか。
また、学校へのグリーンカーテン
設置については、室温の上昇を抑
えることができる環境に優しい暑さ
対策ですので、環境教育の一環とし
て、学校の先生方と相談の上、取り
組んでみてください。

学校教育課
(089-964-4420)

月に１度の各地域におけるクリーン活
動、市内の各小中学校への緑の少年
隊の結成、学校へのグリーンカーテン
⑩ の設置などを行えばいいと思うが、東
温市の自然（特に森林）を守るため
に、どのような取組をしているか。

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

アルミ缶回収運動やエコキャップ
回収運動は、リサイクルで発生した
利益で福祉施設へ車いすを寄贈し
たり、発展途上国の子どもたちにワ
クチン代として寄附するもので、共
助の精神を養い、リサイクル、環境
問題に関する活動を通して福祉活
動に寄与する社会貢献として評価さ
れている活動です。その活動を広げ
ることは素晴らしいことですが、各学
校ではそれぞれ特性を活かした活
動に取り組んでいますので、今後、
各学校において先生方に相談した
上で、検討していただきたく思いま
す。

学校教育課
(089-964-4420)

対応済

井内地区においては、今年度か
ら、棚田オーナー制度に準ずる棚田
ファンクラブを開催しています。十数
名の方がファンクラブの趣旨に賛同
し、参加いただいています。他にも
ホームページ等で田植え、稲刈り等
の農業体験の参加者を募集して、
井内地区のＰＲを行っています。

農林振興課
(089-964-4409)

対応済

市内の自然景勝地周辺のカフェ等
については、滑川渓谷に「滑川清流
ハウス」が、白猪の滝の近辺に
「kuromori」が、ともに平成28年度に
できました。また、白猪の滝の近辺
には、古くから、白猪屋酒店というお
でんの有名なお店があります。ほか
の自然景勝地では、現在のところカ
フェなどを設置するといった予定は
伺っていません。
オブジェについては、残念ながら
費用対効果の面で、設置することは
難しいのではないかと考えていま
す。
なお、オブジェではありませんが、
観光スポットなど、東温市の魅力を
伝えるために、フジグラン重信にタ
ペストリーを作成していただき、常設
展示しています。
ＳＮＳについては、東温市観光物
産協会がＳＮＳを活用した情報発信
を行っています。また、坊っちゃん劇
場の役者さんを中心とした、東温市
観光大使の52名の方に、それぞれ
の情報ツールを活用した情報発信
をしていただいているところです。今
後、様々な工夫を凝らし、若い世代
の方に向けた取組を考えていきた
いと思います。

産業創出課
(089-964-4414)

川内中学校が取り組んでいる、アルミ

⑪ 缶回収運動や、エコキャップ回収運動
を、市内に広げてみてはどうか。

井内地区の棚田、井内米について、市
全体に知ってもらうようＰＲすれば、若
⑫ い人たちの就農促進に繋がり、米作り
にも関心が集まるのではないか。

市内の自然豊かな観光スポットに、若
者が興味を抱くよう、カフェやオブジェ
を設置する等の工夫はできないか。
⑬ また、若い人たちを取り込んでいくた
め、ＳＮＳを利用した広報活動を行うこ
とは可能か。

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

音楽会の規模を拡大し世代交流
を行うためには、運営方法について
学校で検討する必要がありますの
で実施については、学校の先生方
に相談してみてください。
現在、市が開催している東温市文
化祭の発表会などを活用し、様々な
世代の方と共演してみるのはいか
がでしょうか。

学校教育課
(089-964-4420)

その他

市では、演劇やアートによる新た
なまちづくりに向けて挑戦を始めて
います。演劇やミュージカル、提案
のあった音楽、ダンス、美術など、
様々なアートイベントやプログラムを
通じて、東温市に全国から人に集
まってもらうことを目指しています。
まずは、市内のあらゆる場所で、歌
手のコンサートや、普段は都市部で
しか見られないようなパフォーマン
ス、市民参画型のワークショップな
どをたくさん予定しています。多くの
方に気軽に参画しながら応援してい
ただくことで、いつか有名なアーティ
ストにも、東温市を盛り上げてもらう
ための招待ができるようになってほ
しいと思います。

企画政策課
(089-964-4473)

