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）】
令和元年8月27日
9:30～11:30
庁舎5階 議場

NO

ご意見・ご質問内容

外国人も読めるような、東温市の観光
ガイドを作って、様々な場所に置き、い
① つでも観光客に勧められるようにすれ
ばいいと思う。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

対応済

東温市観光ガイドブック「とうおん
旅あそび」の外国語版を、今年度作
りました。
質問いただいたように、空港など
で愛媛県にきた外国人の方に見て
いただき、東温市に来てもらえるよう
に、ＰＲをしていきます。
また、外国人の方に様々なおもて
なしができるように勉強していきた
いと思います。

その他

東温市には、自然あふれる緑いっ
ぱいの観光地があり、市役所ではご
み監視パトロールとして、各地を巡
回しています。また、各地は観光物
産協会などの団体の皆さんのご協
力もあり、きれいに保たれていま
す。
産業まつりや観月祭、どてかぼ
ちゃカーニバルなど、市外からの観
環境保全課
光客が大勢集まる時に、ごみステー (089-964-4415)
ションを設置し、ごみを捨てるときの
マナーやルールを守ってもらうため
の取組もしています。この取組は、
中学生のボランティアにも参加いた
だいています。皆さんも、美しいまち
づくりのために、一人ひとりができる
ことを実践していただければと思い
ます。

東温市の観光地などでごみが増えな

② いように、どのような取組をしているか
教えて欲しい。

スーパー、またはあさつゆマルシェの
ような店を、スーパーのない地域に誘
致することを提案したい。店舗が難し
③ いのであれば、あさつゆマルシェの車
での出張サービスがあるといいと思
う。

担当課
（連絡先）

対応困難

東温市内には、産直市が７か所あ
ります。ご提案いただいた小店舗に
ついては、市役所が新たに設置や
誘致することは、残念ながらできま
せんが、東温市では、昨年4月にさく
らの湯観光物産センターをオープン
し、東温市産の商品などを販売して
いますので、まだ行ったことのない
方は、ぜひ行ってみて下さい。皆さ
んの知らないいろいろな商品がある
と思います。

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

みんなが安全に楽しく遊べるように、
ボール遊びができる公園・ルールにし
④ てほしい。今、ボールを使える公園は
どのくらいあるか。

東温市の公園は一部に集中している
ように感じるので、各地域に公園を
⑤ 造ってほしい。公園を増やすことで、外
で遊ぶ子も増え、みんなが笑顔の東
温市になると思う。

子どもからお年寄りまでコミュニケー
ションが取れる、公園を室内バージョン
にした施設があったら、楽しい生活が
⑥ 送れそうだと思う。また、今ある施設を
もっとたくさんの人が幅広く活用できる
場にできるといいと思う。

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

東温市には５５か所の公園があ
り、そのうちボールが使える公園は
約６０％の３５箇所あります。
公園を新しく造った時には、ボー
ル遊びは禁止していません。しか
し、一部の人たちがマナーを守れ
ず、近所の人とトラブルになってしま
うと、ボール遊びが禁止になってし
まいますので、マナーを守った上で
楽しんでください。
また、ルール作りについてです
が、公園で遊ぶ人と、近所の人たち
の間で、お互いが気持ちよく生活で
きるようにマナーを守ることで、自然
とルールが出来上がってくると思い
ます。

都市整備課
(089-964-4412)

その他

東温市では、歩いて行ける身近な
公園づくりを目標に、公園を造って
います。身近な公園が増えれば、外
で遊ぶ子どもが増え、みんなが笑顔
の東温市になると思います。
しかし、公園は市役所の力だけで
造ることはできません。場所の協力
をしてくれる人、費用を出してくれる
人、公園ができた後の管理をしてく
れる人など、たくさんの人の協力が
あって、初めて公園を造ることがで
きます。各地域に、公園が増えるよ
う、協力してくれる人が多くなればい
いと思います。

都市整備課
(089-964-4412)

その他

屋外になりますが、お年寄りの方
がメインで使用する健康遊具が、総
合公園や垣之内公園にあります。
健康維持や筋力向上などの効果が
ある遊具で、皆さんがお年寄りの方
から使い方を教わり、一緒に使用す
ることで楽しくコミュニケーションが
取れると思います。また、ご質問の
とおり、今後お年寄りの方が増える
ため、健康遊具を増やすことを考え
る必要があり、造る場所もできるだ
け日陰にするなど、熱中症対策も必
要だと思っています。
こうした取組を進める中で、今すぐ
には難しいですが、将来、屋内にも
同じ遊具が設置出来れば、大変素
晴らしい事だと思います。
次に、今ある施設では、公民館の
大ホールや会議室、体育館のア
リーナなどが予約制でいろいろな方
に幅広く利用してもらっています。各
施設のロビーなどは予約の必要が
ありませんので、お気軽に利用して
みて下さい。

