浅海地区タウンミーティングでいただいた意見等と市の回答
☆

項 目
活性化

意

見 の 内 容

対応策または
不可能な理由等

担当課

新畑海岸に海水浴場として、トイ
レや更衣室、シャワーなどを整備
してほしい。

□可 能
□対応済
□即時対応（年度内）
□次年度以降
□未定
□不可能
■その他

新畑海岸を海水浴場として整備するとなる
と、利用客を見込み、適切な規模の駐車場や
トイレ、更衣室、シャワーなどの整備が必要
になります。また、海水浴場として、長期に
わたり施設を適切に維持管理し、特に安全確
保に十分に配慮が必要となります。これらす
べてを行政だけで行うことは、財政面からも
困難ですので、地域の皆さんとどういう形で
協力できるか、投資効果なども合わせ十分に
協議させていただく必要があると考えており
ます。

道路整備

市道浅海難波線は道幅が狭くカー
ブも多く危険である。国道１９６
号が不通になった場合、浅海地区
の命の道でもあり、早期完成は切
なる思いである。

■可 能
□対応済
■即時対応（年度内）
■次年度以降
□未定
□不可能
□その他

平成１８年１２月に要望書を受け、平成２ 道路建設課
３年度から測量設計と用地調査に着手してい 一色 芳朗
ます。全線で５箇所の待避所を計画しており、 948-6464
平成２４年度は用地の取得ができれば、１箇
所に工事着手する予定です。

道路整備

市道海岸線は道幅が狭く、待避場
所の設置の必要性が高まってい
る。平成２２年度に区長が申請し
ており、早期着工してほしい。

■可 能
□対応済
■即時対応（年度内）
□次年度以降
□未定
□不可能
□その他

平成２３年２月に要望書を受けておりま
す。２カ所の待避所を計画しており、平成２
４年度から用地調査・測量設計に着手する予
定です。
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対応可能性と
対応時期

市民参画まちづくり課

古田 真樹
948-6963
農林水産課
須賀 勲
948-6492

道路建設課
仙波 好弘
948-6570
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地域資源

4

浅海冨士とも呼ばれ、浅海地区の
シンボルである名石山について、
地区役員が中心になって、登山道
の改修や山頂の雑草除去、整備等
を行った。小学生の卒業記念登山
や高齢者の登山、今後登山道の整
備や植樹等に取り組むこととして
おり、ご支援をお願いしたい。

■可 能
□対応済
■即時対応（年度内）
□次年度以降
□未定
□不可能
□その他

山には多くの人が愛着を感じ、地域のシン
ボルとして大切にされています。しかしなが
ら、高齢化や少子化の影響もあり、それを受
け継いでいくことが困難になりつつあります
が、地域の皆さんと行政がどういう形で協力
できるかご相談をさせていただきたいと思い
ます。
なお、地域のシンボルといえる地域資源の
保存・活用・継承等を目的とした整備に関す
る支援策については、今年度より新たに創設
した「地域の宝みがきサポート事業」があり
ます。
登山道の改修・整備は、一定の条件はあり
ますが、この補助事業による支援が可能と思
われますので、補助事業の申請者となる公民
館を中心に地域の方々とご検討いただき、担
当課（坂の上の雲まちづくりチーム 948-6995）
までご相談ください。
＜参考＞
地域の宝みがきサポート事業
目 的：地域の宝の保存･活用･継承等を通じ
た住民主体の地域づくりの推進
地域の宝：史跡、顕彰碑、句碑、記念碑、地域
の象徴となっている場所等
対象事業：地域の宝を紹介する解説板、案内標
識、アクセス向上のための整備等
対象経費：委託費、工事費、原材料費
補助内容：公民館区域１地区につき１回限り上
限３０万円（補助率１０/１０）
補助対象者：公民館またはまちづくり協議会

坂の上の雲
まちづくりチーム
矢野 貴之
948-6995
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※地域の宝の選定をはじめ、整備内容、整
備後の維持管理の方法、活用策等について、
あらかじめ地区内の意見集約が必要です。
施設整備

浅海公民館の照明設備やステージ
などの整備をお願いできないか。

□可 能
□対応済
□即時対応（年度内）
□次年度以降
□未定
□不可能
■その他

文化

秋祭りのおみこしが老朽化してお
り、新調の際の助成金についてお
聞かせ願いたい。

■可 能
□対応済
□即時対応（年度内）
□次年度以降
■未定
□不可能
□その他

(財)自治総合センターが毎年募集している 市民参画まちづくり課
コミュニティ助成事業制度があります。
池下 明弘
コミュニティの活性化、有効活用、受益性 948-6963
等の各種項目を総合的に勘案し採択されてお
りますので、この制度の活用をご検討の場合
は、担当課（市民参画まちづくり課 948-6963）
に事前にご相談ください。

文化

獅子舞の保存会があるが、ゆくゆ
く県か市の文化財に指定していた
だけたら後進の励みになる。その
方法などを教えてほしい。

□可 能
□対応済
□即時対応（年度内）
□次年度以降
□未定
□不可能
■その他

まず、例として挙げられた伊予源之丞と三
津の虎舞についてですが、伊予源之丞は県指
定の無形民俗文化財として、また人形頭など
道具についても県の有形民俗文化財に指定さ
れております。ただ、虎舞は市も含め無形文
化財に指定されておらず、市内の獅子舞につ
いても指定されたものはありません。
次に、文化財の指定については、県であれ
ば県の、市であれば市の文化財保護審議会か
ら答申を受け、各教育委員会が決定する流れ
になります。
なお、文化財の市指定の基準ですが、民俗
芸能でいいますと、次のいずれかに該当し、
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現時点で浅海公民館前の広場に夜間照明並
びにステージを市で設置する予定はありませ
んが、浅海公民館に備品として公民館周辺の
安全性の確保を目的としてＬＥＤ照明による
投光機を２台配置することとしております。

