湯築・道後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
☆
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図書館

1

意

見 の 内 容

松山市立図書館の開館日や開館
時間を見直してほしい。
また、松山駅前の再開発の際に
子育ての充実の一環として、新し
いコンセプトを取り入れたスペー
スを構えてほしい。

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
図書館の開館日について、中央図書館は松
山市総合コミュニティセンターとの複合施設
であり、空調設備や防犯対策等を一体的に管
理していることから、図書館単独で開館する
ことは難しいため、総合コミュニティセンタ
ーあわせて月曜日を休館日としています。ま
た、その他の館についても、中央図書館と統
一した定休日とすることで、図書館システム
の保守点検やバージョンアップなど、開館中
にできない業務を行っています。
今年の夏休み期間中については、松山市総
合コミュニティセンターが月曜日を開館した
ことにあわせて、中央図書館も開館させてい
ただきました。
開館時間の拡大については、人件費や維持
管理等の増加を伴うことから、他市の事例等
を参考にしながら、ニーズと費用対効果の面
などについて今後研究していきたいと考えて
います。
また、松山駅前の再開発の際に新コンセプ
トを取り入れたスペースを構えることについ
ては、松山駅周辺まちづくり審議会で取りま
とめられる基本構想案や公共施設マネジメン
ト基本方針との整合性を図りつつ、研究して
いきたいと考えています。

担当課
中央図書館事務所
小池 ひろみ
943-8008
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交通安全

プリンスホテル前（県道 187 号 ■可 能
線）の横断旗の適正な取り扱いに
■対応済
ついて、注意喚起をお願いしたい。
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
□その他

この横断旗は、松山東交通安全協会が設置 総合交通課
していますので、9 月 9 日にご意見をお伝えし、 喜安 祥隆
948－8421
旗の管理などについてお願いしました。
今後もお気づきの点がありましたら、総合
交通課までご連絡をいただけたらと思いま
す。

薬事

松山市で危険ドラッグの流入事
例はあるのか。また、どういう方
法でそれを防いでいるか。

■可 能
■対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
□その他

愛媛県内では危険ドラッグを取り扱う店舗 医事薬事課
が、松山市で過去 3 箇所確認されていました 浮穴 奈歩
が、継続した指導により平成 26 年 7 月の時点 911-1805
で、全ての店舗が閉鎖または販売を中止して
います。しかし店舗販売だけでなく、インタ
ーネット等を通じた販売も行われており、全
ての流通過程の実態把握は難しい状況です。
そのため本市では、愛媛県や愛媛県警察等
と連携して実態把握に努め、市ホームページ
や広報まつやま等で薬物乱用の撲滅に向けた
啓発活動を行っています。
また平成 26 年 7 月 24 日、県・市の取り組
みとして松山市保健所内に『危険ドラッグ』
相談窓口を設置しました。今後も関係機関と
連携し、
『危険ドラッグ』や薬物乱用の根絶に
向けた対策に取り組んでいきたいと考えてい
ます。
【危険ドラッグ】相談窓口
医事薬事課 ＴＥＬ911－1805

道路維持

松山神社から業務用スーパーま
で道路（市道道後 73 号線）の路面
の整備をしてほしい。

■可 能
□対応済
■今年度中
□次年度以降

タウンミーティング後の 9 月 9 日に、ご意 道路管理課
見をいただきました市道道後 73 号線の約 300 岡田 拓也
ｍの区間について現地調査を行い、舗装の傷 948-6478
んでいる箇所を確認しました。
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松山神社前交差点付近については全面的に
補修を行い、その他の区間は傷みの程度に応
じた部分的な補修を計画しています。
今後、地域や地下埋設物所有者との調整等、
必要な手続きを早急に進め、今年度内に工事
を完成したいと考えています。
今後もお気付きの点があれば道路管理課
（ＴＥＬ948－6478）までご連絡をお願いしま
す。

