
平成29年実施　町政懇談会の記録（松前校区）

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

（※印は、平成29年12月末現在の対応状況です。）
担当課等

南黒田 10月18日 03水道
大地震時におけ
る水源への影響

将来、南海トラフ巨大地震の発生が予想されている。大
型の地震が発生した場合に松前町の水源にどのような
影響があるのか調査しているか。

南海トラフ巨大地震の発生についての断層調査は、実施していない。ただ
し、既に整備が完了している２箇所の浄水場（北伊予、恵久美）では、１つの
タンクがストップしてももう１つのタンクが給水拠点となる機能を備えており、
飲用水として活用できる。
西古泉浄水場を整備する場合は、地質調査を行ってから用地確保を進めて
いく。安全でより強固な施設になるよう配慮していく。

上下水道課

南黒田 10月18日 03水道 水道料金 今後、どの時期から水道料金が改定されるのか。
現状では、西古泉浄水場の整備計画の詳細が決まっていないため、どの時
期に水道料金が改定されるのか、どの程度上がるのかは分からない。分
かった段階で速やかに、住民の皆さんや議会にお知らせしたい。

上下水道課

南黒田 10月18日 03水道

浄水場の
大給水量

水道経営

今回、整備を検討している西古泉浄水場の１日の給水
量をどの程度見込んでいるのか、また、現在の使用水
量がどのくらいなのか、現在の使用水量に対して 大
給水量がどのくらいなのか。
西古泉浄水場を整備した場合、純利益が2,000万円程
度赤字となっているが、平成35年度以降には、１億円程
度増える試算となっている。単純に考えると今までより
ランニングコストが１億円程度増えると考えたらよいの
か。

西古泉浄水場では、１日当たりの計画 大給水量を7,860㎥と見込んでい
る。松前町全体では、16,000㎥を計画値としている。現在は町全体で11,000
㎥前後が使用水量である。
現在の試算では、何もしないと平成35年度からは１億2,000万円の赤字とな
る。

上下水道課

南黒田 10月18日 06学校 プール開放
義農公園のプールがなくなり、子どもたちは自転車で伊
予市のプールまで行っている 無料でなくてもいいか

松前校区では、学校のプールを開放していない。北伊予・岡田校区で開放し
ているのは、学校のプールを利用する子どもの親が監視することで開放して

前 学校 も何年 前 保 者 を が
学校教育課南黒田 10月18日 06学校 プール開放 予市のプールまで行っている。無料でなくてもいいか

ら、安く利用できるようなプールは建設しないのか。
いる状況。松前小学校でも何年か前に保護者にアンケートを取ったが、開
放しなくていいという声が多かった。

学校教育課

南黒田 10月18日 07高齢者 介護予防
認知症、介護予防事業を継続することは医療費の抑制
につながっているので、次年度以降もぜひ継続してもら
いたい。

各種講座について、今後も継続していきたいと考えている。内容について
は、その時の状況に応じたものになっていく。

健康課

南黒田 10月18日 07高齢者 老人会

老人会の運営は、会費と町と自治会からの助成金で
行っている。町の助成金を受けるためには、事業計画、
収支計画と写真をその都度提出しなければならないと
聞いている。手続事務が必要となるため、楽しみにして
いる事業が進まない。もう少し高齢者に優しい手続をお
願いしたい。

老人会の行事ごとに写真の提出を求めることはしていないと把握している。
ただし、老人クラブの活動補助ではなく、別の事業（地域の補助事業）で資
料の提出を求めていることはあるかもしれない。
書類の出し方等は、担当課に伝えて説明させる。
（※松前校区老人クラブ会長と南黒田老人クラブ会長に説明済み。手続は、
特に問題なしとのこと。）

