市政懇談会（庄内公民館）における意見等の概要
実施日時 ： 平成２８年７月２６日（火）１９：３０～２０：５７

※「対応状況・今後の方針」の記載内容は、
市政懇談会開催日時点のものです。

参 加 者： 125名（市民 100名、職員 25名）
No

質問内容

お答え（概要）

対応状況・今後の方針

1

・庄内小学校は、遠方から通学する児童や、民家の少ないエ
・昨年の市政懇談会で、庄内小学校近くにある、
リアを通って通学する児童も多いです。
青年会堂跡地を、市が購入するように要望を出し
・そのため、授業や課外活動等で、下校時間が遅くなった児
たが見送りとなった。１年経過した現在、当該跡
童を車で迎えに来る保護者も多く、児童クラブの迎えと重なる
地は草が生えて、虫も発生して近所迷惑になって
時間帯に、小学校前駐車場に混雑が生じています。
【保健福祉部長】
いる。駐車場として使用できないため、児童クラブ
・現在、小学校前駐車場には、小学校教職員及び児童クラブ
・児童クラブの送迎時には、みなさんにはご迷惑をおかけしております。防災時の活用といった
の送迎時は混雑している。
指導員も駐車しています。今後は、普段使用していなかった
ご意見もありましたが、まずは当該土地がどういった活用ができるのか、その要否も含めて考える
児童クラブの送迎用駐車場として、あるいは防
小学校敷地内駐車場を、教職員用として活用することとし、小
必要があります。そして予算が必要となれば、財政担当とも協議が必要であり、購入か、借上げ
災時の緊急時の駐車場として、市が買い上げて
学校前駐車場に保護者の駐車スペースを、これまで以上に
か等の方法を検討していくこととなります。
ほしい。
確保することで、混雑の緩和に努めたいと思います。
そうなれば、児童クラブの方であればその関係
・青年会堂跡地の購入等は、その要否と併せ、今後とも、地域
者が、また防災時の方であれば自治会が、土地
の意見を聞いていきたいと考えております。雑草による虫害等
の管理を行うようになると思う。実現してほしい。
は、地権者に対し、当該土地の適切な管理を市から働きか
け、早期の解消を図りたいと思います。

2

・大明神川、庄内橋の近くの河川敷用地は、合併
前は公園用地であり、維持管理をしていた。
現在、管理をする人がおらず、草木で荒地と
【市長】
なっている。ぜひ、再度、県から公園として市が借 ・地元の皆さんの熱意で、責任を持って管理していただけるということであれば、借り上げに向け
り上げていただき、地元で管理をしていきたいと て県に働きかけたいと思います。
思う。防災用地やサイクリングの休憩所等としても
使用できると思う。

3

・自主防災組織に対して担架、ヘルメットや工具
等防災資器材を貸与してもらっている。これらの
資器材については、旦之上集会所玄関に置いて
おり、玄関が非常に手狭である。防災用倉庫も支
給してもらいたい。

【市民安全部副部長】
・現在、自主防災組織に対しては、１組織３０万円程度の防災資器材を貸与しています。"つるは
し"やジャッキ等の救助用資機材基本セット約１８万円分と、それ以外の用具、防災倉庫も含めて
各自主防災組織が３０万円の予算の中で選択するようになっています。新たに追加で防災倉庫
を支給するのは難しい状況です。

担当部署

・保健福
祉部
・市民安
全部

・ご要望の公園については、地元老人クラブの管理で、昭和
56年から平成18年までの間、市が河川占用許可を受け設置
していました。
・建設部
・その後、利用者が居なくなり、管理ができなくなったため、地
・東予総
元自治会長の承諾を得て、当公園を廃止した経緯がありま
合支所
す。
・今回のご要望を受け、今後、地元自治会等と協議して参りた
いと考えています。

―

・市民安
全部

4

【市長】
・市内には３０程度の公民館があるが、一番地域 ・職員だけでなく、館長はじめ地域の方とも意思疎通の機会を増やし、身近な問題として対応し
の実情を把握しているのは、地域の公民館の職 ていきたいと思います。
員であると思う。市長自身が各地域の職員とヒアリ 【教育長】
ングを行い、市政に活かしてほしい。
・地域のニーズは地域の公民館に集まってきます。そのような声を集約し、市長まで上げていく
機会を、公民館はたくさん作っていると考えております。