その他

市では、地域の皆さんのコミュニ
ティ活動などを応援するために助成
金を出しており、地域の役員さんを
通じて、地域で行う活動の費用など
に充ててもらっています。ただし、地
域によっては、人々の生活スタイル
が多様化してしまったような事情も
あり、地域の役員さんを引き受けて
もらう人がなかなか決まらなかった
り、せっかくイベントをしても、毎回参
加する人が同じ顔触ればかりになっ
てしまうという悩みがあるようです。
中学生の皆さんも、勉強や部活、趣
味、遊びなど、いろいろ忙しいと思い
ますが、自分たちの住む地域行事
にどのようなものがあるか、もう一度
よく注目していただいて、積極的に
参加していただき、ご家族の方や近
所の方と企画やアイデアを提案して
いただきたいと思います。

企画政策課
(089-964-4473)

東温市音楽会の規模を拡大して、
様々な世代の交流を行うことはできな
いか。
また、坊っちゃん劇場やアートヴィレッ
⑭ ジセンターに、有名な歌手やグループ
を招待してコンサートを行うことで、市
のＰＲにつながり、音楽で有名なまち
にすることができるのではないか。

明るく笑顔の多いまちづくりのため、若
い人からお年寄りまでが一緒に参加で
⑮ きるイベントを企画し、コミュニケーショ
ンが取れる場を設けてみてはどうか。

担当課
（連絡先）

NO

ご意見・ご質問内容

東谷地区や西谷地区を活性化する政
策を考えてみてはどうか。皆で集まれ
⑯ るような広場の設置や三世代交流が
できる行事などがあればいいのではな
いか。

東温市の環境をどのように守って行く
か、年代を越えて考えるため、西谷小
⑰ 学校が行っていた、森林や棚田を利用
した自然体験活動を、市全体に広げて
みてはどうか。

いのとん揚げや東温汁、さくらパン等
の学校給食のメニューを商品化するな
⑱ ど、東温市ならではの食材を使った商
品を作ることで、食のアピールをしては
どうか。

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

市では過疎化による地域の担い
手不足の解消や、地域の活性化を
目指すため、東京や大阪などの都
市部から東温市に移住して地域活
動を手伝ってもらう方を地域おこし
協力隊として受け入れる制度に取り
組んでいます。この制度をきっかけ
に、東谷地区や西谷地区を含む４つ
の中山間地域では、地域住民の方
が中心となって、地域の将来を考え
企画政策課
行動する地域運営組織を結成しま
(089-964-4473)
した。現在は美しい自然や田舎暮ら
しなど、地域の魅力を体験できる交
流拠点施設を作るなど一生懸命頑
張っています。これらの取組はまだ
始めて間もないですが、既に新聞や
テレビで取材されるなど、多くの人
が訪れるような変化が生まれてきて
います。今後も、市と地域住民の皆
さんと協働でまちづくりを進めていき
たいと思います。

その他

西谷小学校が行っていた自然体
験教室は大変素晴らしい事業だと
思いますが、自然体験の事業を実
施するには、地域の方の協力が必
要です。現在、自然豊かな中山間
地域の住民が主体となり、自分たち
の地域の活性化に取り組んでいま
すが、同じように、自然と触れ合える
体験企画に挑戦しています。例え
ば、山道や美しい棚田をマウンテン
企画政策課
バイクでのんびり散策してもらう体
(089-964-4473)
験や、田舎の古民家を改修した宿
泊施設での暮らし体験、農林業体
験、アートイベント、棚田を使っての
マラソン大会、泥んこサッカーなどを
実施しており、今後はツリーハウス
作りなども計画されています。これ
からも東温市にある魅力ある地域
資源を生かした企画・アイデアを増
やしていきたいと思います。

対応済

東温市は、市全域に伝わる伝統
的な料理、いわゆるソウルフードが
明確でないため、新たに開発する必
要があります。現在、東温市ならで
はの食材の一つとして、もち麦を使
用したもち麦のお餅やロールケー
キ、もち麦うどんなど、様々な加工
品をさくらの湯観光物産センターで
販売しています。
また、今後、さくらの湯観光物産セ
ンターで、SAKURAselect（さくらセレ
クト）として、東温市らしさが伝わる
様々なグルメ商品を開発する予定と
しています。
給食のメニューについては、今後
の参考にさせていただきたいと思い
ます。

産業創出課
(089-964-4414)

NO

ご意見・ご質問内容

東温市の食材を使った、インスタ映え
する食事やスイーツなどを観光地付近
⑲ のカフェで売り出し、若者の誘致につ
なげればいいのではないか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

その他

観光地付近のカフェ等としては、
地元の方が中心となって経営されて
いる滑川清流ハウスやkuromoriなど
の施設があります。
メニューの参考としていただけるよ
う、中学生の方から、そのようなご
意見があった事をお伝えします。

