平成28年実施 町政懇談会の記録（松前校区）
回答等の要旨
（※印は、後日の対応です。）
南黒田工業団地整備に力を入れて取り組んでほし
現在、中断しているが、伊予市の周辺の方に洪水の問題等を説明し、
い。また、Ｈ２２年度で３２名の地権者がいたが、現在 了承を得て、企業へ話を持っていくようにしたい。地権者の皆さんにも
南黒田工 は何人いるのか。
御協力いただきたい。また、地権者数については、この場では分からな
南黒田 3月16日
業団地
い。
（※Ｈ２３年３月時点で３６名です。）
防災士が誰か分からない。名簿を作成してほしい。 南黒田には、４人防災士がいます。名簿の作成は、防災士とも相談した
南黒田 3月16日 防災士
い。地元の防災士は地域で紹介してほしい。
公民館が古く、耐震強度もない。みんなが集う公民館 公民館が老朽化して建替えたい場合は、当然地元負担もあるが、補助
公民館・
は、率先して、限られた予算を入れてほしい。
金制度があるので、町民課コミュニティ係に相談してもらいたい。耐震
南黒田 3月16日
集会所
化については検討したい。
Ｈ２８年度ごみカレンダーが使いにくい。使う人の立場 今までは費用が１００万円ほどかかっていた。今回は、広告が入ってい
るので無料でできている。来年度については、担当課と相談し検討した
ごみカレン になって作ってほしい。
南黒田 3月16日
い。
ダー
（※Ｈ２９年度からはレイアウトを見直します。）

地区名 開催日

項目

質問・意見の要旨

担当課等

まちづくり課
産業課
総務課
町民課

町民課

学校に剣道を教えに行っているが、そういう日本の文 ゆとり教育が終わり、授業をするのが精一杯であるが、学校の判断で
可能な限り、日本の文化を取り入れられるように工夫していきたい。
学校教育課
い。
大谷池はどれくらいの震度に耐えられるか。
最近改修されたが、どれくらいの震度に耐えられるかは分からない。
（※県に問い合わせたところ、Ｈ１２年度に示された国の「ため池整備設
計指針」に基づく耐震設計により改修されています。この耐震設計で
まちづくり課
南黒田 3月16日 大谷池
は、８０～１００年に１～２度発生する確率のある大きな地震を想定した
地震動により設計しているとのことでした。）
大谷川は、草が生え過ぎて雨が降ったときに決壊の 松前町からも要望を出しており、県からも何とかしたいとの返事はもらっ
危険性がある。伊予市側は、きれいになっている。松 ている。これからも県へ強く要望していく。
南黒田 3月16日 大谷川
まちづくり課
前町側も町から要望してほしい。
（※８月２９日の知事要望項目に含め要望したところ、今後も緊急性の
高い箇所から実施する予定であるとの回答を得ました。）
町主催の重複開催の解消をお願いする。教育委員会 今後、地域の行事も考えて日程調整を慎重にしたい。
総務課（全課）
南黒田 3月16日 日程調整
とも連携をとってほしい。
ガソリンスタンドから東の道路整備はどうなっている 各地区からの要望を受け、町全体の計画を見て考えていきたい。
まちづくり課
南黒田 3月16日 道路整備
のか。
はつらつ元気教室と脳元気アップ教室は、よかったの 冊子については、PR不足ということで、広報等でPRして、欲しい方に配
で推進してほしい。また、認知症医療センターの冊子 りたい。また、認知症については、健康課において支援をしたり、専門
は、もっとPRが必要と思う。
の医者を設けたりするなど、これから考えて力を入れていきたいと考え
ている。
南黒田 3月16日
健康
健康課
（※冊子「松前町認知症あんしん手帳」については、町内医療機関、介
護保険施設、松前町地域包括支援センターの窓口に設置し、PRに努
めています。今後は松前町ホームページにも掲載したいと考えていま
す。）

