
令和元年実施　町政懇談会の記録（岡田校区）

地区名 開催日 大項目 小項目 質問・意見の要旨
回答等の要旨

（※対応予定及び対応済は、朱書きで入力）
担当課等

大間 7月5日 01防災 重信川

平成29年の台風18号による漏水箇所の復旧工事を実
施しているが、進捗について聞きたい。

台風18号により28箇所で漏水があり、その内14箇所については、応急対応
の工事を行い、その後、本格的な復旧工事を実施し全て完了している。
その他の箇所については、重信川堤防調査委員会で検討し、安全性が不
足する区間を要対策区間として、順次対策工事を実施していくと聞いてい
る。

まちづくり課

大間 7月5日 01防災 重信川
平成29年に発生した台風18号の被害報告会はあった
が、被害箇所の復旧工事終了後の事後報告会は実施
しないのか。

国土交通省からは、事後報告会を開催するとは聞いていない。
まちづくり課

大間 7月5日 01防災 浸水時間

重信川の決壊した場合の浸水時間のシミュレーション
は。

時間による浸水シミュレーションについては、国土交通省から資料の提供
を受け、防災マップ（風水害編）に掲載している。
※HPにも時系列の浸水シミュレーションCG(国土交通省作成)を配信中

総務課

大間 7月5日 01防災 警戒レベル

国の避難に関するレベルが変わったと聞いたがどう
か。

国は、５月末に避難行動の５段階レベルを示し、テレビのニュースなどで流
している。市町村は、これらの情報を基に川の水位や上流の水位、潮位な
ども踏まえて避難情報などを発令するので、防災行政無線などの町からの
情報発信に注意してほしい。

総務課

大間 7月5日 01防災 避難場所

一昨年の台風18号の時、大間地区は岡田小学校へ避
難してくださいと案内があったが、大間地区は前々から
北伊予小学校に避難すると決めている。重信川の決壊
を考えると岡田小学校はおかしいのではないか。岡田
小学校は水害時の避難所として適しているのか。

地震の場合は、指定避難所を全て開設することとなるが、水害の場合は、
町において開設する指定避難所を決め、順次開設することになる。防災の
セオリーでは、河川からより離れた場所を避難所として使用するが、台風
18号の際には、重信川に近いものの、建物が頑丈で、２階３階の垂直避難
もできることから、岡田小学校を指定避難所ととして開設した。
今後も災害の状況を見極め、どこの指定避難所を開くか検討した上で、避
難地域を決めてお知らせすることになる。
また、重信川が決壊した場合、町内全域で浸水が想定されるため、重信川
氾濫の減災対策協議会の中で他市町ヘの広域避難も検討している。

総務課

大間 7月5日 01防災 土のうの配備
土のうは消防署に行ったらもらえるのか。 消防署に土のう備蓄倉庫を設置し、常時2,500体備蓄している。消防署に

取りに来ていただければ町としてもありがたいが、体が弱い方、高齢者など
は、消防団、役場、消防署に連絡いただければ配達する。

総務課

大間 7月5日 01防災
南海トラフ大地震
の備え

南海トラフ大地震の備えを強化してほしい。また、中央
構造線の被害も想定した対策をどういった形でとるか
検討していただきたい。

公助（町職員）だけでは対応できないため、自主防災組織及び消防団の協
力をいただき、共助を含めた防災減災に努めたい。防災訓練などの機会を
捉えて防災意識を高めるなどするほか、備蓄品についても計画的に確保し
ていく。

総務課

大間 7月5日 01防災 火災のサイレン

最近、火災の際にサイレンが鳴らないのではないか。
消防団の出動はどうするのか。

近年の住宅火災については、現場に近い方面隊が属する地域の防災行政
無線でサイレンが鳴り、その方面隊の消防団が出動するケースが多い。消
火活動については、伊予市、松前町、砥部町の消防署が連携して消火に
あたるため、消防団は後方支援だけの場合が多くなっている。