健康課
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平成29年実施　町政懇談会の記録（松前校区）

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

（※印は、平成29年12月末現在の対応状況です。）
担当課等

南黒田 10月18日 12その他 南黒田工業団地 南黒田工業団地整備の経過について

平成24年９月10日　工業団地整備に伴う洪水調査結果の説明会開催。
平成24年10月11日　伊予市担当職員へ上記の説明。
平成28年度から愛媛県、伊予市など都市計画決定に関わる関係機関との
協議を再開。
平成28年10月16日　鳥ノ木北団地の区長及び役員６名を対象に伊予市と説
明会を開催。
平成29年１月26日　上記の記事録を鳥ノ木北団地の全家庭に回覧し、住民
から出された意見が伊予市を通じて松前町に提出された。
平成29年５月21日・30日　上記を踏まえて、鳥ノ木北団地の全住民を対象に
水害の懸念についての内容を中心とした説明会を２回実施。（40世帯中延
べ31世帯の出席があった。）
参加者からは、南黒田工業団地の整備によるトラック等の交通量の増加や
騒音、悪臭への懸念、特に大谷川に葦等が生い茂っているので水害が心配
との意見が多かった。工業団地の開発前に河川の雑草除去が先ではない
のかという意見が多かった。
平成29年９月26日　伊予市と合同で中予地方局へ河川の適正な管理を要
望した。
今後は、鳥ノ木北団地の住民に対して懸念される事項について再度説明を
行い理解を求めていく。

まちづくり課
産業課

南黒田 10月18日 12その他 運転免許返納
運転免許証を返納した際の町から受けることができる
特典を教えてほしい

現在、松前町では運転免許証返納に係る特典はない。今後、検討したい。 町民課南黒田 10月18日 12その他 運転免許返納
特典を教えてほしい。

現在、松前町では運転免許証返納に係る特典はない。今後、検討したい。 町民課

北黒田 11月21日 01防災 台風
先日の台風で水害があったが、抜本的な対策をしてほ
しい。

早目に消防署にある土のうを取りに行っておく、早目に２階に上がる、知り
合いの所に行くなど、個々の対策を取っていただきたい。今のところ、抜本
的な対策は難しい。県に要望を出し、長尾谷川（中学校の裏）の掘削工事を
始めている。

総務課
まちづくり課

北黒田 11月21日 01防災 防災行政無線 防災無線が聞こえづらい。
もう一度ゆっくり、はっきり話すよう指導する。どうしても聞こえづらい場所が
あれば町に言っていただくと、スピーカーの方向を変えるなどの対応をさせ
ていただく。携帯電話への送信、戸別受信機の設置を検討している。

総務課

北黒田 11月21日
02道路・交
通・建物

空き家対策
空き家対策で、何十年も放置されている家をどうにかで
きないか。

今年度から、老朽建物放置除却事業として、町内全域を対象に倒壊するお
それのある空き家を除去する工事費用の一部を町が助成する事業が始
まっている。（ 高80万円）　今年度、２件申請があった。

まちづくり課

北黒田 11月21日
02道路・交
通・建物

海岸線整備 海岸線の整備の完成はいつなのか。
県に要望しているが、明確な答えが返ってきていない。
（※背後地を守るための新たな手法を検討するよう知事要望を行う。）

まちづくり課

北黒田 11月21日
02道路・交
通・建物

空き家対策 空き家の木が伸びている。
特定空き家であると、木の伐採の助言や指導ができる。現状を見てから、返
事したい。

まちづくり課

北黒田 11月21日
02道路・交
通・建物

道路整備 道が暗い。 松前町内の街灯の数を地図上に書くなどして、調整している 中である。 まちづくり課

北黒田 11月21日
02道路・交
通・建物

松前公園設備 松前公園に防犯カメラがあるべきではないか。
現状を確認し、必要性を検討したい。
（※平成30年度中の設置に向け調整したい。）

社会教育課

北黒田 11月21日 03水道
下水道整備
下水道料金

２年前に下水道ができたが、つないだ人が非常に少な
い。広く周知するとともに、下水道の料金を値下げして
ほしい。

事業整備中である。広報などで、住民の方に接続の依頼をしており、今後も
周知をしていく。値下げの計画はない。現在の接続率は、78.4％となってい
る。

上下水道課
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平成29年実施　町政懇談会の記録（松前校区）

