湯山地区タウンミーティングでいただいた意見等と市の対応
☆

項

目

道路整備

1

意

見 の 内 容

県道４０号線の歩道の拡張と
昼間も自転車で歩道を通行できる
ように規制緩和をしてほしい。

対応可能性と
対応時期
□可 能
□対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他

対応策または
不可能な理由等
タウンミーティング後の 10 月 23 日に、ご
意見をいただいた県道 40 号線の歩道拡張及び
自転車通行の規制緩和について、道路管理者
である愛媛県や交通管理者である松山東警察
署、学校関係者等と合同点検を実施し、愛媛
県及び松山東警察署から以下の回答をいただ
きました。
(愛媛県の回答)
「県道 40 号線の歩道の拡張について、現在、
湯の山エレベータ前の交差点部の歩道の拡張
を行っており、今年の 12 月中には工事が完了
する予定です。残りの区間については、土地
の境界が不明なことから用地の取得が困難で
早期の対応は難しい状況ですが、生徒が狭い
歩道に困っていることは十分に承知してお
り、少しずつでも可能な範囲で歩道の拡張に
取り組みたいと考えています。
」
(松山東警察署の回答)
「自転車での歩道通行については、時間帯
ではなく、車両の交通量が多く車道を安全に
走行できない場合、ルールに従って歩道を安
全に通行していただきたいと考えています。
」

担当課
道路管理課
浮田 達也
948-6834
総合交通課
喜安 祥隆
948-6421
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生涯教育

湯山公民館での俳句教室の運営 □可 能
について、もっと支援してほしい。
□対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他

公民館では、俳句教室をはじめ住民の皆さ
んの要望に応じた学習講座や、地域課題の解
決に向けた活動などを行っています。
活動予算については、地域の皆さんが参画
する公民館運営審議会で承認された予算の中
で運営していますので、各教室の運営につい
ては、今後も効率的に実施していただければ
と思います。

地域学習振興課
大内 平臣
948-6602

交通安全

県道４０号線について、グリー □可 能
ンベルトが、一部にしかないので、
□対応済
もっと長く引いてほしい。
□今年度中
待避所付近は、歩道と車道がコ
□次年度以降
ンクリートで仕切られていて出口
■検討中
がないので、どこか一部を開けて □不可能
ほしい。
■その他
湯山中学校の生徒が作った交通
安全標語などを活用して安全運転
意識の向上のために表示してほし
い。

タウンミーティング後の 10 月 23 日に、ご
意見をいただいた県道 40 号線のグリーンベル
トの設置等について、愛媛県や松山東警察署、
学校関係者等と合同点検を実施し、愛媛県か
ら以下の回答をいただきました。
(愛媛県の回答)
「現在設置しているグリーンベルトの区間
は、前回のご要望の際に、道路のカーブ部分
で車両と自転車が混在し特に危険と判断され
たため、減速マーク（ドット線）もあわせて
施工し注意を促しています。
今回ご要望の直線部にグリーンベルトを施
工することは、先に施工したカーブ部分が目
立たなくなり、全体的な効果が薄くなること
から、施工を控えるべきと考えています。
また、歩道と車道の境のコンクリートに出
入口を設けることについては、コンクリート
の壁を撤去して待避所の一部を歩道として拡
げる工事に早期に着手したいと考えていま
す。
」
生徒が作成する安全標語の活用について
は、学校と道路管理者である愛媛県と協議を

道路管理課
浮田 達也
948-6834
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３

学校教育課
吉岡 祐郁
948-6590
2

行い、現在、方策を検討しています。
交通安全

市道湯山３６号線について、通
学時間帯に車の侵入規制や一方通
行などの対策を考えてほしい。

□可 能
□対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他

タウンミーティング後の 10 月 23 日に、車
両の進入禁止等の交通規制について、ご意見
を松山東警察署にお伝えしました。
規制の内容によっては、沿線や周辺の住民
の皆さんに影響が大きいことから、地域の総
意として警察にご相談いただく必要がありま
す。町内会等でご意見がまとまりましたら、
総合交通課まで相談をいただけたらと思いま
す。

総合交通課
喜安 祥隆
948-6421

道路維持
空き家対
策

市道湯山３６号線沿いの草や枝
が伸びているので対応してほし
い。また空き屋が放置されている
ので撤去してほしい。

□可 能
□対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他

タウンミーティング後の 10 月 16 日に、道
路管理課が土地改良区長の立会のもと現地を
確認したところ、民有地から市道に木の枝が
迫り出していることを確認しましたので、所
有者を特定して、適正な管理をお願いしてい
きたいと思います。
また同日、建築指導課がご意見の空き家を
調査したところ、現時点で危険な状態ではあ
りませんでした。空き家は個人の財産である
ことから、その維持管理は原則、その所有者
が行うものですが、今後もお気づきの点がご
ざいましたら、建築指導課までご相談いただ
けたらと思います。
松山市では、空き家に関する様々な問題を
「適正管理」と「予防・有効活用」の面から
検討を進めています。
適正管理については、条例の制定を進めて
おり、この条例で所有者に対し、指導、勧告、
命令等を行えるよう検討しています。

道路管理課
松田 孝弘
948-6478

４

５

建築指導課
宮内 忠明
948-6512

住宅課
杉村 幸紀
948-6500
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予防・有効活用については、空き家情報を
集約する窓口の一元化、利用可能な空き家の
情報を広く提供することで定住促進につなげ
る活用方法、地域の特性を生かした活用など、
他市の事例も参考にしながら、調査研究して
います。
自転車