総務課

大間 7月5日
02道路・交
通・建物

違法駐車

（有）松前園芸の西側にある道で、農免道路を過ぎた
辺りはごみが散乱し、不法駐車をしている車両などが
ある。
この道は、松山と松前を繋ぐ出合自転車道橋を利用す
る高校生などが通行しているので危険である。どうにか
ならないか。

現場を確認し、指導する。また、必要であれば伊予署にパトロールを実施
するよう要望する。
伊予署に対して取締りを実施するよう要望した。（R1.7.10）

まちづくり課
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令和元年実施　町政懇談会の記録（岡田校区）

地区名 開催日 大項目 小項目 質問・意見の要旨
回答等の要旨

（※対応予定及び対応済は、朱書きで入力）
担当課等

大間 7月5日
02道路・交
通・建物

雨水排水

農免道路より北側の町道東44号線の一部について
は、工事用の駐車場として田んぼを造成したが、排水
施設がないことから、雨量の多いときは、道路の雨水
排水ができず冠水している。
また、町道東24号線の（大間と）上高柳との大字境に
業者の土砂置き場があるが、ダンプ等が出入りするこ
とから町道に土が溜まっている。指導できないか。

排水施設については大字内で協議し、必要と判断した場合は、区長から大
字として要望してほしい。
また、町道に土が溜まる件については、現場を確認し必要な場合は、管理
業者に対して指導する。 まちづくり課

大間 7月5日 06学校 英語教育の強化

2020年から全面実施される新学習指導要領により、
（小学校５、６年生の）英語が正式教科となる、岡田小
中学校を一貫校にすれば、英語の取組もスムーズに行
われるのではないか。

新学習指導要領が施行されることに伴い、英語教育の強化を図るため、外
国語指導助手を従来の２名から３名に増員している。小中一貫校について
は、今は検討していないが、保護者、地域、現場の意見を聞きたい。 学校教育課

大間 7月5日 12その他 有明公園
有明公園内の河川の河床掘削が実施されると聞いて
いるが、河川全体の掘削をしてほしい。

掘削内容については、区長と掘削業者で調整したと聞いている。また、事
業主体である愛媛県からは、予算の範囲内で掘削すると聞いている。 まちづくり課

上高柳 6月6日 01防災 避難行動

国は、避難行動について５段階の警戒レベルを発表し
たが、町としての対応はどうか。

町は、気象庁が発表する警戒レベル相当情報を基に、町内河川の水位や
上流域の水位の見込みや潮位などを総合的に判断して、避難勧告等の発
令のタイミングや、避難区域などの避難情報を発令する。気象情報とともに
松前町から発信する災害情報に留意してほしい。

総務課

上高柳 6月6日 01防災 避難行動
お年寄りや体の悪い人は、明るいうちに避難できるよう
に情報を早めにお願いしたい。

避難勧告の前に避難準備・高齢者等避難開始を発令することとなるので、
その段階で早めの避難をお願いしたい。町としては、避難による２次災害も
踏まえて、できる限り早めの判断を心掛けたい。

総務課

上高柳 6月6日 01防災 避難カード
大洲市で作成している避難カードのようなものの導入
は、松前町は考えないのか。

避難経路は、災害規模や地区によっても大きく変わってくるため、避難ルー
トやカードなどのツールについては、まず自主防災組織内で協議いただき
たい。

総務課

上高柳 6月6日 01防災 重信川

平成29年の台風18号の影響により、重信川の左岸堤
防で漏水箇所が発見された。現在、国土交通省が改修
工事を行っているが、進捗状況が知りたい。

台風18号では、重信川の堤防で28箇所の漏水が発生し、その内、漏水の
顕著な14箇所は応急対策を行った上で、国土交通省が復旧工事を実施し
ており、出水時期までには完了すると聞いている。
その他の箇所については、重信川堤防調査委員会で検討し、安全性が不
足する区間を要対策区間として、順次、対策工事を実施していくと聞いてい
る。
また、今年度は重信川の下流から出合橋までの間、河床掘削を実施すると
聞いている。