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

（※印は、平成29年12月末現在の対応状況です。）
担当課等

北黒田 11月21日 05子育て 保育所
ひまわり保育所に通園している園児の親の運転が危
険。その付近の安全対策をしてほしい。

持ち帰り、早急にどういった対策が取れるか検討したい。
（※12月２日、保護者に対し伊予警察署による講習会を開催した。）

福祉課

北黒田 11月21日 07高齢者 介護保険料 介護保険料が高い。
松山圏域では、低い額である。今後は、介護予防に力を入れていきたい。御
理解いただきたい。

保険課

北黒田 11月21日 12その他 マイナンバー
マイナンバーカード１枚で全ての手続ができるようにして
ほしい。

整備、周知がまだ足りていないと思うので、今後も進めていきたい。 町民課

北黒田 11月21日 12その他 病院建設 松前病院よりもう少し大きい病院ができてほしい。 現時点では、町営病院を造る気はない。 健康課

宗意原 7月11日
02道路・交
通・建物

道路整備
松前小学校西側の幹線道路は、ごみ収集車や緊急車
両が通ることができない。

住居の立ち退きが必要となり、難しい問題である。今後の検討課題とした
い。

まちづくり課

宗意原 7月11日
02道路・交
通・建物

道路整備
松前小学校前に住んでいるが、交通量が多く、家が揺
れて困っている。

想い通り付近に、大型車は左折して国道を通るように案内を出し、できるだ
け大型車が通らないようにしている。ひどいようだったら、数値を測ることは
できる。

町民課

宗意原 7月11日
02道路・交
通・建物

道路規制
役場前の県道は、40キロ規制であるが、規制を守って
いる車は少ないように感じる。危ないので、30キロ規制
とできないのか。

円滑な交通を目的とした幹線道路なので、要望したとしても規制は難しいの
ではないかと考えている。

町民課

宗意原 7月11日
02道路・交 エミフル

正面衝突の危険があって危ない。要望に行っても「ポー
ルは立てられない」などと言って終わり。ダメで終わりに

状況を確認して、対応していきたい。
（※オ プン以来 立体橋での交通事故は発生していない （エミフル確認 まちづくり課宗意原 7月11日

02道路 交
通・建物

ミフル
立体橋

ルは立てられない」などと言って終わり。ダメで終わりに
するのではなく、問題点を掘り下げて、少しでも安全に
通行できるよう代替策を検討するなどしてほしい。

（※オープン以来、立体橋での交通事故は発生していない。（エミフル確認
済み））

まちづくり課

宗意原 7月11日
02道路・交
通・建物

ひまわりバス 国道56号線沿いに停留所があれば利用しやすい。
他の地区からも様々な要望があるので、どういった周り方がいいのか、実用
的な運用について検討していきたい。

町民課

宗意原 7月11日
02道路・交
通・建物

町営住宅
宗意箱住宅再開発で地域を活性化して、人口増を図っ
てほしい。 →現状：大きい道路がない、退去後に空き家
化している。

役場内でも議論となっているが、方向性は定まっていない。今後、協議を重
ねていきたい。

まちづくり課

宗意原 7月11日
02道路・交
通・建物

町営住宅

以前に、国からの補助金をもらっているので、宗意箱住
宅の空き家が多くても取壊しができないと聞いた。建築
してから年数を経ているので、その制約はなくなってい
るのではないか。防火の面から、空き家の問題を解決し
てほしい。

（※松前町公共施設等管理計画に基づき、検討していきたい。）
まちづくり課

宗意原 7月11日
02道路・交
通・建物

市街化
調整区域

松前中の南・東の田んぼ付近が住宅となれば、新立・
宗意原地区の人口増が見込めるのではないか。

現在、土地利用のあり方について協議を行っているところである。その中で
検討を進めていきたい。

まちづくり課

宗意原 7月11日
02道路・交
通・建物

役場前
駐車場

土日祭日の駐車場があふれて困っている。

町有地の中で駐車場が確保できないかを考えている。旧保健センターが老
朽化しているので、除却し、その跡地を駐車場とすることを検討している。
（※今年11月、旧保健センターを解体し、跡地を駐車場に整備工事する設計
委託業務を終了。平成30年度に解体して、駐車場を整備する予定である。）

