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7．  産業経済部（観光・国際交流課、競輪事務所、道後温泉事務所を除く）関連施設の

概要 

(1)  まちなか子育て・市民交流センター（てくるん） 

（施設概要） 

松山市まちなか子育て・市民交流センターは中央商店街内の空き店舗を利用した保育室

と多目的スペース、多目的トイレ等を備えた施設で、平成 24 年 3 月 24 日に開設した。施

設の愛称は「てくるん」で、施設開設前に市民の方から愛称を公募し、213 件の公募の中

から決定している。「てくてく歩いてるんるん気分」という意味で、気軽に商店街を訪れ

てほしいという願いが込められているもの。 

―主な事業内容について 

①保育、②託児、③多目的交流スペ－スを活用した市民交流及び情報発信事業 

―開館時間について 

午前 10 時 00 分～午後 8 時 00 分 

（休館日は 1 月 1 日のみ、12 月 29～31 日は午前 10 時 00～午後 6 時 00 分） 

―利用手続について（託児事業、多目的交流スペ－ス） 

①託児事業：できる限り５日前までに予約 

②多目的交流スペ－ス（貸出し最大面積：約 77 ㎡）：原則、来場受付 

利用日の６ヶ月前から２日前までに予約 

―利用料金について 

①託児：400 円（最初の１時間まで）、 

 以後 30 分までごと 200 円（最長３時間までお預かり） 

①多目的交流スペース：10 円（１時間までごと、1 ㎡当たり） 

―その他の機能について 

 ①キッズスペースや授乳スペースの設置（無料） 

 ②ベビーカー、車椅子、買い物カートの貸し出し（無料） 

 ③女性用フィッティング・パウダールームの設置（無料） 

 ④コインロッカーの設置（有料） 

 ⑤AED の設置 

※利用者からの要望により、ベビーカー預かりを平成 24 年 11 月に開始。 

平成 28 年 5 月より銀天街休憩所きらりんと連携しベビーカー等の相互貸し出しを開始。 

 

（設置の経緯） 

 当時、市長の公約として掲げられていた待機児童の解消及び商店街の活性化に対する取

組として行われたものである。今もなお、重点取組事業として掲げられている。 

開設当初 松山市直営管理 

平成 25 年度～ 指定管理者制度へ移行 

平成 29 年度～ 第２期指定管理期間開始 

指定管理者：まちづくりコンソーシアム 

        （代表者：㈱まちづくり松山、構成団体：（一社）お城下松山） 
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てくるん外観写真 

 

 

(2)  道の駅 風早の郷 風和里 

（施設概要） 

「風早の郷風和里」は山と海に囲まれた自然豊かな場所にある道の駅である。朝採れ新

鮮野菜だけでなく、魚介類、手作りの惣菜や漬物など、バラエティに富んだ地元産品を購

入することができる。また、地元食材を使用したレストランだけでなくアイスクリームや、

じゃこてんなどの軽食が食べられるコーナーも設置している。 

目の前にある長浜海岸（風和里前海岸）は、夏になると海水浴に訪れる人で賑わってお

り、展望台から見える美しい夕日は、道の駅風和里の自慢の 1 つである。 

 

 

（歴 史） 

駐車場・トイレ等の休息施設、道路の通行規制や渋滞情報並びに地域の役立つ情報を提

供する道路・地域情報提供施設、地域の新鮮な食材を活かした食事を提供など、地域の特

産物の販売さらに道の駅を介して地域の活力ある地域づくりを目指し連携を行う、地域振

興施設の３つの機能を併せ持った、道路交通施設として、旧北条市が国土交通省と共同で

整備した。 
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（設置の経緯） 

平成 10 年 4 月 1 日  事業開始（基本設計など） 

平成 14 年 8 月 30 日 道の駅登録 

平成 15 年 3 月 22 日 供用開始 

※愛媛県下で 20 番目の供用開始、四国では 65 番目 

平成 18 年 4 月 1 日  指定管理制度導入 

  

（役 割） 

①道路利用者のための「休憩機能」 

駐車場・トイレ等の休息施設 

例）24 時間利用可能な駐車場・トイレ・公衆電話 

②道路利用者や地域の方々のための「情報発信機能」 

道路の通行規制や渋滞情報並びに地域の役立つ情報を提供する道路・地域情報提供施設 

例）無線 LAN、情報コーナー（タッチパネル） 

③活力ある地域づくりを共に行うための「地域の連携機能」 

地域の特産物の販売さらに道の駅を介して地域の活力ある地域づくりを目指し連携を

行う、地域振興施設 

例）農産物・海産物販売、加工品販売、特産品販売、納涼まつり 

 