都市整備課
(089-964-4412)
生涯学習課
(089-964-1500)

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）

かすみの森公園の駐輪場に行くには、
ご提案いただいた場所を、早速確
交通量の多い道を通るため危険であ
認させていただきました。市民の皆
る。重信川側に駐輪場があると、交通
対応可
さんがもっと安全に使いやすくなる
⑦ 量の少ない道を通ることができるの
（次年度以降）
よう、公園内の川側へ、設置を考え
で、子どもでも安心して公園に来ること
てみたいと思います。
ができると思う。

対応済

都市整備課
(089-964-4412)

検討中

白猪の滝公園に、遊具やアスレ
チックなどを設置すれば、訪れた子
どもたちは大変喜ぶと思います。今
すぐには難しいですが、なにかひと
つでも設置できるように考えてみた
いと思います。

都市整備課
(089-964-4412)

対応済

歩道があれば、歩行者が安心安
全に歩けるので、いい事だと思いま
すが、たくさんのお金がかかること
から、すぐに設けることは難しいと思
います。
まずは、カーブミラー、外側線、車
の停止線、路面のカラー表示など、
できることから取り組んでいきたいと
建設課
思います。
(089-964-4472)
カーブミラーや外側線は市役所
で、停止線や路面のカラー表示など
は警察と、分担しています。例えば
カーブミラーは年間に約７０箇所、新
しく設けたり、傷んだものを直してい
ます。これからも歩行者が安心して
歩けるよう、取り組んでいきたいと思
います。

検討中

上林地区では、乗合タクシーという
取組を行っています。地域によって
適した取組があると思いますので、
地域の方々と話し合って、取組を広
げていきたいと考えています。

れるのではないか。

白猪の滝など、東谷校区の魅力をたく
さんの人に知ってもらい、子どもたちが
⑨ たくさん来るように、遊具やアスレチッ
クなどを置いてもらうことはできない
か。

歩道がなく、車と人が同じところを通ら
なければならない場所や、塀などで見
通しが悪い場所があるので、歩道を増
⑩ やしたり、車や自転車が通る可能性を
知らせるように道の色を変えるなど、
安心して歩ける道を増やして欲しい。

拝志地区には電車が通っておらず、バ
スの本数も少ないので、車を運転しな
⑪ くても便利に出かけられるようなしくみ
ができたら、地域の高齢者の方たちが
生活しやすくなると思う。

都市整備課
(089-964-4412)

遊具に関しては、定期的に点検を
行い、古くなった遊具を計画的に造
り直しています。今すぐ、新しい公園
を造る計画はありませんが、かすみ
の森公園の滑り台やうんてい、緑地
公園のブランコ、総合公園の幼児広
場には、この辺りには珍しい、大型
の滑り台が付いた複合遊具が、来
年の春には使用できる予定ですの
で、楽しみにしていてください。

公園に遊具を増設することで、公園で

⑧ 遊ぶ機会が増え、運動能力も高めら

担当課
（連絡先）

都市整備課
(089-964-4412)

NO

ご意見・ご質問内容

東谷校区の国道は交通量が多く、494
号線は夜間にとても暗くなる。交通安
⑫ 全のための標識や看板を取り付けるこ
とはできないか。また、東谷校区に街
灯を設置することはできないか。

東温市内に限って、７０歳以上の高齢
者のタクシー代を無料にすれば、高齢
⑬ 者が運転することも少なくなり、買物等
の生活にも困らないと思う。

東温市内の学校同士で交流する機会
は少ないと思うので、小学校同士、中
学校同士が集まって運動会やスポー
⑭ ツ大会などの交流ができたら、親睦も
深まり、どの学校にもよい影響がある
と思う。

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

東温市では、小中学校の交通安
全に関わる人たちが集まり、通学路
の危険な場所について、標識や信
号機などの設置が必要であるか検
討しています。通学の時や普段道を
通っているときに危険だと思う場所
があったら、まず、学校の先生に相
談してみて下さい。先生たちと一緒
に考えていきます。
道路照明灯や防犯灯の設置につ
いては地域や学校、関係機関と協
議し、安全に下校できるよう取り組
んでいきたいと思います。