総務課

宗意原 7月11日
02道路・交
通・建物

公共工事 建設国債を担保する要望を県や国に出せないのか。
公共工事に関しては、地方債という形で借金をして、事業を行っている。町
行政として自由に使えるお金は８億円ほどで、そのお金から優先順位を付
けて事業を行っている。

財政課
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平成29年実施　町政懇談会の記録（松前校区）

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

（※印は、平成29年12月末現在の対応状況です。）
担当課等

宗意原 7月11日 03水道
水源地からの

供給

町内の水源地は、３つであるとのことであるが、水源地
の水質は全て同じなのか。また、１つがダウンした場
合、残りの２つから供給できるような配管となっているの
か。

水質は、ほぼ同じとなっている。１つの水源地から供給できなくなるなど緊急
時の供給についても、（２つ以上ダウンするなど広範囲で供給ができなくなる
状況に陥らない限りは）対応ができるように整備を行っている。

上下水道課

宗意原 7月11日 03水道 配水管
松前校区の配水管は、老朽化していると思うが、入替え
が追い付いていないように感じる。

石綿セメント管の入替えは終わっており、現在は塩ビ管などの入替えを行っ
ている。道路改良と併せて直していく予定としている。

上下水道課

宗意原 7月11日 03水道 下水道整備
計画区域に入っているところでも、整備が進んでいな
い。計画は進んでいるのか。

人口集中地区（ＤＩＤ地区）は、６割ほど終了している。国からの補助金の関
係で少しずつ整備を進めている形となっているが、順次進めていきたい（現
在は北黒田地区を行っている状態）。

上下水道課

宗意原 7月11日 04環境 ごみ放置
本村地区の東レ工場付近の漁業倉庫に粗大ごみがあ
ふれている。倉庫もずっと使っていない。

状況を確認して、対応したい。
（※港湾管理者である愛媛県に対応を依頼した。12月末までに回答があ
る。）

町民課
まちづくり課

宗意原 7月11日 10広報活動 議会だより

議員研修後の取組について、どのように町に生かされ
たのか、報告してほしい。ホームページで公表しても、
ホームページを利用しない人にとっては知ることができ
ない。

議員の一般質問などに生かされている。質問は、行政が答弁するが、答弁
後、町がどのような対応をとったかは、「追跡」という形で特集を組んでいる
場合もある。このほか、会議録などはホームページで公表し、役場１階情報
公開コーナー、図書館、公民館等にも置いている。周知方法について、今後
も検討していきたい。
→議会だよりは、議員が作成しているので、議会事務局を通じて、意見が
あったことを伝えておく。

議会事務局

（社会教育課）

宗意原 7月11日
11文化・歴

史
義農神社

以前、旧松前保育所取壊しにより、義農公園の再開発
（顕彰館等）を進めていくとの話があったが、現在はどう
なっているのか。

（社会教育課）
義農顕彰館については、博物館としたときに義農作兵衛のものがどれだけ
展示できるのか、顕彰館を建てただけにならないようどのように活用していく
のかについての検討が進んでいない状況となっている。
（町長）
義農神社については、政教分離の関係で役場がお金を出せないので、老朽
化がそのままとなっている。かつては、護持団体があったが今はそれもな
い。土地の所有者の問題もあるが、まずは、国体終了後に再開発に関する
議論を活発化させたいと考えている。町長としてではなく、個人として護持団
体の設立に向け、関係団体と調整を進めていきたい。