(3)  農業指導センター 

（設置の経緯） 

昭和 31 年 7 月に「松山市研究指導農場」が松山市針田町に建設され、昭和 44 年度まで

は、水稲の育種や栽培指導を中心に果樹（温州みかん、伊予柑）、畜産（乳牛、豚、ニワ

トリ）、野菜、花き、といった非常に広範な試験研究と普及指導により農家の期待に応え

てきましたが、時代の趨勢により昭和 45 年からはハウス施設を中心とした野菜、花き、

花木の研究指導に努めてきた。 

昭和 47 年には「つばき」が市花に制定されたこともあって、「つばき」を導入し母樹

園の育成と優良種苗の分譲等に努めながら一般市民を対象とした園芸相談にも応じてき

た。 

しかし、昭和 46 年に都市計画法の線引きにより、所在地が市街化区域に編入され、以

降、都市化が進み周辺が住宅地となり、その結果、①宅地造成に伴う排水不良及び地下水

位の上昇、②通風、日照の不充分、③ハウスの暖房機、換気扇の運転に伴う騒音、④農薬

散布に伴う薬剤の飛散等の問題が起きてきた。 

また、建物及び研究試験施設も老朽化が進み、敷地面積も 11,612 平方メートルと狭く、

周辺の宅地化のため敷地拡張は困難な状況であり、圃場も地下水位の上昇により試験研究

や実証展示の作物が限定されるなど、有効利用できない状態であった。 

当時、本市農業の主体をなしてきた米と温州みかんが過剰基調となり、国の政策的な背

景のもとに、水田利用再編対策や温州みかん園転換促進事業によって作物への転換が進め
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られていた。 

このような情勢のもと本市農家の所得の向上を図るためには、立地条件に適した作物の

選定、研究指導が非常に重要な課題とされ、また更に都市近郊農業の振興を図ることも重

要であったため、①新品種を含む栽培技術の実証展示圃、②普及指導、③土壌分析による

適正な土壌管理の指導、④病害虫の適期防除の指導、⑤優良種苗の分譲など、事業の拡充

が迫られ農業者及び農業団体からも強い要望と期待が寄せられていた。また一方では、一

般市民からも緑の相談窓口としての機能を望む声も強い状況であった。 

このようなことから、研究指導農場を農業振興地域へ移転し、試験研究の充実、園芸農

業の定着と併せて青年農業者連絡協議会や第一線農業者など、農村組織や人の教育・指導

面をも対象とした総合的な農業指導の拠点となるよう整備するため、昭和 58 年 10 月に基

本計画を樹立し、昭和 62 年 3 月 24 日、条例第 9 号「松山市農業指導センター条例」に基

づき、現在所在地の松山市北梅本町に農業指導センターを設置した。 

 

（役 割） 

（1）栽培指導 

農家が栽培する品目に応じた栽培指導を行い、安定した品質と収量を確保する。 

（2）農作物の研究 

優良品目・品種の選定と本市の気候・環境に合う栽培技術の確立に努め市内農家へ普及

する。 

（3）新規就農者の育成 

新規就農者を対象とした担い手農家育成研修や、新規就農者への現地栽培指導などを行

い農業の担い手の育成に努める。 

（4）農業経営の改善指導 

低コストな農業生産の指導、環境保全型農業に関する指導、有望品目の提案などを行い

農業経営の改善に努める。 

（5）優良品種の生産と分譲 

優良品目・品種の育苗を行い分譲することにより、農家の新品目（品種）導入に伴うリ

スクと負担を軽減させ、早期の産地化を実現する。 

（6）市民の農業への理解を深める 

市民農園の開設、野菜栽培講習会の開催、栽培相談への対応などを通じて、市民の農業

への理解を深める。 
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農業指導センター施設配置図 

   P：パイプハウス  G：ガラス室  A：アクリルハウス  S：新ハウス 

 