危機管理課
(089-964-4483)

対応困難

ご提案が実現すれば、確かに高
齢ドライバーの事故は少なくなると
思います。
しかし、タクシー代を無料にした場
合、市内には70歳以上の高齢者が
約7,500人いらっしゃいますので、タ
クシーを利用者の希望通りに運用
することは難しいと思われます。ま
た、今ある路線バスを利用する方が
減ってくる可能性があります。
高齢者の方の移動手段について
は、今後も取組を検討していきま
す。

長寿介護課
(089-964-4408)

対応済

東温市では、子どもスポーツ大会
など様々なスポーツの大会を行って
います。また、スポーツ大会だけで
なく、参加者同士の交流を深める
「わんぱく広場」も実施しており、他
の学校のお友達と交流しながら楽し
むことができます。
興味があるスポーツや行事にぜひ
参加して、ほかの学校のお友達と交
流を図ることで、友達の輪を広げ、
学校同士の親睦を深めてもらえたら
と思います。

生涯学習課
(089-964-1500)

NO

ご意見・ご質問内容

人口が増えれば小規模な学校も残す
ことができると思うので、東温市をＰＲ
する活動をして、引っ越してくれる人が
⑮ 増えればいいと思う。移住者を増やす
ために取り組んでいる活動があれば
教えて欲しい。

地域との結びつきを強めるために、三
世代、四世代で交流する場があれば
いいなと思う。空いている畑や田んぼ
などを利用して、野菜や果物を育てる
⑯ ような場を作るのはどうか。また、空き
家を利用して、収穫したものを販売し
たり、その収穫した野菜や果物を使っ
た料理やデザートを提供したりすると、
更に交流が深まると思う。

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

東温市の人口減少に注目し、将来
のまちのことを考えられていること
は本当にすごいと思います。東温市
の人口は、皆さんが20歳を過ぎた頃
には現在より約1,800人減ると予想
されていますが、未来は変えていく
ことができます。そのために行って
いることの１つが移住促進ＰＲです。
東温市の住みよさを東京や大阪で
ＰＲしたり、インターネットを通じて美
しい自然や魅力的な人、イベントな
どを発信しています。
ほかにも、市ならではの魅力を
作っていくため、音楽やダンス、演
企画政策課
劇などを気軽に楽しめるようにする
(089-964-4473)
アートヴィレッジ構想など、様々な取
組をしていますが、一番大切なこと
は、皆さんに東温市の美しい自然
や、スポーツ、芸術に触れてもらい、
楽しい子ども時代を過ごしてもらうこ
とだと思います。そうして、将来進学
や就職などでどこに行かれても、東
温市のことを誰かに教えたり、自慢
したりして、関わり続けてもらうこと
が、最も重要なPRになると考えてい
ます。今の時期に身近なことに目を
向けて、将来、東温市の応援団に
なってください。

その他

具体的なアイデアをありがとうござ
います。地域の交流イベントを成功
させている方に聞いたことがあるの
ですが、イベントを成功させようと
思ったら、あえてそのイベントに来て
欲しいたった1人に絞って、その人が
イベントに来て、楽しんでもらうまで
を具体的にイメージして企画する
と、結果的にみんなが楽しめるイベ
ントになることが多いそうです。それ
は、1人のことを考えることで、誰
が、何を、どうすれば良いのか、企
画の実現への道筋がはっきりする
企画政策課
からです。既に具体的なアイデアを
(089-964-4473)
お持ちなので、後は、誰がどう楽し
んでくれるのかをさらに掘り下げて
考えていくことが必要かもしれませ
ん。
また、新しいことをするときは一人
で考えてもなかなか進まないので、
例えば子どもが中心となったワーク
ショップで、大人も巻き込んで新しい
イベントや取組のことを話し合う場
が作れないかな、と考えました。そし
て、そのアイデアを一緒に実現して
いけたら、もっと楽しい東温市になる
と思います。

NO

ご意見・ご質問内容

やりたいことがやれない子どもをなく
し、夢を応援する東温市にするため、
公園などで無料でスポーツ体験教室
⑰ を行ったり、お琴や詩吟など、昔から
日本にあるものを通して、三世代、四
世代が交流できるようにすればいいと
思う。