南黒田 3月16日 学校教育 化を小学校、中学校の学校教育に取り入れてほし

平成28年実施 町政懇談会の記録（松前校区）
回答等の要旨
（※印は、後日の対応です。）
Ｈ２７年１月に作成した災害時要支援者名簿は、活用 災害時に避難の支援が必要な方に、支援する目的で作った。名簿に
災害時要 されているのか。受け取ってもどこまで活用してよい 載っている方は、情報提供の了解を得た方であり、自主防災組織で名
簿を活用し、民生委員はその手助けをしてほしい。
3月16日
南黒田
支援者名 か迷っている。
（※自主防災組織においては、避難支援が必要な方の避難支援等に
簿
関する個別計画の策定に努めていただきたいと考えています。）
地区名 開催日

項目

質問・意見の要旨

人口ビジョンと第４次総合計画における推計人口の
捉え方が違うのはなぜか。人口ビジョンの位置付けに
ついて考えを伺いたい。
小中学校のクラブ活動で強いチームがない。ボラン
北黒田 5月17日 クラブ活動
ティアコーチを招へいし強化を図ってほしい。
古城幼稚園の駐車場がなくなった。行事のときなど不
古城幼稚 便である。また親同士のコミュニケーションにも支障
北黒田 5月17日
園駐車場 がある。
南黒田 3月16日

人口

北黒田 5月17日

町の配布
物

北黒田 5月17日

おしゃれ

北黒田 5月17日

県道交差
点

北黒田 5月17日

町道

北黒田 5月17日

町道

北黒田 5月17日

保育所

北黒田 5月17日 老人施設
北黒田 5月17日 老人施設
北黒田 5月17日 ふるさと納税

第４次松前町総合計画では、Ｈ３１年度に３万５千人。地方創生の人口
ビジョンは、現在の推計値２０６０年で約１万９千人に対し、様々な施策
を講じて、２万５千人に減少を抑えようというものとなっている。
ボランティアコーチの招へいは、検討の余地はあるが生徒との意思疎
通が大事。現在、ホッケーには力を入れている。
土地所有者の意向により仕方がない状況。一方通行で混雑しないよう
にしている。
（※園庭開放を降園後１時間実施しており、先生や保護者同士の情報
交換の場として利用していただきたい考えています。）
町の配布物が立派過ぎたりして、そこまで必要かと思 事業評価の中で考えていきたい。
う。また、各戸配布も必要か。無駄なものもあるので
はないか。
おしゃれなまちづくりの話で、橋の欄干がきれいに
参考にさせていただく。
なっても、川が汚いのではだめ。町民がおしゃれだと
感じるまちづくりをお願いしたい。
宗意原交差点は、停止線の位置のせいで大型が停 県に要望する。
車していると通行できない。
貴布祢神社から地蔵町駅の西までの間の道路が狭 家屋があり難しい。本当に必要かどうか考える必要がある。
い。拡幅できないか。
松前幼稚園前の道路の水はけが悪く、雨天時にすぐ 現状については、把握しており、対策を考えていく。
冠水してしまうので改善を要望する。
建設予定の統合保育所には、一時保育、延長保育が 一時保育はある。０歳児の定員も増やすようにしている。
あるのか。
鶴寿荘のような施設が少ないと思う。増やす計画はな 国の基準による待機者はいない。第6次介護保険事業計画（Ｈ２７～Ｈ
いのか。
２９）では、現有施設でまかなえる見込みのため、新たな計画はない。
老人施設の職員の待遇が悪いのではないか。
国の制度の問題と考える。
ふるさと納税について、どのように考えているか。
今後は、利用者の利便性も考え、特産品のPRになるもので進めたい。

耐震改修補助金に、家屋の一部改修も含めてもらい 今後検討する。
たい。
空き家対策で、何十年も放置されている家屋は、どう 新立・本村地区では対策事業を実施しているが、その他の地区につい
空き家対 にかならないか。
ては、所有者にお願いをしていくしかない。
北黒田 5月17日
策
（※Ｈ２９年度から、危険空き家の取壊し費用について、新たな補助制
度を予定しています。）