（施設の説明） 

a.②～⑧パイプハウス 

 昭和６２年設置。当時主流であった間口 5.4m 高さ 2.3m 奥行 14m の規格の低屋根ハウ

ス。 

b.⑨，⑩パイプハウス 

昭和６２年設置の水耕栽培用ハウス。平成４年に職員により高さ 3m に変更し、土耕栽

培で使用。 

c.⑪～⑫パイプハウス 

昭和 62 年に資材置き場として設置。現在は、⑫パイプハウスで野菜栽培試験を実施。 

d.新①パイプハウス 

平成 27 年に建て直し。間口 6.0m 高さ 2.7m 奥行 14m 現在広く普及しているタイプ。 

f.14 パイプハウス 

昭和 62 年設置の旧第 1パイプハウスの骨材を活用し、平成 27年に設置。有望柑橘の雨

よけ展示栽培。 
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＊パイプハウスは、暖房機が付いてないハウスもあり、栽培品目が限定される。 

g.１～３ガラス室 

昭和 62 年にウイルスフリー苗育成ハウスとして設置。網戸による害虫の進入防止と上

水道潅水でウイルスフリーが保てるように設計されている。 

h.4,5 ガラス室 

昭和 62 年にミスト室として設置。ライムやアボカドの挿し木、野菜接ぎ木苗の育苗専

用ハウス。 

i.6,7 ガラス室 

昭和 62 年にガラス室での花き試験栽培用ハウスとして設置。現在は、加温が必要なア

ボカドの穂木取用親株の育成を行っている。 

k.8 ガラス室 

昭和 62 年に鉢花展示ハウスとして設置。現在は、分譲用アボカド苗の育苗に使用。 

＊1～8ガラス室は 1台のボイラーで集中制御する温湯暖房。また、自動遮光装置、自動

天窓開閉があり、温度制御ができる。 

l.9,10 ガラス室 

平成３年に設置。当時最新の稼働式ベンチを取入れ、ハウス内の有効利用面積を最大に

している。網戸と作業室が着いた育苗専用ハウス。ユーカリ、ライム、アボカド、パセリ

等の育苗に使用。 

＊9,10 単独で重油ボイラーが設置されている。自動ミスト潅水装置、自動遮光装置、自

動天窓開閉があり、自動灌水・自動温度制御ができる。 

m.アクリルハウス 1,2 

昭和 62 年に椿展示ハウスとして設置。現在は分譲用柑橘有望苗の育苗のため使用。 

n.アクリルハウス 3,4 

平成５年に２連棟ハウスとして設置。果樹用ハウスとして利用、現在は、アボカド栽培

試験等を実施。 

＊3,4 単独で重油ボイラーが設置されている。自動天窓開閉があり、自動灌水・自動温

度制御ができる。 

o.新ハウス（ビニールハウス） 

  平成 21 年に国の強い農業づくり事業の補助金を活用して、中島地域の果樹苗育苗ハウ

スとして設置。 

補助事業期間平成 29 年まで。 

＊単独で重油ボイラーが設置されている。手動遮光装置・自動換気装置がある。 

p.管理棟 

延床面積 800.28 ㎡。昭和 62 年に 95,850 千円で建設された鉄筋コンクリート造の建

物。 

ｑ.倉庫 

延床面積 306 ㎡。管理棟と同じ昭和 62 年に 18,680 千円で建設された鉄骨造の建物。 
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(4)  難波地域活性化センター 

＜所在地＞中通甲 777 番地 3 

＜建築年度＞平成 14 年度 

＜設置目的＞農業経営及び農家生活の改善並びに地域住民の交流の活性化を図るため 

 
 

(5)  粟井農村環境改善センター 

＜所在地＞久保 88 番地 

＜建築年度＞昭和 61 年度 

＜設置目的＞農業経営及び農家生活の改善並びに地域の連帯感の醸成を図るため 
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(6)  庄農家高齢者創作館 

＜所在地＞庄甲 228 番地 1 

＜建築年度＞昭和 52 年度 

＜設置目的＞農家高齢者の相互交流を図るため 

 

 

(7)  宇和間農林漁業体験実習館 

＜所在地＞宇和間甲 920 番地 1 

＜建築年度＞平成元年 

＜設置目的＞地域活性化対策として都市住民と地域住民との交流を図るため 
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(8)  長師農村開発研修集会センター 

＜所在地＞長師 107 番地 5 

＜建築年度＞昭和 53 年度 

＜設置目的＞地域農業者の研修及び集会の場並びに地域コミュニティ施設となるため 

 

 