安全安心な自転車道の整備など
を目的とした自転車特区の考えは
あるか。

□可 能
□対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他

特区制度は、地域を限定して特定の規制を 総合交通課
喜安 祥隆
設けたり緩和したりするものです。
自転車走行空間の確保については、現行規 948-6421
制の中で道路の新設や空間の再配分など、可
能なところから取り組んでいますので、現在
のところ、特区制度の検討は行っていません。
交通の危険箇所等については、タウンミー
ティングをはじめ、地域や関係機関の皆さん
からご意見をいただいた際に、関連する部署
や関係機関と連携して現場の確認を行い、可
能な対策を実施しています。

防災

溝辺の砂防ダムは、溜まった土
砂の現地点検等をしているのか。

□可 能
□対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他

タウンミーティング後の 10 月 14 日に、砂 河川水路課
防ダムを管轄する愛媛県に確認したところ、 仙波 直樹
「砂防ダムの土砂の堆積状況については、定 948-6838

６

７

た か の だにがわ

期的に調査を行っており、ご指摘の高野谷川
えんてい

堰堤（砂防ダム）については、平成 24 年 3 月
に現地点検を実施し、土砂が溜まっていない
ことを確認しています。
」
との回答をいただき、同日、発言者にお伝え
しました。

８

道路維持

私道に穴が開いているが、どの
ようにすれば良いか教えてほし

■可 能
□対応済

タウンミーティング後の 10 月 16 日に、道
路管理課が現地を確認したところ、松山市が

道路管理課
三原 正幸
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防災
生涯教育

９

い。

■今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
□その他

舗装の工事を行う私道整備事業の要件に該当
していました。
翌日、相談者へ連絡して、地元の代表者か
ら申請書を提出していただくよう説明しまし
た。

948-6834

湯山公民館は、災害時の避難所
に指定されているが裏に山があり
非常に危険な場所であるので、安
全な新しい場所に移転してほし
い。
また、湯山公民館の駐車場が少
ないため参加できない。

□可 能
□対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他

避難所に指定している場所でも、災害の種
類や規模などによっては開設されない場合が
あります。
避難を必要とする災害が発生した場合は、
安全が確認できた避難所を早期に開設し、防
災行政無線をはじめ、車両広報や緊急速報メ
ール、さらにはテレビやラジオなど、さまざ
まな手段を活用し、速やかに市民に周知する
ことにしています。災害時には行政などから
の避難情報を聞いて行動していただくととも
に、平時から複数の避難場所や避難経路の状
況等を併せてご確認いただきますようお願い
します。
湯山公民館は、平成 16 年の耐震診断で必要
な耐震性能を有しており、現在、建替えの予
定はありませんが、今後、建物の耐用年数や
状況、財政事情等を考慮しながら、移転改築
などの必要性を含め検討したいと思います。
また、駐車場の確保等については、利便性
の向上を図るため、地元の方々や関係機関と
も協議しながら解決策を検討したいと思いま
す。

危機管理担当部長付
伊達 真
948-6815

学習施設課
山下 裕之
948-6873
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公園

湯の山南公園の遊具を新しくし
てほしい。

□可 能
□対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他

タウンミーティング後の 10 月 14 日に、公
園緑地課が現地を確認したところ、芝や草木
を丁寧に刈ってあり、遊具についても設置か
ら 20 年弱経過し、色あせなども見られました
が、十分な機能と安全性を保っていることを
確認しました。また、フェンスのぐらつきに
ついても、支柱の状況等を確認し、安全性に
問題がないことを確認しました。
遊具などの更新（入れ替え）については、
開園後 30 年以上経過した公園を対象に順次行
っていますが、遊具やベンチなど公園施設の
修理や設置の要望がありましたら、地元の公
園管理協力会とご相談いただき、公園緑地課
までご連絡ください。

公園緑地課
管 正人
948-6497

公園

湯の山中央公園でボール遊びが
できるようにしてほしい。

□可 能
□対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他

公園でのボール遊びについては、野球やサ
ッカー等を行うほどの広さがない場合、他の
公園利用者への危険性や近隣住民へ迷惑がか
かることから、原則禁止としています。
湯の山第 1 公園（湯の山中央公園）は、中
央の広場に十分なスペースが無く、その広場
の周りに幼児用の遊具が設置され、ボール遊
びをすると他の利用者に危険が及ぶ可能性が
あるため、ボール遊びには適さないと考えて
います。
近くの湯の山第２公園（湯の山運動公園）
では、ボール遊びが認められていますので、
こちらをご利用ください。

公園緑地課
管 正人
948-6497

１０

１１
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安全安心

１２

市道平井食場線について、夜は
暗く危ないので、街灯をつけてほ
しい。
木が邪魔で前が見えにくい。

■可 能
□対応済
■今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他

ご意見をいただきました市道平井食場線に 道路管理課
ついて、再度、道路照明の設置にかかる費用 松田 孝弘
対効果等を検討しましたが、歩行者や自転車 948-6478
の通行が極めて少ないことなどから、現時点
で道路照明を設置することは難しいと考えて
います。
また、視界を遮る木については、タウンミ
ーティング後の 10 月 16 日と 24 日に道路管理
課が現地を調査したところ、市有地及び民有
地から雑木が市道に迫り出しているのを確認
しました。
市有地から迫り出している草木について
は、早急に道路管理課が剪定作業を実施しま
す。民有地から迫りだしている雑木について
は、所有者を特定し、適正な管理をお願いし
ていきたいと考えています。
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