まちづくり課

上高柳 6月6日
02道路・交
通・建物

道路の冠水

23組内の道路については、大雨時に冠水するので、今
年の２月に対策を立ててほしいと、まちづくり課に相談
に行った。現場などを確認し、検討するとの回答であっ
たが、検討結果を教えてほしい。

まちづくり課から報告させる。
冠水対策を聞かれたので、水路に堰を設けるなどの提案をした。堰などの
設置については、大字で検討する事案であるため、検討の結果、堰が必要
であれば要望するよう説明している。(R1.6.7)

まちづくり課

上高柳 6月6日 05子育て 産婦人科の要請
現在、松前町には産婦人科がないが、誘致できない
か。

ＮＴＴ住宅跡地に、ＮＴＴが診療所等を誘致しており、町としても産婦人科、
小児科等をお願いしているが、厳しい状況であるとの報告を受けている。

保険課
健康課

上高柳 6月6日 06学校
通学路の安全対
策

通学路の安全対策について町の対策は。 学校・青パト・補導委員等による見守りは継続的に実施している。今後は、
集団登校場所・時間・人数等を集約し、警察とも協力し防犯パトロールを強
化する。

学校教育課
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令和元年実施　町政懇談会の記録（岡田校区）

地区名 開催日 大項目 小項目 質問・意見の要旨
回答等の要旨

（※対応予定及び対応済は、朱書きで入力）
担当課等

上高柳 6月6日 07高齢者 介護保険料

介護保険料は毎年上がるのか。また、介護保険を利用
しない人に保険料が戻ることはないのか。

介護保険料は、３年ごとに基準額を見直すが、個人の保険料は、前年所得
によって区分されるため、各年度で変更になる場合がある。
保険制度は相互扶助の考え方が基本であるため、要介護認定を受けてい
ない方について保険料の払い戻しはない。ただし、介護認定を受けていな
い方は、介護予防サービスを受けることができるので、是非ご参加いただ
きたい。

保険課

上高柳 6月6日 08農業 農業シール
若手農業者検討会議で提案され、実施しているシール
はどこで販売しているのか。また、広報はしているの
か。

産業課で１枚１円で販売している。当面は、試験的に若手農業者検討会議
の会員で実施することとしており、軌道に乗った場合に広報することを考え
ている。

産業課

上高柳 6月6日 08農業
農業サポーター
人材バンク

農業サポーター人材バンクについて、広報はしている
のか。

確認する。
広報まさき４月号と松前町のホームページで広報をしている。(R1.6.7) 産業課

恵久美 5月31日 01防災 避難場所

避難所となる小・中学校にWi-Fi設備はあるか。 小学校・中学校とも体育館にソフトバンクの無線ルーターを設置しており、
Wi-Fi環境は整備されている。
※災害時においては、携帯会社が無料で開放するが、平常時は、契約者
しか使用できない。（R1.6)

総務課

恵久美 5月31日 01防災 防災講座

住民の防災意識を高めるため防災講座をもっと増やし
てはどうか。

防災訓練や防災講座、防災士の研修などの内容や手法を検討していきた
い。
※地区の防災講座の職員派遣要望があれば危機管理係へ相談いただき
たい。

総務課

恵久美 5月31日
02道路・交
通・建物

交通標識
生活道路に交通標識が少ない。町で設置できないか。 交通標識や規制については公安委員会所管であるため、町で設置できな

い。
伊予署に要望している。

町民課

恵久美 5月31日
02道路・交
通・建物

道路の舗装

恵久美地区内の道路は、全体的に舗装が粗悪である
ので対応してほしい。

毎年、大字から道路補修などに関する事業要望を受けており、その都度現
場を確認し可否を決定している。
各大字から多数の事業要望が出されており、予算の都合上、恵久美地区
内の道路全体の舗装はできない。

まちづくり課

恵久美 5月31日 03水道 恵久美浄水場
恵久美浄水場の貯水能力はどの位あるのか。
また、耐震性はあるのか。

1,232㎥の水が貯水できるタンクが２基ある。また、新耐震基準で設計して
おり、一般的には震度６程度の地震に耐えられると考えている。 上下水道課

恵久美 5月31日 04環境 神寄川

神寄川の河床には、アシやカヤなどの雑草が生えてお
り、大雨時には氾濫が懸念されることから、区長から対
応してもらうよう要望書を提出した。その後どのように
なっているのか。