その他

幅広い世代間での交流は、ふれ
あいや相互理解を深めるだけでな
く、地域の連帯感を育み、さらに社
会全体の統合を維持していく上で、
欠くことができないものです。各学校
においても、学校の特性に応じた三
世代交流を行っていると思います
学校教育課
が、特に、上林小学校における三世 (089-964-4420)
代交流会は、子ども達の視野を広
げ、地域や社会に対する関心・理解
を深める役割を果たしています。
皆さんも、地域の活動等に積極的
に参加しながら、三世代交流に努め
てもらいたいと思っています。

その他

様々なイベントの周知・ＰＲや報告
について、多くの方へ周知するため
に、現在は、市のホームページだけ
でなく、フェイスブック、インスタ、ブ
ログなどの活用に取組んでいます。
東温市の地域おこし協力隊もそれ
ぞれフェイスブックやインスタ、ブロ
グでいろいろな情報を発信するな
ど、東温市の魅力を多くの方に知っ
てもらえるよう努力しているところで
す。インターネットが苦手なお年寄り
の方などもいらっしゃると思います
が、そういった方には、手作りの新
聞を作って配布している地域もあり
ます。今後も更に工夫していきたい
と思います。

企画政策課
(089-964-4473)

その他

皆さんの学校では、大切な勉強時
間以外にも、既に多くの行事やイベ
ントも行われており、大変忙しい状
況だと思いますので、例えば皆さん
が住む地域行事に注目していただ
きたいと考えます。地元の若い方か
らお年寄りまでを含めたイベントな
どに参加し協力することで地域を盛
り上げていただきたいと思います。
もし、地域の方からお誘いがなかっ
たとしても、ご家族の方に相談する
などして積極的に参加してイベント
企画の提案などをしていただきたい
と思います。

企画政策課
(089-964-4473)

上林小学校で行っている三世代交流

⑳ 会を、東温市内の小中学校に広めて
いければいいのではないか。

地域での体験事業などの報告につい
て、地域の人へ周知する方法は学校
㉑ でのプリント配付、インターネット以外
に何かあるか。

市内のイベントに対する、小中学生の

㉒ 関心を高めるために、学校と協力した
イベントを企画することはできるか。

担当課
（連絡先）

産業創出課
(089-964-4414)

NO

ご意見・ご質問内容

坊っちゃん劇場やアートヴィレッジセン
ターで、東温市や愛媛県にゆかりのあ
㉓ る歌手のコンサートを開けばいいので
はないか。

市内の公園に、高齢者が安全に利用
できる、体力づくり用のトレーニング設
㉔ 備を設置できないか。また、広大な土
地を利用した大規模なアスレチック
ワールドを作ることはできないか。

春に花より団子フードフェス、冬にカウ
ントダウンイベントなど、東温市内の飲
㉕ 食店で競い合うイベントを行い、東温
市のよさをアピールしてはどうか。

東温市に、医療面で素晴らしい施設・
制度が整っている事をより一層アピー
㉖ ルしていけばいいと思うが、他の市町
村にアピールする方法はどのような方
法があるか。

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

ご提案いただいたようなアイデア
を参考に、挑戦を続けていくことで、
将来的に東温市から有名な人が輩
出されたらいいなと思います。昨年4
月の東温市民ミュージカルでは、市
民が出演者となって坊っちゃん劇場
の舞台でミュージカルを披露し、大
変盛り上がりました。今年4月には
アートヴィレッジセンターも開館しま
したので、是非皆さんにも利用して
いただきたいと思います。

企画政策課
(089-964-4473)

対応困難

公園本来の目的に照らし合わせま
すと、敷地にも限りがあることから、
トレーニング設備に特化した施設整
備は困難と考えています。しかしな
がら、施設を更新する際には、いた
だいたご意見を参考に健康遊具等
の導入を検討していきます。
アスレチックワールドにつきまして
は、費用面や周辺環境への影響な
どを考えますと、設置は困難と考え
ています。

都市整備課
(089-964-4412)

対応済

東温市では、観月祭や、どてかぼ
ちゃカーニバル、ファミフェスなどの
イベントが継続して行われており、ご
意見にありました多くの飲食店が出
店するイベントとしては、東温イタリ
アン＆フレンチサーキットが行われ
ています。
産業創出課
市だけで多くのイベントを開催する (089-964-4414)
のは難しいため、地域の皆さま方や
まちづくり団体をはじめ、商工会や
農協などの各種団体とも連携しなが
ら、東温市にとってよりよいイベント
を開催できるよう、一緒に考えてい
きたいと思います。