社会教育課
総務課

宗意原 7月11日
11文化・歴

史
武智雅一の銅像

役場前の武智雅一の銅像は、鎖があって入りづらく、後
ろにある文字も設置場所の関係で見えない。きちんと維
持管理をしてほしい。

修理したいと考えているが、費用の面で改修が進んでいない状況となってい
る。文字については、対応が可能と思われるので、状況を確認し、対応した
い。鎖についても、検討したい。
（※平成30年度、銅像の腐食改修に併せ、鎖や説明版設置に伴う整備を予
定している。）

総務課

宗意原 7月11日
11文化・歴

史
文化祭

松前公園体育館で行っていた小学生の絵の展示がなく
なっている。販売もなくなり、文化祭が寂しい。

産業祭を分離した関係で、寂しさがあるとの意見が以前からあったことか
ら、一部物販を行うなど改善を行っている。今後も、にぎわいが持てるような
工夫を検討していきたい。

社会教育課

宗意原 7月11日 12その他 固定資産税 コンビニ振込は考えていないのか。
コンビニ振込は、手数料がかかるため口座振替を勧めているのが現状。
要望を踏まえ、検討していきたい。

税務課

新立 8月18日 01防災 防災行政無線
本日、Ｊ－アラート訓練があったようで、今治市は放送
がされなかったとニュースで見た。松前町は訓練したの
か。

松前町も訓練を実施し、正常に作動したことを確認した。 総務課
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平成29年実施　町政懇談会の記録（松前校区）

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

（※印は、平成29年12月末現在の対応状況です。）
担当課等

新立 8月18日 01防災 防災行政無線
防災行政無線がしゃべる人によって聞こえない時があ
る。音量を上げてみてはどうか。

話し方を工夫して、分かりやすい放送を心掛けたい。音量は、上げすぎても
いけない。どうしても聞こえないときは、詳細について調査しているので町に
連絡してほしい。

総務課

新立 8月18日 01防災 水害
北九州の集中豪雨に関して、河川に水位計がなかった
ため避難の指示が曖昧だったと新聞などで見た。重信
川や長尾谷川、国近川の状況はどうなっているのか。

重信川は、出合橋付近に観測所がある。その水位情報を基に早目に伝えて
いきたい。また、防災マップで重信川が氾濫したときの想定情報を提供して
いる。今後は、 悪の状態を見越したものを推定してマップにし、提供したい
と考えている。長尾谷川には、水位計ではなく水位が分かる標示を何箇所
か貼り付けている。
（※国近川については、水位を標示するものはない。水位上昇はあったもの
の大きな浸水被害は、発生していない。）

総務課
まちづくり課

新立 8月18日 01防災 避難所
避難所である松前中学校には、どの場所に避難するの
か。

基本的には体育館に避難してもらう。北校舎は耐震性がないため避難でき
ないが、南校舎は古い建物だが耐震性はあるので避難できる。両方の新校
舎が完成する予定の平成32年度には北校舎にも避難できる体制が整う。

学校教育課
総務課

新立 8月18日 01防災 避難所
松前町指定避難所を示す看板の標示内容を統一して
ほしい。松前小学校と松前中学校で標示内容が異なっ
ている。

看板の内容は同じであるが、念のため確認する。また、地図自体も古くなっ
ているものもあるため見直しを検討する。
（※確認したところ、統一した標示であった。）

総務課

新立 8月18日 01防災 河川
長尾谷川（県管轄）のポンプのところがヘドロや土砂が
堆積して浅くなっている（大雨の際に困る）。

（※県に要望を出し、現在、長尾谷川の河床掘削工事を実施中である。） まちづくり課
堆積して浅くなっている（大雨の際に困る）。

新立 8月18日
02道路・交
通・建物

道路整備
道がでこぼこしているところや、ちょっとした穴があると
ころがある。

町道や農道は、職員が月に１回見回りをしているが、目に付かないところも
ある。見付け次第連絡してほしい。職員で直せるところは、すぐに対応した
い。

まちづくり課

新立 8月18日
02道路・交
通・建物

空き家対策
町が空き家を撤去しているが、まとまった土地ではなく
飛び地である。今後の活用方法を教えてほしい。

将来的には、先進地の事例を参考にしながら区画整理を実施する予定。そ
れまでの間は、上手く活用できる方策を検討したい。

まちづくり課

新立 8月18日 03水道 工事計画
新立地区の上下水道の工事の計画について教えてほ
しい。

現在、公共下水道の工事は、北黒田南黒田地区で実施中。相当の期間を
要することから、新立本村地区は、今後10年以内に浄化槽の設置に関して
何らかの補助金が出せないか検討したい。