区長から要望書を受け取った後、管理者である愛媛県に対して同様の要
望を行った。その後、愛媛県からは、河川を管理するに当たって、堆積した
土砂や立木など治水上支障となるものを除いているので、まずは現地測量
を実施し、現状を把握した上で検討したいとの回答があった。

まちづくり課

恵久美 5月31日 04環境 ごみ集積場

県道脇のごみ集積所の利用は、上高柳地区が利用し
ているが、不法投棄等で適正利用ができていない。
町としてできることはないか。

質問の場所は、把握している。長年の経緯もあることから、町として何がで
きるか検討したい。
６/21に指摘のあったごみ集積所にパイロンを設置し、不法投棄禁止の看
板を設置し、適切な利用について啓発した。また、上高柳区長に対し、ごみ
集積所の変更のお願いをした。

町民課

恵久美 5月31日 06学校 学校設備 学校に防犯カメラを設置しているのか。 下足箱が校舎内にある岡田・北伊予中学校以外の学校に設置している。 学校教育課

恵久美 5月31日 09観光
恋泉畑のひまわ
り

恋泉畑のひまわりはきれいだが、ひまわりを撤去した
後は、長い期間土の面だけになるのでもったいない。

畝ごとに時期をずらして花の種をまくことを検討したが、花が咲く規模が小
さくなるので、全体に種をまくことにした。
また、咲いた花を撤去した後は、土の面だけになる時期はあるものの、菜
の花、コスモスなどの種をまくこととしている。板橋も延長したので、開花し
たときには楽しんでほしい。

産業課
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令和元年実施　町政懇談会の記録（岡田校区）

地区名 開催日 大項目 小項目 質問・意見の要旨
回答等の要旨

（※対応予定及び対応済は、朱書きで入力）
担当課等

恵久美 5月31日 12その他 水路清掃
恵久美と上高柳の境界にある水路については、どちら
の大字が清掃すればよいか分からない。

市街化区域内で都市下水路と判断した水路については、松前町が清掃し
ているが、それ以外の水路清掃については、大字に清掃してもらっている
ことから、両大字で話し合いを行い解決してほしい。

まちづくり課

恵久美 5月31日 12その他 空家

不動産協会では、増える空家を有効に活用しようと研
究しているが、現実的には非常に手間がかかり、手が
出せない状況である。
空家に対して家主がどのような意向を持っているのか
行政側で調査してもらうことはできないか。
また、協会、家主、行政で連携を取り対応できないか。

町内には332戸の空家があり、職員が全て調査を行い、状況を把握してい
る。
増え続ける空家については、大きな問題であると認識していることから、今
後の課題としたい。

まちづくり課

恵久美 5月31日 12その他 子どもの見守り

地元の防犯パトロール隊で子どもの見守りをしている
が、町からも応援してほしい。

補導委員・青パト隊員等には今まで以上に協力をお願いしている。今後
は、登校時に子どもが集まる場所の点検・人数・時刻等を把握し、関係部
所と連携してパトロールの強化に努める。また、不審者情報については情
報を共有し、関係者と連携して子ども達を見守りたい。

学校教育課

昌農内 7月24日
02道路・交
通・建物

想い通り

想い通りの路面が沈下し、舗装の補修工事を行ってい
るが、何故路面が沈下するのか。
また、既設の舗装と補修した舗装の継ぎ目に段差がで
きて振動が発生し、自宅が揺れているが対応策はない
のか。

規模の大きい道路を建設するに当たっては、地質調査を実施した上で工事
を施工しているが、特殊車両や大型車両の通行量が想定以上に多く、路面
の沈下が発生したものと考えている。
現在は、松前町単独の費用をもって部分補修をしているが、今後は、国費
などを利用して、抜本的に改善ができないか検討したい。
また、部分補修をするに当たっては、できる限り振動に配慮した補修を検
討したい。