北黒田 5月17日 耐震改修

担当課等

健康課

総務課
学校教育課
学校教育課

総務課（全課）
総務課（全課）
まちづくり課
まちづくり課
まちづくり課
福祉課
保険課
保険課
総務課
まちづくり課
まちづくり課

平成28年実施 町政懇談会の記録（松前校区）
回答等の要旨
（※印は、後日の対応です。）
地域の集会所の耐震診断には、助成制度があるの 建替えであればコミュニティ事業の補助制度はあるが、耐震診断の補
北黒田 5月17日 集会所
か。
助制度はない。今後検討したい。
松山市は、学校にエアコンを導入するようだが、松前 学校、PTAで議論し、必要性を検討したい。
学校
町はどうか。
（※学校の改築工事を計画しており、今後施設整備の優先順位を検討
宗意原 3月24日
し、必要となれば考えていきます。）
子どものインフルエンザ予防接種は、補助がないの 各健康保険の助成等があるので、重ねての助成は考えていない。
宗意原 3月24日 予防接種 か。
松前町にも観光協会があってもいいのではないか。 昨年の協働のまちづくり事業の話合いの中で、議論になったと聞いて
宗意原 3月24日 観光協会
いる。観光協会が設置されれば、町としても支援していきたい。
松前保育 松前保育所の跡地利用は、どう考えているのか。
義農公園の整備と併せて、検討していきたい。
宗意原 3月24日 所跡地利
用
宗意箱住宅は、空き家が多く、防犯上も問題がある。 宗意箱住宅も含めて町営住宅の老朽化が進んでいるので、町としても
宗意原 3月24日 町営住宅 道路も狭い。一部は建物を壊し、一部は建てたまま置 計画改修は、考えている。全体計画を立て直した上で、抜本的な対策
いてあるのはなぜか。
についても考えていきたい。
初代町長 初代町長の銅像を、もう少し目立つ所に移動させてほ あの銅像は、大切にしていきたいと思っているが、老朽化が進んでいる
宗意原 3月24日
の銅像 しい。
ので、どんな対応をして将来につないでいくかを考えたい。
西の浜にお墓があるが、お墓がまだ少ない。町が整 今のところ、町が新たに墓地を整備する計画はないが、最近墓地に関
備するような計画はないのか。
する議論が結構あり、町としても、もう少し考えさせていただきたい。
墓
宗意原 3月24日
（※墓地管理者の区長さんと協議する必要があります。まずは、無縁墓
地の整理をお願いしています。）
筒井湛水防除施設の取水口に土砂が堆積している。 H２８年度に建物外壁の痛みが激しいので、直す予定があり、土砂につ
（消防水利でもある。）
いても、その時に併わせて確認したい。土砂の堆積がひどいようであれ
筒井湛水
ば、取り除きたい。
宗意原 3月24日
防除施設
（※現地を確認したところ、排水ポンプの運転に支障がある状況ではあ
りませんでした。今後は、土砂の堆積状況を適切に把握し、治水上支
障がある場合には、対応することとします。）
旧市街の本村・新立・宗意原は、昔からの狭い道が 新立・本村地区の老朽化した建物については、町に土地を寄附してい
多く、救急車が入らないような道がたくさんある。再開 ただき、町が家屋を撤去をする事業を進めており、町有地になっている
発できるものなら、再開発してもらいたい。空き地も空 所が結構ある。旧市街地は、国土調査を入れても、境界がはっきりする
き家もたくさんあり、防犯・防災の面からも心配であ かどうか分からない状況にあるため、この地域は最終的に換地処分を
旧市街地 る。
伴う区画整理事業を導入していかなければならないと思っている。た
宗意原 3月24日
の再開発
だ、この事業を行うには、地域住民の皆様の御理解と結束がないとでき
ないし、町の財政事情もあるので直ちに実施するのは困難であるが、ど
こかのタイミングでやらなければならない事業だとは思っている。
地区名 開催日

項目

質問・意見の要旨

担当課等
町民課
学校教育課
健康課
産業課
福祉課
総務課
まちづくり課
まちづくり課
総務課
町民課

まちづくり課

まちづくり課

平成28年実施 町政懇談会の記録（松前校区）
地区名 開催日

項目

質問・意見の要旨

松前中学校の東の交差点に信号を取り付ける件は、
どこまで対応しているのか教えてもらいたい。
松前駅の東の方に横断歩道があるが、その横断歩道
信号
の３分の２ほどが家に当たるような感じで設置されて
宗意原 3月24日
横断歩道 おり、雨の日子どもが傘をさして渡りにくいため、可能
ならずらしてもらいたい。