道後温泉

道後温泉の駐車場について、60
分無料から 90 分か 2 時間無料にし
ていただきたい。また、無料化も
検討してほしい。

□可 能
□対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他

道後温泉の 2 箇所の駐車場については、
「神 道後温泉事務所
の湯」の利用時間が条例で１時間以内となっ 佐田 修一郎
ていることに合わせて、60 分の無料駐車サー 921-5141
ビスを行っています。
そのうち、本館南側の道後温泉駐車場（冠
山駐車場）については借地であり、賃借料の
一部を 2 箇所の駐車場の利用料収入で補てん
しているため、収支の面から時間延長や無料
化は難しいと考えています。
なお、繁忙時期には満車状態が続いて、他
の駐車場を案内してもなお、渋滞が発生する
など道路交通に影響を及ぼしている状態です
ので、今後、道後地区全体の駐車場のあり方
について検討したいと考えています。

公園

公園の管理をしっかりしてほし
い。
また、灯りを増やすなど、明る
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 9 月 9 日と 12 日に、 公園緑地課
ご意見をいただきました桑原地区｢正円寺公 管 正人
園｣について、公園緑地課が遊具やトイレ入口 948-6497
周辺などの草刈や一部高木の剪定、園内の清
掃を行いました。
また、園内の照明灯は、一定基準を満たし
ていますが、園内灯の周囲の樹木を剪定する
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□検討中
□不可能
□その他
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ことで明かりが届きやすくするなど、公園管
理協力会と協力して実施していきたいと考え
ています。
公園

石手川公園の維持管理につい
て、公園協力会と松山市が一体と
なって維持管理してほしい。
また、もう少し石手川公園の活
用方法について考えてほしい。

□可 能
□対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他

今回の整備では、愛媛県が行う環境美化推
進事業の中で、不法住宅の撤去ができた箇所
の公園整備を行っていますが、石手 2～4 丁目
や紅葉町にはまだ撤去できていない箇所も数
多くあります。撤去が進んでいない箇所の整
備については、今後も継続して愛媛県と協議
を行っていきたいと考えています。
また、ご提案をしていただきました石手川
緑地の維持管理や活用については、今後も、
公園協力会等、地域の皆さんと松山市が連携
して取り組んでいきたいと考えています。

公園緑地課
兵藤 一馬
948-6854

地域活性
化

4 年後の道後温泉本館の改修に
伴う道後商店街などに与える影響
に対して懸念している。道後温泉
本館を目的来られるお客様の誘致
だけでなくコンベンションなどの
活動で来られるお客様の誘致をす
すめ、道後の活性化のためにコン
ベンション・大会誘致できる施設
や環境の整備をお願いしたい。

■可 能
■対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他

コンベンションの誘致は、これまで「松山
観光コンベンション協会」が主体となって取
り組んできました。
現在、道後温泉本館改修が予定される期間
への対応として、愛媛県や観光コンベンショ
ン協会と連携しながら、全国規模のイベント
の情報収集を行い、誘致へ向けて積極的に取
り組んでいます。
新たなコンベンション施設の建設は、財政
負担や将来の維持管理費等を考えると難しい
状況ですが、今ある施設を有効活用し、多く
の方に松山に来ていただけるよう取り組んで
いきます。

企画政策課
矢野 幸平
948-6341

３年後の平成２９年度に正岡子
規・夏目漱石・柳原極堂が生誕１
５０年を迎えます。俳句のワール

□可 能
□対応済
□今年度中

子規記念博物館では、平成 29 年に正岡子規、 文化財課
夏目漱石、柳原極堂が生誕 150 周年を迎える 子規記念博物館
ことから、三氏を顕彰するとともに松山の俳 池内 伸二
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観光・国際交流課
福山 雄基
948-6556
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水路