まちづくり課

昌農内 7月24日 03水道 水道工事

水道工事では、道路を何箇所も掘削した後に工事箇所
の舗装を復旧しているが、その後、復旧箇所も含めて
全体の舗装を打ち替えているのはなぜか。

老朽化した本管を改修する場合は、仮設の水道管を設置した上で本管を
改修する場合がある。仮設管を設置する場所と本管がある２箇所を掘削し
なければならず、その後、２箇所の仮舗装をした上で、路面が安定した後に
全体の舗装を行ったものと考えられるが、持ち帰って確認し、後日説明す
る。
R1.7.25　本人に説明済み

上下水道課

昌農内 7月24日 04環境 臭気
重信川堤内墓地近くで、コールタール臭が風向きに
よってはひどく、気分が悪くなるときがあるが、企業に
対し、脱臭装置の改修等の指導はできないか。

現地を確認する。
後日、現場確認を行ったが、臭気は確認できなかった。臭気を測定すること
は可能だが、規制できる基準はない。

町民課

昌農内 7月24日 12その他 重信川内の民地

重信川には、堤外地に墓地や民地があるが、国で移転
することはできないか。

河川を整備するときは、流下能力などを計算し、それに見合う断面を確保
できる位置に堤防を作ることから、堤外に民地等が存在する場合がある。
河川法の規制がかかるが、それらの物件を移転する場合は、所有者自身
が移転しなければならない。

まちづくり課

昌農内 7月24日 12その他 土地の確保

松前町内には、住宅や工場などが建設できる土地が
少なくなっているが、自由に建設できるようにしたらどう
か。

松前町を都市計画区域から除外するには、松山広域の都市計画定におい
て決定する必要があるが、決定権者である愛媛県は、除外を考えていな
い。
今後の松前町内の土地利用については、松前町で検討することになるが、
市街化調整区域をむやみに市街化に編入することは考えておらず、将来を
見据えて計画的な土地利用を検討していきたいと考えている。

まちづくり課
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令和元年実施　町政懇談会の記録（岡田校区）

地区名 開催日 大項目 小項目 質問・意見の要旨
回答等の要旨

（※対応予定及び対応済は、朱書きで入力）
担当課等

西高柳 3月20日
02道路・交
通・建物

町道の陥没

出合橋から西側の堤防について、法面を掘削して災害
復旧工事をしているが、工事完了後は舗装するのか。
また、災害復旧工事をしている西端から３ｍ程西側に
ある町道西124号線は、陥没の補修を何度も行ってい
る。今回、災害復旧工事が原因で道路がまた陥没した
と思われる箇所があるが、今後どうするのか。

堤防の災害復旧工事の箇所の舗装について確認する。
災害復旧工事の完了後は、法面に復旧すると聞いているので舗装はしな
い。
国土交通省に道路陥没について確認したところ、重信川堤防の基礎地盤
は透水性が高いため、洪水により河川水位が高くなった場合には、堤防に
水が浸透し、町道西124号線の路面から水が染み出ることが原因であるこ
とを確認した。
今年度完了した重信川漏水対策工事において、川側にコンクリートブロック
及び洒水シートを設置することにより、堤防への水の浸透を軽減させるとと
もに、居住地側に水抜きフィルターを設置することにより、堤防に浸透した
水を安全委排水し、土の流出を防いでる。

まちづくり課

西高柳 3月20日 01防災 重信川

重信川については、台風18号によりパイピングが発生
した箇所の災害復旧工事を行っている。自宅前でもパ
イピングが発生したが、災害復旧工事が実施されてい
ないのは何故か。

平成29年度に発生した台風18号では、28箇所でパイピングが確認されて
おり、14箇所については、国土交通省が応急対応を行っている。その後、
重信川堤防調査委員会において原因の究明を行った後、災害復旧工事を
実施しており、出水時期までに完了すると聞いている。
国土交通省においては、重信川の全川を調査しており、当該委員会におい
て堤防の安定性が不足すると判断された箇所については、順次対策工事
を実施することとしている。