宗意原 3月24日

町道

８年程前に松前中学校の東の道路は、北に抜けて
ずっと役場の北側を通って公園の所を通って抜けるよ
うな町道の計画である旨の説明があったが、その後
どうなっているのか。

回答等の要旨
（※印は、後日の対応です。）
改めて今回正式に要望したい。そのためには、地区からの要望書を出
してもらう必要があるので、町民課と区長とで相談して、伊予署に提出
するようにしたい。両事案とも可能性があると考えており、町としても
しっかりと要望していきたい。
（※信号機設置については、伊予警察署から県警本部に要望を提出し
ています。横断歩道の移設については、伊予警察署に相談しました
が、交差点内への移設は車の通行の妨げになるので、できないとの回
答がありました。）
あの路線は反対が多かったため廃止にして、別の路線の工事が既に
始まっている。もし、その話が全く地権者の皆様に何のお話もなかった
のであれば、完全に役場の落ち度であるので、担当課に厳しく言うとと
もに、遅ればせながらでも、お詫びと御説明に伺わせたい。
（※その後関係者の皆様には、個々に説明させていただきました。）

生活道路は舗装がされているが、路面状況が悪い。
宗意原 3月24日 生活道路 特に雨の日が悪い。夜間、道路の穴につまずくことも
あったりするので、整備してほしい。
高齢者になると、地震が起きるというニュースを聞くた
びに、近所に若い人があまりいないので心配である。
町は、災害が起こったときにどのような対応をするの
か。
宗意原 3月24日
防災

道路舗装の件は、各大字を通じて要望をしていただいている。
それに基づき、現地調査をした上で、予算内で優先順位の高い所から
行っている。かなりひどい所は、優先的に行いたい。
災害対策としては、自助・共助・公助と言われている。まずは、自助で自
分の命を守っていただきたい。次は、共助。隣近所で一番に駆けつけて
もらえる体制を地域で作り上げていくというのが重要になってくる。町と
しては、公助ということで、全体的に災害対策に取り組んでいくことにな
る。まずは、自助・共助の部分を十分に意識していただいて、地域で取
り組んでいただきたい。こういった話合いを皆さんで普段からしていただ
くことが、一番重要だと考えている。

財政事情が厳しいということは分かったが、松前町の
将来を担う子供たちが、学校でブラウン管のテレビを
使っているのは悲しい現状だと思う。一つの例として
挙げたが、教育現場の先生方の意見も聞きながら教
3月17日 学校設備 育環境を充実させていってほしいと思う。子供たちを
育てるために使うお金は、決して優先順位の低いもの
ではないので、いろいろと取り組んでいただけたらと
思う。
老朽化倒壊寸前の建物が道路にはみ出しているもの
もあり、危険であるので除去できないか。
3月17日 老朽建物

Ｈ２８年の夏から２学期にかけて、全小中学校のほとんどの教室に大型
のデジタルテレビを入れる予定で予算を計上した。
耐震化が終わった小中学校も、学校内の修理・修繕ができていない
所があるので、学校の優先順位を考慮しながら改善していく。
（※デジタルテレビは、Ｈ２８年９月末に、全小中学校に配備しました。）

新立

新立

町としても建物の所有者を探して対応はしているが、所有者の同意が
ないと最終的にはできない。
（※Ｈ２９年度から、危険空き家の取り壊し費用について、新たな補助
制度を予定しています。）

担当課等

町民課
まちづくり課
学校教育課

まちづくり課

まちづくり課

総務課

学校教育課

まちづくり課

平成28年実施 町政懇談会の記録（松前校区）
地区名 開催日

項目

質問・意見の要旨
商工会管理の照明が撤去されたままで暗い。

新立

3月17日 照明設備

新立

3月17日

新立

長尾谷橋の歩道が滑る。また、役場庁舎前のグレー
チングが滑る。
重信川にもう１本橋があれば、渋滞緩和になると考え
重信川に
3月17日
る。
橋
県道

新立

福祉用具の購入の際、償還払いについて検討してほ
福祉用具 しい。行政相談でも話したし、一般質問からも出てい
3月17日
の購入 た。制度について検討するとの回答であったが、現在
はどうか。