地域学習振興課
毛利 雄一朗
948-6918

文化財課
三好 博文
948-6603
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重要なものとなります。
ア．芸能の発生又は成立を示すもの
イ．芸能の変遷の過程を示すもの
ウ．地域的特色を示すもの
その他、民俗芸能の保存伝承、後継者育成
活動を継続できる保存団体が存在することも
要件となります。
防災

災害時の避難場所の海抜を出して
いただき参考にしたらどうだろう
か。

□可 能
□対応済
■即時対応（年度内）
□次年度以降
□未定
□不可能
□その他

海抜の表示については、その有効性を勘案
し、市内の正確な標高をデータ化した標高マ
ップを作成し公開するとともに、沿岸部をは
じめとする避難所等の公共施設などに、その
場所の標高を表示した標識を設置することで
地域の皆さんが避難場所、避難経路等を考察
し津波避難対策の充実が図れるよう、その経
費について、６月議会に補正予算（案）とし
て提出し、審議していただくこととしていま
す。

危機管理担当部長付
矢野 秋文
948-6793

防災

海岸の排水口が大きく台風・高潮
の際海水が逆流したことがある。
何とかして海水の浸入を止められ
ないか。

■可 能
□対応済
□即時対応（年度内）
■次年度以降
□未定
□不可能
□その他

４月１６日に現地を確認したところ、ご指
摘の排水口は、防潮堤に沿った水路の排水口
です。今後、地元区長名で要望書の提出があ
れば、次年度以降、市全体での緊急性等を考
慮し事業化について検討したいと考えており
ます。

農林水産課
小川 安博
948-6492
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高齢者
交通

高齢者の日常生活での交通手段の
確保について、
公的な巡回バス、コミュニティバ
ス等のサービス提供による交通手
段の確保をお願いしたい。
浅海地区と同様の状況下にある他
地区の取り組みをご紹介いただき
たい。

□可 能
□対応済
□即時対応（年度内）
□次年度以降
□未定
□不可能
■その他

路線バスは、毎年数億円規模の赤字を抱え
ているのが現状です。
財政面からも、公的なバス運行等は非常に
困難な状況にありますが、スーパー等による
「買い物バス」の運行や、地域やＮＰＯが主
体となったバス運行など、様々な実施事例等
がありますので、地域の特性に合った交通手
段の確保について、担当課（総合交通課
948-6846）までお気軽にご相談ください。

総合交通課
遠藤 敬二郎
948-6846

施設整備

図書館など、お年寄りから児童ま
で安心して利用できる施設があれ
ばいい。

□可 能
□対応済
□即時対応（年度内）
□次年度以降
□未定
□不可能
■その他

財政事情等から、施設の建設は難しい状況
ですが、図書については移動図書館や北条図
書館、小中学校への団体貸出制度を利用いた
だきたいと思います。また、公民館や学校図
書室の学習・交流の場としての活用について
は、それぞれの公民館や学校までご相談くだ
さい。

中央図書館事務所
兼廣 由紀子
943-8008

農業振興

この地区の主な産業である果樹栽
培について、
ブランド品に取り組んでおり、販
路確保、最低価格保証を進めても
らいたい。
市長のトップセールスを継続して
もらいたい。
後継者も増えているが、育成のた
めの市の補助金を継続してほし
い。

□可 能
□対応済
□即時対応（年度内）
□次年度以降
□未定
□不可能
■その他

販路確保については、今後も生産者団体と
も連携し、様々なイベントでのＰＲを実施す
るとともに、メディア等を活用することで効
果を高めながら、常設販売など新たな販売先
の開拓や売り場面積・取扱量等の増加（販路
の拡充）に向け、首都圏大手百貨店などと、
協議・調整を行っていきます。
価格は市場で決定されるため、行政が最低
価格を保障することは困難ですが、引き続き、
生産者団体と協力しながら、積極的かつ効果
的なＰＲ活動等を実施し、現在の高単価を維
持するよう努力してまいりたいと考えていま

農林水産課
森貞 貴子
福田 貴文
948-6568
948-6565

10

11

12

5

す。
トップセールスにつきましては、生産者の
強い想いやご苦労を相手に伝えられるよう、
今後も積極的に実施してまいりたいと考えて
います。
後継者育成のための補助金については、昨
年と同様、実施することとしております。
安全安心
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高齢者の救急医療体制について、
救急車が北条から来るまでと、松
山市内の病院に行くまで時間がか
かるので改善をお願いできない
か、救急体制を維持してほしい。
救急体制は旧北条市区域でできる
のか。

■可 能
■対応済
□即時対応（年度内）
□次年度以降
□未定
□不可能
□その他

松山市内の救急車到着の平均時間は救急出 消防局警防課
張所の新設などにより約７．５分となってい 村上 和昭
ます。到着後、直ちに救急救命士が応急処置、 926－9227
救命処置を行います。搬送病院は一次病院、
二次病院、三次病院とありますが、かかりつ
け医である一次病院への搬送も可能です。
また、北条支署には２台の救急車を配置し
ていますので、２台同時の要請にも対応でき
る体制を取っています。
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