まちづくり課

西高柳 3月20日 01防災 重信川
重信川の災害復旧工事をするのは良いが、抜本的に
河床掘削をするべきではないか。

北川原の北側にある大新田では、おおむね11,000㎥の土砂を掘削した。今
後は河口から上流部分を順次掘削を予定している。 まちづくり課

西高柳 3月20日
02道路・交
通・建物

カーブミラー

木口内科南５０ｍの交差点は、下り坂で危険なため、
カーブミラーの設置を要望したが却下されている。どう
にかならないか。

カーブミラーの設置は、地区要望が多く、限られた予算で実施しているため
優先順位をつけている。要望場所を確認したい。
8/21に交通安全指導員、まちづくり課、町民課で現地を確認し、設置の有
無を検討した。現場には停止線があるため、必ず停止線で停止すれば、左
方は既存のミラーで確認できる。要望のあった右方については、道幅が十
分に確保されており、目視で見渡し確認できるため、設置の必要はないと
判断した。

町民課

西高柳 3月20日 05子育て
放課後児童クラ
ブ

岡田小学校放課後児童児童クラブは、平成３２年４月
から１年生から６年生まで対象となるが、新しい施設は
いつから増えるのか。また、どのくらいの児童数を想定
しているか。

岡田小学校放課後児童クラブは、来年４月から１年生から６年生までを受
け入れる。児童数は160人を想定している。

福祉課

西高柳 3月20日 07高齢者 老人クラブ 老人クラブの集まる場の確保ができないか。 町で実施している空家対策事業を活用してもらいたい。 健康課

西高柳 3月20日 12その他 市街化編入

岡田駅周辺を市街化区域に編入すると聞いたが事実
なのか。

事実ではない。今後の土地利用の在り方については、庁内で検討を行った
結果、新たに市街化区域に編入するのではなく、既存集落内の空地等の
活用を優先すべきではないかとの結論になった。具体策について提案がな
かったことから、再度検討することとしている。

まちづくり課

西高柳 3月20日 12その他 開発看板
岡田駅周辺の開発構想図が展示されているが、松前
町の構想と関係があるのか。

松前町の構想と関係はない。町内の建築士グループにおいて、岡田駅、松
前駅及び北伊予駅周辺の開発構想図を作成し、展示したものである。 まちづくり課

西高柳 3月20日 12その他 西高柳の墓地
重信川が増水すると墓が浸水するが、町において対策
はできないか。

墓地の管理は地元で行っている。地元で対応してほしい。
西高柳の墓地は、河川法で規制されているため、河川管理の観点から、水
の浸入を防ぐことは困難と考える。

町民課
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令和元年実施　町政懇談会の記録（岡田校区）

地区名 開催日 大項目 小項目 質問・意見の要旨
回答等の要旨

（※対応予定及び対応済は、朱書きで入力）
担当課等

西古泉 5月28日 01防災 防災行政無線

近年の住宅は防音対策も進んでいるため、防災無線も
聞こえにくくなっている。

防災行政無線が聞こえない対策として、広報まさきのカレンダーの頁に電
話サービスの番号を載せている（961-7111）。また、平成30年度には、携帯
電話、スマートフォン、ホームページに一斉に防災行政無線の内容がプッ
シュ型で配信できるシステムを構築したので、是非利用いただきたい。

総務課

西古泉 5月28日 01防災 雨水

警察学校の南の区域では、大雨時に濁った水が水路
からあふれて道路との境界が分からない。水路を改修
する必要があるのではないか。

大雨時に道路と水路の境界が分かるよう、境界付近にポールを設置する
などの措置も考えられる。
また、警察学校の南の区域を含む筒井地区の水問題については、西古泉
と筒井の境界にある水路を改修すれば大幅に解消できることが判明したの
で、改修工事を実施する。