上下水道課

新立 8月18日 04環境 ごみ収集 かんの収集日を月１回から２回に増やしてほしい。
各地区の要望として聞いておく。費用対効果の面もあるため、持ち帰って検
討し、できることであれば実施したい。
（※他地区からの要望はないため、しばらく様子を見てみたい。）

町民課

新立 8月18日 06学校 耐震化
松前中学校建替えと耐震化の計画について教えてほし
い。

平成30年度に実施設計をし、31、32年度で建設予定と考えている。 学校教育課

新立 8月18日 09観光 自転車
まさき-いいとこ見つけ隊が作っている自転車回遊コー
スは具体的に決まったのか。

現在、複数のコースを策定中と聞いている。 町民課

新立 8月18日 10広報活動 広報紙
広報の表紙写真に若い人ばかりではなく、たまには年
配の人も選んでほしい。

表紙は、その時々の季節の話題性があるものを選んで採用している。採用
方法については検討していく余地はある。

総務課

新立 8月18日 12その他 義農プール 義農プールの復活を検討してほしい。
松前保育所跡地整備や義農公園、神社再建もあるので検討しなければなら
ないと思っている。夢としては、いつでもはんぎりができる環境を整えたいと
いう思いがある。それらを含めて検討したいと思っている。

まちづくり課
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平成29年実施　町政懇談会の記録（松前校区）

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

（※印は、平成29年12月末現在の対応状況です。）
担当課等

本村 10月25日
02道路・交
通・建物

西公民館改修
西公民館の改修は、全面改修をするのか。施設内にエ
レベーターは設置されるのか。

基本的には、地震で揺れても壊れないような耐震改修を実施する。併せて
建物内の改修を実施する。また、現在、義農公園にある老人憩いの家を西
公民館の中に設置する改修も行う。エレベーターの設置について検討はし
たが構造的に難しいため、設置しない。現在あるスロープを改修する。

社会教育課

本村 10月25日
02道路・交
通・建物

木造住宅耐震
一般的な住宅の耐震工事にかかる費用はどの程度で、
役場からの補助額はどの程度あるのか。

これまでの実績の平均値になるが、２階建ての場合の耐震工事費は約180
万円、平家建ての場合の工事費は約120万円となっている。補助金の額は
面積によって違いはあるが、補助額の上限は90万円となっている。

まちづくり課

本村 10月25日
02道路・交
通・建物

木造住宅耐震 耐震診断は、個人の責任で行うのか。
松前町に木造住宅耐震診断協議会という組織があり、この組織に入ってい
る業者が７業者あるので、この業者に依頼すれば耐震診断は無料で実施で
きる。

まちづくり課

本村 10月25日 03水道 水道会計
水道事業は、独立採算なのか。水道会計に町の税金が
入ることはないのか。

現時点では、入っていない。今後、インフラ整備を進めていく上で、一般会計
から繰入れすることはある。

上下水道課

本村 10月25日 03水道 浄水場整備 西古泉浄水場の整備費用は、どの程度必要なのか。 概算であるが、35億円から40億円程度を見込んでいる。 上下水道課

本村 10月25日 03水道 水道料金

将来的な赤字累積の説明をする前に、現状の課題につ
いて、広報等で住民に対してもっと開示しないと住民の
納得は得られないのではないか。値上げに至るまでに
何か打つ手はないものか

恵久美、北伊予それぞれの浄水場整備に要した費用と施設を維持していく
ためには、平成26年に40パーセントの水道料金の値上げが必要であった。
しかし、急激な水道料金の値上げに理解を得られなかったため、20パーセ
ントの値上げとなった。いずれ水道料金の値上げをしなければならない時期
が来るため、今回は、町内全域（町政懇談会）で現状の説明を行っている。