１０

観光

１１

ドカップを開催してほしい。

□次年度以降
■検討中
□不可能
□その他

句文学等を全国に発信する機会ととらえ、記 931-5572
念式典や各種事業を実施する予定です。
俳句は様々な言語で詠まれ、海外でも多く
の方に親しまれています。ワールドカップを 都市ブランド戦略課
開催するには外務省等関係団体の協力はもち 玉井 友子
ろん、多様な文化的背景がある中で、言語や 948-6952
形式の異なる俳句を競わせるためのルールが
必要です。まずは、俳句をする人もしない人
も皆が楽しめる仕組みづくりなどについて、
検討していきたいと考えています。

道後小学校の西側の通学路（市
道道後 7 号線、12 号線）は狭い上
に、大雨で水路が溢れると水路と
道路の境目が分からなくなるの
で、水路に蓋をしてほしい。

□可 能
□対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
■その他

市道道後 7 号線は、道後小学校から「大雨
時に水路が溢れ、水路と道路の境が分からな
くなり危険である。
」との報告があり、平成 26
年 7 月に水路と道路の境に柵を設置する安全
対策を実施しました。
市道道後 12 号線の水路についても、同様に
関係者（小学校や警察、道路管理者等）で現
場を立会し、通学路の安全対策について協議
し、対応します。

河川水路課
林 昌宏
948-6521

■可 能
■対応済
□今年度中
□次年度以降
■検討中
□不可能
□その他

外国語での簡単なあいさつなどは、松山国
際交流協会の意見を取り入れながらマニュア
ルを作成して、
「坊っちゃん」や「マドンナ」
が携帯し、外国人観光客の方にお声がけする
などの対応を検討します。
入場料については、「松山観光ボランティ
アガイドの会」に登録されている方であれば、
ガイド案内時、松山城ロープウェイ・リフト
と、天守の入場料を免除にしています。
道後温泉では、
「又新殿」に専任のスタッフ
を配置するとともに、
「坊っちゃんの間」には

観光・国際交流課
岡田 敏
948-6556

坊っちゃんやマドンナの服装を
している方々に外国語でのあいさ
つなどの指導してほしい。
また、ボランティアガイドする
際のロープウェイや道後温泉など
の入場料について、支援等をして
ほしい。

学校教育課
吉岡 祐郁
948-6590

道後温泉事務所
山本 健
921-5141
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音声ガイドを設置して、ご案内をしています。
今後も観光客の皆さんに分かりやすい対応
に努めていきます。
情報環境
整備

「スマイル松山プロジェクト」の
活動量計の内容を送信するパソコ
ンをぜひ道後にも１つ設置してい
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

道後観光案内所を運営する「松山観光コン
ベンション協会」と協議し、道後観光案内所
に設置しているパソコンを利用して、
「スマイ
ル松山プロジェクト」の活動量計の内容を送
信できるよう対応します。

観光・国際交流課
中島 敏喜
948-6556

防災

道後には、たくさんのお寺や文
化財があるので災害対策をお願い
したい。

■可 能
■対応済
□今年度中
□次年度以降
□検討中
□不可能
□その他

宝厳寺の火災の後、消防局では、国宝や重
要文化財などの緊急防災点検を行いました。
また、重要文化財に指定されている建築物は、
消防隊の活動や消防用設備の配置等を記載し
た消防活動計画を定めて、火災発生時に有効
に活動できる体制を取っています。
さらに、毎年「文化財防火デー」に併せて、
消防機関と文化財の関係者や地域住民が、一
体となって文化財を守る火災防ぎょ訓練を実
施しています。
市内の指定文化財は全部で 267 件あり、そ
のほとんどは寺や神社、個人の方によって、
大切に保存されています。
災害時には、所有者や地域の方々の初期活
動が大切ですので、防火防災防犯などの相談
をお受けして適切なアドバイスを行うほか、
設備の設置にあたっては補助金を交付するな
ど支援を行っています。
今後も機会あるごとに防火・防災について

文化財課
篠原 昭二
948-6603

１２

１３

予防課
村尾 尚登
926-9216
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の指導と補助制度の周知に努め、文化財を守
っていきたいと考えています。

7