まちづくり課

西古泉 5月28日
02道路・交
通・建物

ハンプ

町道西41号線の区間で交通量調査やハンプ設置の検
討をすると聞いていたが、結果が知りたい。
また、下校時間帯の交通量は調査したのか。

交通量調査については、登校時間帯に職員が調査を実施し、少ないとの
報告を受けている。
ハンプ設置の検討については、仮設のハンプを設置して検証したが、道路
幅員が狭いことから、歩行者や自転車が通行する場所が確保できず、ハン
プの設置は適切ではないとの結論になった。
また、他の地区からトリックアートを設置してはとの意見があり検討したが、
初期効果だけであることから実施に至っていない。
下校時間帯の交通量については、今後調査する。
＊交通量調査結果
（登校時間帯）
　１ 日　 時　Ｈ30.7.13（金）　6:30～7:30（１時間）
　２ 場　 所　町道西41号線（集団登校集合場所～町道筒井徳丸線）
　３ 交通量
　　　　　　　 至エミフル：自動車17台、自転車 0台、バイク3台、歩行者 3人
　　至町道筒井徳丸線：自動車30台、自転車15台、バイク4台、歩行者54人
（下校時間帯）
　１ 日　 時　R1.6.19（木）　15:30～16:30（１時間）
　２ 場　 所　町道西41号線（集団登校集合場所～町道筒井徳丸線）
　３ 交通量
　　　　　　　 至エミフル：自動車90台、自転車11台、バイク9台、歩行者30人
　　 至町道筒井徳丸線：自動車97台、自転車13台、バイク9台、歩行者 0人

まちづくり課

西古泉 5月28日
02道路・交
通・建物

町道西41号線
車が通るときスピードがかなり出ている、通学時など危
険である。速度制限標識もない。ゾーン30の表示をして
ほしい。

ゾーン30の設置に係る相談・申請等は、警察の所管になる。
区長に詳細を報告し了解を得る。 学校教育課

西古泉 5月28日
02道路・交
通・建物

看板

町道西41号線と筒井・徳丸線の交差点に設置している
看板の向きが適切でないので、向きを変えてもらいた
い。

設置している看板は、昨年の町政懇談会において提出された意見を受け
て、大字で文面や設置場所、方向を検討してもらいエミフルに設置しても
らった経緯がある。再度検討して修正の必要があれば要望としては受ける
が、移転に係る費用は町としても負担はできないと考えている。

まちづくり課
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令和元年実施　町政懇談会の記録（岡田校区）

地区名 開催日 大項目 小項目 質問・意見の要旨
回答等の要旨

（※対応予定及び対応済は、朱書きで入力）
担当課等

西古泉 5月28日
02道路・交
通・建物

西古泉・筒井線

西古泉・筒井線の今年度の工事内容と今後の工程が
知りたい。
また、筒井・徳丸線と町道西48号線の交差点に信号機
を設置してほしい。
以前に、人に優しい道路にすると説明があったが、ど
のような計画をしているのか。

今年度は、道路擁壁の施工を実施するとともに、筒井・徳丸線との交差点
を改良する予定である。
その後、路床や路盤整備などの工事を行い、舗装工事を実施していく予定
である。
信号機については、愛媛県警と協議を行っているが、設置箇所数などは決
まっていない。
人に優しい道路については、道路の沿道にベンチ等を設置するよう提案し
ている。また、自転車の通行帯も確保し、道路基準により歩道の幅員も広く
なっている。
信号機については、筒井・徳丸線と町道西48号線の交差点に設置できるよ
う要望している。(R1.5.29確認)

まちづくり課

西古泉 5月28日
02道路・交
通・建物

町道西48号線

町道西48号線との交差点に信号が設置されない場合
は、西48号線の渋滞が懸念されるが、西古泉・筒井線
の供用開始からしばらくの間、警備員などの配置は考
えているのか。
また、改修計画があると聞いたが、どのように改修する
のか。

渋滞対応の警備員の配置は考えていない。
改修については、道路の北側にある水路を北側に移設し、道路幅員を拡
幅する計画としている。
補助が採択される事業として要望しているが、採択されていないため、工
事が施工できていない。今後も事業要望をする。