来年、東京オリンピックがあり、聖火ラ

⑱ ンナーが東温市を通る。交通量が多く
なると思うが、対策はしているか。

横河原駅の近くにあるぷらっとＨＯＭＥ
のような施設がたくさんできれば、待ち
⑲ 時間に本を読んだりして時間をつぶせ
たりするので、いいと思う。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

対応済

市内には、無料体験スクールを開
催しているスポーツ団体などがあり
ます。また、プロスポーツチームもス
ポーツ教室を実施しています。もし
何のスポーツをすればいいかわか
らない人がいたら、こういった無料
体験会やスポーツ教室で、どのス
ポーツをしたいか考えてみるのもい
いと思います。
子どもの夢を支えるプロジェクトと
しては、愛媛県では、県内の優秀な
スポーツ選手を育成する『えひめ愛
顔のジュニアアスリート発掘事業』を
行っています。スポーツ以外の、書
道・絵画・陶芸などの文化・芸術活
動では、東温市文化協会に様々な
団体が加入していて、小中学生でも
参加できる講座を開いています。
自分に合ったことや好きな事を探
して、上手になるように練習し、楽し
んでください。そのスポーツや芸術
活動が、これからの自分の夢や目
標になると思います。

生涯学習課
(089-964-1500)

対応可
（今年度）

県を経由して日本オリンピック委
員会、更には国際オリンピック委員
会に聖火ランナーや走るコースを申
請します。事故等が発生しないよ
う、警察等の関係機関とも打ち合わ
せながら準備を進めているところで
す。

生涯学習課
(089-964-1500)

検討中

ぷらっとHOMEは、特に目的がなく
てもふらっと立ち寄ったり、待ち時間
に少し使ったりするなど、特定の目
的がなくても使えるというのが特徴
だと思います。「何をするところなの
か」、「何のために使うのか」というお
声も聞きましたが、その考えを逆転
させて、利用目的をあえて特定せ
ず、使い方は利用する人が決める、
遊びは自分で作る、といった形式を
企画政策課
取っています。
(089-964-4473)
公園でも、どうやって遊べば楽しい
か考えて遊ぶと楽しいように、ぷらっ
とＨＯＭＥで遊ぶときも、皆さんが何
か考えて作る場としたいと思ってい
ます。皆さんの世代は自分で考える
というのがすごく大事なので、そう
いった機会や場所も大切ですし、も
し市民の皆さんの賛同があれば、そ
ういった場所を増やすというのはい
いのかなと考えました。

検討中

地元で管理している公園のため、
よりよい公園になるよう、地元の方
と相談し考えてみます。

町西公園はベンチや影が少なく、夏は

⑳ 遊びにくいので、休む場所を付けて欲
しい。また、駐輪場を作ってほしい。

担当課
（連絡先）

都市整備課
(089-964-4412)

NO

ご意見・ご質問内容

千田窪公園には、ベンチが一つしかな
㉑ く、東屋の柱がボロボロになっている
ので、改修してほしい。

安心して遊ぶため、公園にトイレを付

㉒ けてもらうことはできるか。

観光や産業に関して、市長が次に考

㉓ えていることはあるか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

担当課
（連絡先）

対応済

千田窪公園の東屋の柱と、東屋に
設置されている椅子については、ご
意見をいただいた後、早急に確認
し、改修しました。ありがとうござい
ました。

都市整備課
(089-964-4412)

対応困難

東温市の全公園のうち、半数程度
しかトイレはありません。全ての公
園にトイレを設置するのは難しいで
すが、今後は、今あるトイレの便器
を和式から洋式にするなど、出来る
範囲で徐々に、よりよい公園を造っ
ていけたらと思います。

都市整備課
(089-964-4412)

その他

東温市には坊っちゃん劇場や、
皿ヶ嶺や高縄山系の素晴らしい自
然などがありますので、広島県、島
根県、岡山県、そして今年は高知県
に、「東温市はこんなに素晴らしい
まちですよ」とＰＲに行きました。
東温市はどちらかというと日帰り
型の観光地の方が多いと思います
ので、インバウンドで航空やクルー
ズ船で来る人たちにも、東温市へも
足を延ばしていただけるよう、ご提
案がありました外国語でのＰＲも含
めて、観光にも力を入れていきたい
と考えています。
そのためにも、若い皆さん方の感
性で、いろいろなご提案をいただき
たいと思います。精一杯これからも
努めたいと思いますので、よろしくお
願いします。

産業創出課
(089-964-4414)

※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。