(9)  地域・集落総合施設 

◆神浦地域総合施設 

＜所在地＞神浦 753 番地 

＜建築年度＞昭和 57 年度 

＜設置目的＞地域農業者の研修及び集会の場並びに地域コミュニティ施設となるため 
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◆元怒和集落総合施設 

＜所在地＞元怒和甲 1809 番地 28 

＜建築年度＞昭和 57 年度 

＜設置目的＞地域農業者の研修及び集会の場並びに地域コミュニティ施設となるため 

 
 

◆熊田地域総合施設 

＜所在地＞熊田甲 713 番地 3 

＜建築年度＞昭和 59 年度 

＜設置目的＞地域農業者の研修及び集会の場並びに地域コミュニティ施設となるため 
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(10)  津和地多目的集会施設 

＜所在地＞津和地 420 番地の一部 

＜建築年度＞昭和 60 年度 

＜設置目的＞地域農漁業者の研修及び集会並びに各種団体の育成による地域の活性化を

図るため 

 

 

(11)  畑里高齢者健康増進実習館 

＜所在地＞畑里甲 813 番地 

＜建築年度＞平成 7年度 

＜設置目的＞高齢者の健康増進と生きがいを助長し、後継者の育成と定着を図るため 
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(12)  海の駅 

◆野忽那海の駅 シーサイドの里 

＜所在地＞野忽那甲 11番地 1 

＜建築年度＞平成 13 年度 

＜設置目的＞中島の各島の特性をいかし、来島者に島の情報を提供するとともに、都市住

民との交流の促進及び地域活性化を図る拠点となるため 

 

 

◆上怒和海の駅 陶器の里 

＜所在地＞上怒和甲 1223 番地 

＜建築年度＞平成 13 年度 

＜設置目的＞中島の各島の特性をいかし、来島者に島の情報を提供するとともに、都市住

民との交流の促進及び地域活性化を図る拠点となるため 
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◆津和地海の駅 茶屋の里 

＜所在地＞津和地 4836 番地 23 

＜建築年度＞平成 13 年度 

＜設置目的＞中島の各島の特性をいかし、来島者に島の情報を提供するとともに、都市住

民との交流の促進及び地域活性化を図る拠点となるため 

 

 

◆二神海の駅 海の恵みの里 

＜所在地＞二神甲 640 番地 3 

＜建築年度＞平成 13 年度 

＜設置目的＞中島の各島の特性をいかし、来島者に島の情報を提供するとともに、都市住

民との交流の促進及び地域活性化を図る拠点となるため 
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◆長師海の駅 中島味館鉄人の里 

＜所在地＞長師 1467 番地 1 

＜建築年度＞平成 15 年度 

＜設置目的＞中島の各島の特性をいかし、来島者に島の情報を提供するとともに、都市住

民との交流の促進及び地域活性化を図る拠点となるため 

 
 

◆睦月海の駅 島四国の里 

＜所在地＞睦月甲 2194 番地 24 

＜建築年度＞平成 16 年度 

＜設置目的＞中島の各島の特性をいかし、来島者に島の情報を提供するとともに、都市住

民との交流の促進及び地域活性化を図る拠点となるため 
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◆元怒和海の駅 レモンの里 

＜所在地＞元怒和 1809 番地 6 

＜建築年度＞平成 16 年度 

＜設置目的＞中島の各島の特性をいかし、来島者に島の情報を提供するとともに、都市住

民との交流の促進及び地域活性化を図る拠点となるため 

 

 

(13)  睦月地区多目的広場 

◆睦月地区多目的広場 

＜所在地＞睦月甲 451 番地 

＜建築年度＞平成元年度 

＜設置目的＞各種社会体育行事、レクリエーション、イベント等の場として、又は市内外

の交流活動の場として活用するため 
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(14)  農村公園 

◆善応寺農村公園 

＜所在地＞善応寺甲 388 番地 

＜建築年度＞平成 4 年度 

＜設置目的＞農村在住者の健康増進及び憩いの場として、その利用に供するため 

 
 

◆長師農村公園 

＜所在地＞長師 106 番地 3 

＜建築年度＞平成 15 年度 

＜設置目的＞農村在住者の健康増進及び憩いの場として、その利用に供するため 
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◆大串農村公園 

＜所在地＞小浜甲 2059 番地 

＜建築年度＞平成 16 年度 

＜設置目的＞農村在住者の健康増進及び憩いの場として、その利用に供するため 

  


