三津浜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
地域活性化

意

見 の 内 容

どこかに、屋台くらいの店が集ま

対応可能性と

対応策または

対応時期

不可能な理由等

■可 能

屋台形式の店舗を商店街と共同で出店する

担当課
地域経済課

る場所を作って、そこに店を出す、

□対応済

事業については、地域の賑わいを取り戻すた

八塚 健

そしてはやったら自分の大きな店

□即時対応（年度内）

めの有効な手法と考えられます。事業内容に

948-6548

を出す、そういう種まき、ベンチ

□次年度以降

よっては、商店街振興施策を活用することが

ャーができないかと思っている。

■未定

できますので、商店街を通じ担当課までご相

□不可能

1

□その他

談ください。
また、その後に事業化する場合には、運転
資金や設備資金を対象とした松山市中小企業
資金融資制度があります。一定の要件はあり
ますが、利用していただきたいと思います。

2

水産市場

今の水産市場は、塀に囲まれて地

活性化

元になじみが薄い。それを取り払

現在、三津の朝市活性化に向けた検討をし

産業政策課

□対応済

ておりますので、幅広くご意見をいただき、

芳之内 淳

って自由に出入りできる店舗をた

□即時対応（年度内）

新しい朝市にはどのようなものがふさわしい

948-6952

くさん入れてほしい。溌々園、潮

■次年度以降

かを市民・観光客等のニーズや財源等も勘案

市場管理課

湯を市場の中につくってほしい。

□未定

しながら検討していきたいと考えておりま

藤澤 祐司

駐車場も、朝以外は入っていない

□不可能

す。

951-2311

ので、無料駐車場にしてもらいた

□その他

い。

■可 能

なお、朝市関連施設が完成した際、施設利
用の市民及び観光客向けの駐車場として活用
することについては、市場関係者の同意が得
られれば可能です。

1

施設整備

グラウンドゴルフをしているが、

■可 能

「地域交流センター」は、市民相互の交流

市民政策課

三津地区には会場がなく、他の地

□対応済

や地域活動の拠点施設として整備しましたの

石原 英明

区に行っている。地域交流センタ

■即時対応（年度内）

で、広場についても、グラウンドゴルフをは

948-6333

ーのグラウンドを使用させていた

■次年度以降

じめ、これまで以上に利用していただきたい

だければ高齢者が参加しやすい。

→芝生化
□未定

3

と思います。
また、地域の方々の手で広場に芝生を植え、

□不可能

手入れをしていただくことが、地域に交流の

□その他

輪が広がる一つのきっかけとなり、地域で子
どもを育てる環境ができていくものと考えて
おりますので、芝生化についても、ご検討い
ただきますよう、お願いいたします。

施設

4

交流センターの利用料金につい

□可 能

旧厚生福祉センターは、施設の供用開始以

市民政策課

て、3 倍くらいになっている。で

□対応済

来 42 年間、使用料を改定していませんでした

石原 英明

きれば下げてもらうか、1 時間単

□即時対応（年度内）

が、新しい地域交流センターは、現時点での

948-6333

位にしてもらえないか。

□次年度以降

施設の維持管理費や類似施設の料金水準をも

公民館の使用について、今治では、

□未定

とに、使用料を設定しておりますので、その

ボランティア活動、施設の行事に

□不可能

必ず参加することで無料で貸し出

■その他

経緯をご理解いただきたいと存じます。
また、公平に利用していただくため、毎月、

しをしているそう。松山市も考え

抽選会を開催しておりますが、時間単位とし

てほしい。

た場合には、抽選方式が困難となり、まとま
った時間単位、あるいは、続けて利用される
場合には、利用しづらくなることも考えられ
ます。
そこで、利用状況を踏まえ、従来からの朝
昼晩と全日の区分による抽選会を続けさせて
いただきたいと思いますので、この点につい
てもご理解ください。
2

今治市の公民館の中には、地域住民の公民

地域学習振興課

館利用に際して無料のところもあると聞いて

毛利 雄一朗

おりますが、松山市では、管理運営の財源確

948-6918

保、受益者負担の観点から、使用料をいただ
くこととしております。
なお、高齢クラブやＰＴＡ等の社会教育関
係団体、また 18 歳未満で構成する団体の学習
活動等につきましては、使用料の減免規定を
設けております。