上下水道課

何か打つ手はないものか。
が来るため、今回は、町内全域（町政懇談会）で現状の説明を行っている。
今後、西古泉浄水場の具体的な事業費が明らかになったら、その経費を乗
せて、水道料金値上げの時期と値上げ幅について説明していく。

本村 10月25日 03水道 水道配管更新 水道の配管は、通常どの期間で交換するのか。
通常、耐用年数が40年と言われている。松前町では現在、老朽管更新事業
を実施している。修理の頻度が高いところから優先的に交換している。

上下水道課

本村 10月25日 05子育て ひまわり保育所
新しくできた保育所の定員数と、どの範囲の子どもたち
が入っているのか知りたい。

定員は、150人である。保育所は、学校と違って校区制ではないため、まず
は保護者に入りたい保育所の希望を聞き、希望が多い場合は調整する。

福祉課

本村 10月25日 07高齢者 施設利用
来年のポップサーカスの開催に伴い、グランドゴルフで
使用している松前公園多目的広場が使用できなくなる。
代わりに、ホッケー公園多目的広場は使用できないか。

ホッケー公園多目的広場は、土・日曜日にリトルリーグが主に使用してい
る。グランドゴルフは、平日の午前中に使用するため競合することはない。
よって、使用申請をすれば定期的に使用することは可能である。また、使用
料は、団体登録しているため松前公園多目的広場と同様の半額とする。

社会教育課

本村 10月25日 09観光 産業・観光振興
産業開発、観光開発における町の考えについて教えて
ほしい。

産業開発については、南黒田工業団地の開発の実施に向けて、愛媛県や
伊予市等、都市計画決定の関係機関と協議を進めている。
観光開発についてははだか麦を中心とした食の観光、レンタサイクルによる
町内周遊事業、漁業振興についてはハモの販路拡大に取り組んでいる。

産業課

筒井 8月23日 01防災 水害
西古泉筒井線道路計画に併せた浸水対策はどうなった
のか。

平成28年11月に町理事者と地区代表者で現地調査を行った。今年度は、効
果的かつ財政的に実施可能な浸水対策計画の立案を目的とした、筒井地
区雨水対策事業基本計画策定業務を実施している。来年度以降、基本計
画の結果などを説明していきたい。

まちづくり課

筒井 8月23日 01防災 水害
西古泉筒井線道路計画に併せた浸水対策は二転三転
している。今度こそ実現可能なものになるよう要望す
る。

承知した。 まちづくり課
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平成29年実施　町政懇談会の記録（松前校区）

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

（※印は、平成29年12月末現在の対応状況です。）
担当課等

筒井 8月23日 01防災 Ｊアラート 先日あったＪアラートの訓練について教えてほしい。
一瞬（２行程度の文章）だったので聞き逃した人もいたかもしれないが、松前
町も訓練を実施し、正常に作動したことを確認した。

総務課

筒井 8月23日 01防災 防災行政無線
防災行政無線が聞こえない。どれくらいの世帯にしっか
り無線が届いているのか調査してほしい。

各地区でたくさんの意見を頂いている。防災行政無線を補足する方法（携帯
メールや戸別受信機など）を今後検討したい。

総務課

筒井 8月23日 01防災 水害

浸水対策や集中豪雨について、大丈夫だろうという考え
ではなく、万が一を想定して対策を考えてほしい。また、
筒井地区の人口は約3,600人ほどいるが、松前公園体
育館にみんな避難できるのか。

重信川が決壊し、浸水したときの被害想定は、防災マップで配布済みであ
る。今後は、 悪の状態を見越したものを推定してマップにし、提供したいと
考えている。国交省は、想定 大降雨量の雨が降ったときは重信川が氾濫
して、松前町全域が浸水すると想定している。関係機関が一緒になって対
策を考えており、町内では逃げるところがないため、他市町に広域避難をす
ることも考えている。また、堤防が壊れないように手入れもしている。