まちづくり課

西古泉 5月28日
02道路・交
通・建物

運転免許証自主
返納

運転免許自主返納への支援は有り難いことではある
が、高齢者本人だけでなく、家族が返納を進めるに当
たって、制度の周知としてポスター掲示とかできないも
のか。

免許証の自主返納への支援事業は、広報６月号で特集記事として掲載す
る。そのほか町のＨＰでも周知をしているが、それ以外の周知については、
様子を見て実施を検討する。 町民課

西古泉 5月28日 09観光
恋泉畑のひまわ
り

昨年、恋泉畑に植えられたひまわりについては、背が
高すぎてすぐに倒れてしまった。今年はどうするのか。

ひまわりの高さについては低くなると聞いている。
産業課

北川原 7月11日 01防災
防災士候補の推
薦

自主防災組織が防災士候補を選ぶ際に、女性を推薦
してほしいとの要望があったが、男性ではだめか。

地区によっては、女性が少ないところがあるため要望した。女性でないとい
けないということではない。 総務課

北川原 7月11日 04環境 プラごみ
プラごみの処理はどうなっているのか。プラごみの出し
方、指導はどうか。

リサイクル可能なものについては、リサイクルしている。プラごみの出し方
については、適宜指導は行っている。 町民課

北川原 7月11日 08農業 水路の水位
水路の水位が高く、隣地に設置している浄化槽からの
排水ができないと聞いているが、水路の水位を低くする
ことはできないか。

現在は、田んぼに水を張る時期であり、水利組合が板堰などで水路の水を
堰き止めていることから、水位については水利組合と相談してほしい。 産業課

北川原 7月11日
11文化・歴
史

文化財案内板
町内文化財案内板が見えないところがある、補修をお
願いする。

予算の範囲内で補修している。現地を確認し、補修する。
本年度に実施する計画あり。 社会教育課

北川原 7月11日 12その他 総合計画策定
アンケートの実施はいつか。 平成31年の１～２月に実施した。

（2,500人に送付→回収1,100人） 総務課

塩屋 7月26日 04環境 ごみ集積場
ごみ集積場の設置に関する決まりはあるのか。 ごみ集積場は、各地区で場所を決めて町民課へ届け出している。集積場を

変更する場合にも、町民課への届け出る必要がある。 町民課

塩屋 7月26日 06学校
通学路の安全対
策

子どもの事故や事件が多くなっているが、通学路等の
町の安全対策はどうか。

町は、集団登校の集合場所、時刻、人数、通学路の状況及び過去５年間
の不審者が多く出没する場所を地図に取りまとめた。関係機関で情報共有
し、伊予検察署に対しパトロールの強化を、青パト隊に対し今まで以上に
子どもの見守りをしてほしいと依頼した。今後は、通学路点検箇所に空き
家や暗い道などを加えるなど、視野を広げて安全対策を講じる。

学校教育課
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令和元年実施　町政懇談会の記録（岡田校区）
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（※対応予定及び対応済は、朱書きで入力）
担当課等

塩屋 7月26日 06学校
教師の働き方改
革

全国的に学校の先生は忙しい。町の今の現状はどう
か。

町の学校の先生も大変忙しい状況である。町教育委員会では、平成29年
度から働き方改革に対する取組を始めた。具体的には、教育委員会、学校
において、これまで実施してきた行事を精選し、会議の時間や内容を統配
合することにより、行事や会議の回数を減らした。部活動を週２日休みにし
た結果、１人当たりの残業時間が約11時間短縮された。昨年度から学校現
場における働き方改革の事業を国から受け、更に改善を進めるため、大学
教授や医師等から意見を聞いている。先生の補助的な手伝いをするスクー
ルサポートスタッフを２名雇用した。
広報９月号に改革の状況を掲載するので、保護者や地域の方の意見を聞
きたい。

学校教育課

塩屋 7月26日 12その他 空家

通学路に面した空家があるが、犯罪に利用されない
か。

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて、松前町空家対策計画
を策定した。これにより法に基づいた助言、指導、命令ができるようになり、
特定空家に認定された空家については、強制的に行政が撤去できるように
なったことから、適切に松前町空家対策計画を運用していく。

まちづくり課

66件
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