商店街活性

商店街でどこか借り上げていただ

化

いてみんなが集えるスペースを作

□対応済

ト等を実施したいとの要望がある場合は、商

八塚 健

っていただくと、イベントのスペ

□即時対応（年度内）

店街の方々と事業内容についてお話をしてい

948-6548

ースとして使えるのではないか。

□次年度以降

ただき、担当課までご相談ください。

5

■可 能

商店街の空き店舗を利用した賑わいイベン

地域経済課

■未定
□不可能
□その他
施設整備

6

三津大可賀公園には駐車場がな

□可 能

路上駐車施設の整備は、公園周辺の迷惑駐

公園緑地課

い。北側に 8ｍの道路があるので、

□対応済

車等の問題解決のひとつの方法と考えますの

大森 武志

そこに白線を引いて停めれるよう

□即時対応（年度内）

で、道路管理者や警察と協議中です。

948-6497

にすれば、安心して利用できると

□次年度以降

思うので、検討してほしい。

□未定

への影響や公園利用者の安全確保等、解決す

□不可能

べき課題もありますので、地元管理協力会や

■その他

地域の皆さんとも今後協議を行ってまいりた

また、路上駐車施設設置による、周辺住民

いと考えております。
3

施設整備

7

伊予鉄三津駅のロータリーに花を

□可 能

伊予鉄三津駅前ロータリーに散水設備を設

道路管理課

植えているが、水やりにホースが

□対応済

置することは困難でありますが、地元の方が

濱﨑 竜也

使えずバケツやジョロでやってお

□即時対応（年度内）

定期的に花の水やりなどのお世話をされてい

948-6907

り大変である。何とかできないか。

□次年度以降

るとのことですので、今後、負担を軽減でき

□未定

る方法について、地元の方とも協議しながら

□不可能

検討してまいりたいと考えております。

■その他
生活環境

古三津町の近くのドブが汚くて、

■可 能

現地を調査しましたが、台風 12 号による雨

においもあって困っている。

■対応済（→調査済）

で流されたのか、さほど汚泥は溜まっておら

下水道サービス課
関谷 好郎

三津浜中学校の横の下水のところ

■即時対応（年度内）

ず、生活排水の臭いが多少する程度でした。

948-6538

もにおいがする検討調査してほし
い。

→清掃
■次年度以降
→下水道の整備

8

□未定

生活排水の臭いを根本的に解決するために
は下水道の整備が必要となるため、この地区
においても、現在下水道整備を行っており、
今後も引き続き整備を行う予定です。

□不可能

なお、当面の対策としましては、水路に汚

□その他

泥が溜まりましたら、地元水利権者（土地改
良区）に協力していただき、市で清掃を行い
たいと考えています。

防災

9

東日本大震災では津波が来たが、

□可 能

南海地震を想定した津波の最高高さは 2ｍ

消防局

三津浜地区は土地が低いので津波

□対応済

40 ㎝となっており、三津浜地区の一部は標高

防災対策課

が来たら避難しにくいので、堤防

□即時対応（年度内）

が 1ｍ80 ㎝となっているため、津波が来ると

池田 篤司

か何か作ってもらえないか。

□次年度以降

浸水する可能性があります。防災マップに浸

948-6795

□未定

水区域を記載していますので、避難所や 3 階

□不可能

以上の建物などの高いところに避難していた

■その他

だくことが重要です。今後、想定津波高さな
どに見直しがあれば、その都度皆さんにお知
らせします。
4

教育

10

教科書が大きくなって、授業のた

□可 能

教科書の規格が変更になった時期に、小中

学習施設課

びに後ろのロッカーに戻して出し

□対応済

学校の普通教室の机・椅子の入れ替えをしま

岡

てが面倒くさい、広げてもらった

□即時対応（年度内）

した。しかしながら、5～6 時間分の教科書を

948-6585

らと思う。

□次年度以降

収納するとなると、今より大きなサイズにな

□未定

り、現在の教室スペースでは困難ですので、

□不可能

健二

必要に応じて入れ替えをお願いします。

■その他
安全安心

11

松山市の防犯灯は全部蛍光灯だ

■可 能

現在、松山市内には 3 万灯以上の防犯灯が

市民参画

が、これをＬＥＤに替えようとい

□対応済

あります。ＬＥＤ防犯灯については、長寿命

まちづくり課

う動きもある。これまで 10 地区の

□即時対応（年度内）

化や環境面での利点があることは認識してお

重松 佳久

タウンミーティングでＬＥＤの意

□次年度以降

り、将来的にはＬＥＤ化を図りたいと考えて

948-6379

見が出たのは初めてか。もし初め

■未定

おりますが、現時点では単価が高いことや、

てならばこれから出ると思うので

□不可能

光の直進性が強く灯下と周囲の明るさに差が

調べておいていただいたらと思

□その他

できることなどが課題となっております。そ

う。

のため、現在番町地区と北条地区の一部でモ
デル事業としてＬＥＤ防犯灯を設置し、調査
研究を行っております。その効果を見ながら、
また価格面からも検討を加えてまいりたいと
考えております。

活性化

12

花火大会の時の渡し船の運航につ

□可 能

花火大会時の臨時運行につきましては、花

空港港湾課

いいて、せっかくたくさんの方が

□対応済

火見物のプレジャーボート等の増加により、

篠浦 聰

来るのに、7 時で終わりである。

□即時対応（年度内）

帰港の時間帯に渡船の航路を多くのボートが

948－6491

昔は 10 時半ころまで運行してい

□次年度以降

横切ることによる衝突や、ボートが起こす波

た。お金がかかるかも知れないが、

□未定

による渡船からの転落の恐れがあること、ま

年に 1 回のことで、港山で降りる

□不可能

た、乗降場所においても混雑による海への転

人も多いので、何とかならないも

■その他

落の可能性等があることから、市民の安全性

のかと思う。

の確保を考慮し、松山港まつり振興会と協議
の結果、平成 13 年度から中止している現状で
5

すのでご理解いただきたいと思います。
施設整備

13

三津は、海、川、山に囲まれてい

■可 能

西消防署の横の敷地は、緊急消防援助隊の

消防局

るが、どれも縁がない。海岸線そ

□対応済

集結拠点に指定されており、災害が発生した

総務課

んなに使ってないんだったら海岸

■即時対応（年度内）

際の緊急車両の集結場所となっています。ま

竹場 登

を一般市民も使える形に整備して

□次年度以降

た、通常は救助隊等の消防訓練場所となって

926-9213

もらえたらありがたい。

□未定

います。こうした活動に支障のない範囲で、

消防署の隣の空き地も使われてい

□不可能

空き時間に一時的にご利用いただくことは可

ないのなら、子どもたちに開放し

□その他

能ですので、事前に西消防署にご相談くださ

てもらえないか。三津地区の公園

い。

整備も考えていただければありが
たい。
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