対応済

東温市は、愛媛大学医学部附属
病院、愛媛医療センター、医師会、
歯科医師会をはじめとする数多くの
医療機関が立地する、医療環境に
恵まれたまちです。これは東温市の
強みでもあり、市のホームページ等
でアピールしています。
毎年、医師会、歯科医師会、愛媛
医療センター、愛媛大学医学部附
属病院等と連携し、健康づくりに関
するイベント「健康フォーラム」を開
催しています。今後も、このような取
組を継続していきたいと考えます。

健康推進課
(089-964-2191)

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

市教育委員会では、夏場の猛暑
対策として教室環境を整えることが
重要課題であると考えており、学校
施設へのエアコン設置は、学習環
境や熱中症対策において大変有効
であることから、必要性を認識して
います。今後、国の動向を踏まえ
て、優先的に検討していくこととして
います。

学校教育課
(089-964-4420)

検討中

市の講師「まちの先生」に登録の
ある高齢者の方々のご協力を得
て、各種イベントを充実させていま
すが、老人会との共催についても今
後検討していきます。
こども館に新たに勉強するスペー
スを増設することは難しいですが、
図書室等を備えていますのでご利
用ください。

保育幼稚園課
(089-964-4484)

熱中症、集中力の欠如を防止し、健康

㉗ で快適に学習するために、市内の学
校にエアコンを設置して欲しい。

こども館にて老人会との協力の下、季
節に合った様々なイベントを開催して
㉘ はどうか。また、こども館に勉強するス
ペースとして１つ部屋を設けられない
か。

図書の種類を豊富にすることで、利用
者する年齢層が多様になるのではな
㉙ いか。また、川内分館の図書館にある
ような談話室を、本館にも設けることは
できないか。

坊っちゃん劇場等の利用客や学生が
気軽に利用できる店舗がクールスモー
ルに少ないため、親子連れや高齢者、
㉚ 学生をターゲットとした店舗を誘致し、
クールスモールを発展させればよいの
ではないか。

伊予鉄道横河原線について、駅を川
内地域に作れないか。もしくは、バス
㉛ の駅を川内地域に増やしたり、横河原
駅に行くバスの便を増やすなどできな
いか。

担当課
（連絡先）

対応困難

図書館の本の選定については、学
校の先生やお話し会の方などによ
る図書館運営選書会が、年2回、書
店に出向いて選書をしています。ま
た、図書館の司書においても、必要
に応じて本の購入を行っています。
書架のスペースには限りがあります
が、可能な限りスペースを有効活用 東温市立図書館
して種類豊富な本を取り揃えてお
(089-964-3414)
り、現在も学生から高齢者まで、幅
広い年齢層に利用いただいていま
す。
なお、本館には談話室に活用する
スペースがありませんので、隣の中
央公民館のロビーをご利用くださ
い。

対応済

市が特定の事業者の経営に立入
ることは難しいため、クールスモー
ルに限って店舗の誘致を行うことは
できませんが、業種を限定せずに、
様々な中小零細企業が発展するよ
う、東温市中小零細企業振興基本
条例を制定し、中小企業が行う販路
拡大やブランド化、資金調達、新規
事業に対する取組などについて応
援をしているところです。

産業創出課
(089-964-4414)

対応困難

東温市の公共交通は、地方部の
まちとしては比較的恵まれており、
現在の公共交通体系を維持していく
ことが重要だと考えています。しか
し、バス路線につきましては厳しい
利用状況となっており、これらを守っ
ていくためには利用者の増加が必
要ですので、皆様の積極的な利用
をお願いします。

都市整備課
(089-964-4412)

NO

ご意見・ご質問内容

公園のトイレの傷や、落書きなどを修

㉜ 繕する取組はしているか。

公園に自動販売機を設置することは

㉝ 可能か。

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

地域の公園は規模によりますが、
基本的に地域の施設であり、維持
管理は地元にお願いしています。た
だし、地元で対応できない不具合等
は、ご家族とご相談の上、区長さん
等を通じて都市整備課へご相談願
います。

都市整備課
(089-964-4412)

その他

地域の公園に関しましては、維持
管理を地元にお願いしていますの
で、設置の是非については、地元で
考えていただきたいと思います。ま
ずはご家族にご相談の上、地域の
皆さんと話し合ってみて下さい。設
置するとなれば、手続きや費用面な
どについて、区長さんを通じて都市
整備課へご相談願います。

都市整備課
(089-964-4412)

※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。