新立

3月17日

新立

新立

新立

本村

子育て支援や義務教育期間の医療費の無料化など
高齢者対
はよく言われているが、高齢者にとっても住んで良
策
かったと思える松前町にしてほしい。
避難行動要支援者名簿のアンケートを回答し、個人
情報の提供について了承した。そこに災害時の担当
避難行動 者についてお知らせしますと書いていたと思うがどう
3月17日 要支援者 なっているか。
対策

3月17日

液状化

液状化について、Ｈ２７年広報１２月号において地図
で示されているが、大丈夫かどうかがよく分からず、
また、個人で対策をしてほしいと書いてある。松前中
学校に避難したので大丈夫か。松前中学校は、６０年
以上経った校舎で、地質も元々水田だったため、不安
がある。

回答等の要旨
（※印は、後日の対応です。）
現場を確認して対処したい。
（※商工会が管理している街路灯は、商店街の活性化のため自治
総合センターの宝くじを利用した補助金を受けて設置したもの
で、一度撤去した街路灯の新設に対しては補助を受けることはで
きません。今後、地域として設置が必要であれば、電気代は地元
負担になりますが、大字から要望をしていただき、まちづくり課
の街路灯（防犯灯）で対応したいと考えています。）
県道であるので確認し、県に要望する。
（※Ｈ２８年４月対応済みです。）
中川原の渋滞を見ると同感である。現状では、国道と県道にしか橋を
架けることができない。松山市と協議をしないといけないが、将来的な
課題として考えているので、松山市と相談させていただきたい。
当時そのような要望があって、全ての福祉用具についてではない
が、一定の条件を満たせば、町から業者に利用者の負担割合に応
じた給付費を直接支払う制度がある。
まずは人口減少を食い止めなければならない。そして、町が活性化す
ることによってお金がたくさん入るようになるので、それを使って高齢者
の施策を充実させていく。
名簿は民生委員、自主防災組織、社会福祉協議会に配っている。それ
ぞれの地域でそれを活用して、一人ひとり支援できるように体制を整え
てほしい。それぞれの自主防災組織で要支援者一人ひとりについて把
握してもらって、対応できるように目指していってもらいたい。
（※現在、町から町内自主防災組織に対し、個別の避難支援計画の策
定に着手いただくことをお願いしているところであり、今後策定に当たっ
ての訪問調査があった場合には、御協力をお願いします。）
液状化については、津波などと比べれば、たちまち生命の危険につな
がるものではないと言われている。松前中学校については、避難所とし
て体育館を想定している。

イリコ小屋移転用地として町が造成したところに草が 草が生えてきたら刈り取るようにしている。移転の話が事業者の方とま
だついていないが、町としては移転していただかないと堤防が整備でき
町有地管 生えて困っている。
3月17日
ないので、移転に向け交渉している。
理
7月27日

グランドゴ グランドゴルフを愛好しているが、松前公園の利用料 グランドゴルフは、健康寿命の延伸に寄与していると思う。ただ、専用グ
ルフ
が高い。伊予市のように専用グランド整備を望む。
ランド建設にはお金がかかる。意見として聞いておきたい。

担当課等

産業課

まちづくり課
まちづくり課

保険課

健康課

健康課

総務課

まちづくり課

社会教育課

平成28年実施 町政懇談会の記録（松前校区）
地区名 開催日
本村
本村
本村
本村
筒井
筒井
筒井
筒井
筒井
筒井
筒井

筒井

筒井

筒井

項目

質問・意見の要旨

本村地区の状況をどう見るか。取り残されたままに
なっている。まちづくりに向け、夢を描いてほしい。
土地区画整理対象地域の土地の税金を安くすると
地域活性 か、専門学校の誘致、奨学金の無償化等を考えては
7月27日
化策
どうか。
7月27日

再開発

回答等の要旨
（※印は、後日の対応です。）
地図混乱地域であり、土地区画整理事業の取組が必要であるが、地域
の協力が不可欠である。先進事例も研究したい。
参考意見として聞いておきたい。

津波が来ても逃げる場所がない。避難タワーの設置
を望む。
住宅の耐震化補助の申請状況について聞きたい。ま
住宅耐震
7月27日
た、補助金の委任受領払いはできないのか。
化