総務課

筒井 8月23日
02道路・交
通・建物

道路整備
役場西側の道路を北に進んだところにある伊予鉄郡中
線の踏切を拡張してほしい。エミフルができてから交通
量が増え事故が多発している。

交通渋滞を緩和するため、フィッタ前道路から北に向かって筒井徳丸線につ
ながる道路（西古泉筒井線）を整備していく予定である。踏切拡張は、伊予
鉄にも伝えておく。
（※踏切だけが極端に狭いわけではないため拡幅できない。との回答あ
り。）

まちづくり課
町民課

筒井 8月23日
02道路・交
通・建物

道路整備
西古泉筒井線が完成する時期はいつごろになるのか。
また筒井徳丸線の国道から東への延長は考えていない
のか。

西古泉筒井線は、平成31年度開通予定で進めていたが、東日本大震災や
熊本地震が起きたため国からもらう交付金が要望額の４割に満たない状態
であり、当初の予定より完成が遅れる見込みである。筒井徳丸線の東への
延長は、白紙状態である。
（※西古泉筒井線の開通予定 平成33年度）

まちづくり課

（※西古泉筒井線の開通予定･･･平成33年度）

筒井 8月23日
02道路・交
通・建物

空き家対策
筒井の西の方に空き家が増えている。今後の対策や活
用方法をどのように考えているのか。

今年度から町内全域を対象に、放置されている倒壊のおそれがある家屋を
除却する人に対して補助金を出している。また、町内にある空き家の状態を
１軒ずつ調査している。その結果を基に危険度の分類をして、壊さないとい
けないものは壊し、使えるものは活用する方策を検討したいと考えている。
（※空き家調査終了済み）

まちづくり課

筒井 8月23日 04環境 ごみ問題
川崎屋から西に向かって浄化センターに行く道は、町道
なのか。小屋のところにタンスや冷蔵庫などが置かれご
み捨場のようになっている。どうにかできないか。

町道である。しかし、ごみと町道の間にある小屋が建っているのは、県が管
轄する港湾施設である。他の地区でも意見が出ており、県に状況説明をし
て、一緒になって対応したい。
（※港湾管理者である愛媛県に対応を依頼した。12月末までに回答があ
る。）

まちづくり課
町民課

筒井 8月23日 07高齢者 介護保険
介護認定を受けていない人は、介護施設が利用できな
い制度になっている。将来介護状態になることを予防す
るために何か利用できないか。

昨年度、法改正があって介護認定を受けていない人もデイサービスに似た
制度を利用できるようになった。認定を受けた人が利用する介護施設では
なく、地域などの身近な場所で利用できる。しかし、各地区で体制が整って
いないため、現在準備中である。

健康課

筒井 8月23日 07高齢者 高齢者活躍
協働が必要と言われる中、高齢者が貢献できる仕組み
は何かないか。

町の高齢化率が３割に近い状況になっているため元気な高齢者に活躍をし
てもらうことは必要だと考えている。町としても意見交換の場など設けて考え
ていきたい。また、教育委員会で人材トレジャーバンクの制度を設けている
ので、特技などある方は是非登録をお願いしたい。

健康課
社会教育課

筒井 8月23日 10広報活動 町政懇談会
この町政懇談会の結果は、どのように知ればよいの
か。

ホームページで公表するほか、各地区の区長さんに内容をまとめたものを
お渡ししている。

総務課
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平成29年実施　町政懇談会の記録（松前校区）

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

（※印は、平成29年12月末現在の対応状況です。）
担当課等

筒井 8月23日 12その他 人事
課の半数が一挙に変わる人事異動は控えてほしい。窓
口に行ったときに「前任から引継ぎを受けていません」と
の回答をもらって困ったことがある。

組織改編でもない限り、課の半数が異動することは考えられないが、そのよ
うなことはないようにしたい。また、事務の引継ぎをしっかりするよう指導して
いきたい。

総務課
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