津波の発生は、地震発生から２時間あるので、その間で避難をしてほし
い。民間の避難ビルの協定は、一部で行っている。
熊本地震以降申込みが増加しており、現在４４件である。代理受領制
度については検討したい。
（※Ｈ２９年度からは代理受領が可能になる予定です。）
西古泉筒井線道路計画に併せた浸水対策はどうなっ 詳しい経緯を確認し、総合的に対策を考えたい。
8月31日 浸水対策 たのか。
（※Ｈ２９年度予算で筒井地区の浸水対策として、適切な排水経路を検
討するための調査を行う予定です。）
１号水路を拡幅する計画はどうなっているのか。
詳しい経緯を確認し、総合的に対策を考えたい。
8月31日 浸水対策
（※Ｈ２９年度予算で筒井地区浸水対策調査を行う予定のため、併せて
検討していきます。）
浸水時に土のうを要請しても、持ってきてくれない。 限りある職員で、できる限り対応しているが、可能であれば取りに来て
8月31日 浸水対策
ほしい。
筒井徳丸線の不燃物置き場のところに信号機をお願 伊予署と協議したい。
8月31日
信号機 いしているが、どうなったのか。
（※伊予署が判断することですが、一般的には従道路（南北道路）の交
通量が少ない場合、信号機の設置は難しいと思われます。）
業者が筒井土地改良区に同意書を取りにくる場合、 住所地表示が行政区と一致していないことが原因であるが、町としても
8月31日
その他
他行政区であったりして間違いが多い。
業者にできるだけの指導をしたい。
市街化区域に対する町の構想はどうか。
希望も多くある。場所選定を考えたい。来年には、土地利用について検
8月31日 土地利用
討会を立ち上げたい。
自主後退 筒井地区内の自主後退部分の管理ができていない。 寄附採納を受ければ、町管理になる。地図に落として確認していく。
8月31日 部分の取
扱い
ゴミ置き場は地元区長からの申出により設置許可したものである。
自主後退 筒井自主後退部分にゴミ置き場が設置されている
8月31日 部分の取 が、構わないのか。
扱い
Ｓ３１年からＳ４１年頃区画整理を行ったが、農道・水 地元負担も伴うので、地区の意見をまとめてもらい、町へ要望してもら
8月31日 農道・水路 路が老朽化し、畦はんも狭い。改修が必要となってい いたい。
る。
7月27日

防災

いろは体操を３ヶ月間指導していただいたが、その後 健康課が行っている補助は、皆さんへの動機付けである。周知後は、
自分たちでできるようにしていただきたい。
らいたい。

8月31日 健康体操 費用を自己負担しながらも継続している。助成しても

担当課等
まちづくり課
総務課
総務課
まちづくり課
まちづくり課
まちづくり課
総務課
まちづくり課
産業課
まちづくり課
まちづくり課

町民課

まちづくり課

健康課

平成28年実施 町政懇談会の記録（松前校区）
地区名 開催日

筒井

8月31日

筒井

8月31日

筒井

8月31日

筒井

8月31日

筒井

8月31日

回答等の要旨
（※印は、後日の対応です。）
公民館が人口の割に狭い。建て直すにはどうすれば 基本的に集会所の費用は、町が１/２、地元が１/２である。要望すれば
いつでも採択されるわけではないが、自治総合センターという宝くじを
公民館・ よいのか。
利用した補助金を活用することができる。まずは町民課へ相談してほし
集会所
い。
独居老人はゴミも少ない。有料ゴミ袋について更に小 検討する。ただ、費用は安くならないかもしれない。
ゴミ袋
さく安いものを検討してほしい。
（※H３０年度から 特小(１０L)を導入できるように検討中です。）
浜交差点 浜交差点の改良について、進捗状況はどうか。
県の取組である。一部用地買収が進んでいると聞いている。
介護保険料の将来の見込みはどうなのか。
３年毎の見直しであり、次回はＨ２９年度中に介護報酬や制度改正を加
介護保険
味して決めていくので、現状では分からない。国の方針を踏まえ決定さ
料
れる。
その他 今日のやり取りを忘れないようにしてもらいたい。
今後意見を集約して、各地区へ文書回答し、HPにも載せたい。
項目

質問・意見の要旨

担当課等

町民課

町民課
まちづくり課
保険課
総務課