―

・教育委
員会管
理部

5

・公民館では、サークル活動等盛んに行われてい
【教育長】
るが、万が一に備えてのAEDが設置されていな
・必要なものではありますが、全館一斉ということは難しいので、近隣にAED設置施設がないよう
い。予算のこともあるので、計画的にAEDの設置
な公民館からでも適宜、設置の検討をしていきたいと思います。
をお願いしたい。

―

・教育委
員会管
理部

1

市政懇談会（庄内公民館）における意見等の概要
実施日時 ： 平成２８年７月２６日（火）１９：３０～２０：５７

※「対応状況・今後の方針」の記載内容は、
市政懇談会開催日時点のものです。

参 加 者： 125名（市民 100名、職員 25名）
No

質問内容

お答え（概要）

対応状況・今後の方針

担当部署

6

・本谷温泉の改装は、とても心待ちにしている。指
定管理で業者が入っているが、その業者の接客
対応ができていない。せっかく改修して、お湯や
施設は良いものになっても、ソフト面、接客対応
ができていないのでは困る。昨年も市政懇談会で
意見したが、改善がみられない。市からさらに指
導をしてほしい。

【産業経済部長】
・確かにハード面だけでなく、ソフト面、サービスの充実は重要です。改修後、特に最初が肝心
であり、指定管理者でありますが、そういった声は市からも伝え、きちんと対応していきたいと思
います。市民のみなさんについても、接客などについて厳しい目で見ていただき、また意見をい
ただきたいと思います。

―

・産業経
済部

7

【市長】
・市道三芳河之内線については、地域のみなさんから橋を渡して対岸からずっと整理するといっ
た計画のご提案をいただきましたが、河川等の幅員や防災上の危険性の関係から、下流まで橋
を渡すというのは難しい状況です。
・三芳から河之内に上がる市道で、佐川のあたり
・我々が提案させてもらい改修したのは、上流側、消防詰所側の道路を直線にして、対向車が
で幅員が狭いところがある。昨年8月に要望書を
見えやすくして、想定しやすいという改修をさせてもらいましたが、現状ではそれが限界です。本
出したが進展していない。拡幅をお願いしたい。
谷温泉は、観光バスが上がっていくというのではなく、一般入浴客が安心して、渓谷の風景を楽
しみながら上がってもらっています。地元のみなさんにはご迷惑をおかけしますが、現在は改修
が難しいということは理解していただきたいと思います。要望については、今後の課題として共有
していきたいと思います。

―

・建設部
・東予総
合支所

8

【市長】
・寄付金額は、一昨年は800万円程度で、昨年度は約4億9600万円です。
・西条市のふるさと納税について、お礼の品物や
・昨年度は、お礼の品を西条産の野菜や米、お酒等約１４０種類に増やし、クレジット決済に加
実績を教えてほしい。
え、全国のインターネット等で西条市も先行して紹介するようにした結果、県内で２位の寄付額
になりました。今年度は約１７０品目に増やしています。

―

・財務部

―

・企画情
報部

―

・市民安
全部

9

・地域創生の取組についての成果と見通しにつ
いて教えてほしい。

【市長】
・地方創生について、あと2、3年が特に重要であると思います。制度補助金等のある間に、形に
していかなければいけません。ただ西条市では、キャベツをカット野菜にして、業務用パックにし
て出荷していく加工場や貯蔵施設であるサンライズ西条加工センターができており、新しく従業
員も50、60人雇い、形になってきております。また、地域創生センターの中には愛媛大学が来て
くれました。さらに、地域創生の中で大学が地方に進出してきたのは全国でも稀なことであり、全
国のモデルとしてさらなる発展が期待でき、十分形としてはできていると思います。

10

・各自治会とも自治会所有の防犯灯については、
LED化を進めているところである。
庄内地区には市所有の防犯灯が100灯程ある
が、LED化の進捗状況、そして何時頃すべて
LED化されるのか。

【市民安全部副部長】
・現在、西条市では、新規の設置費（上限5万円）及び器具の更新（上限5万円。ただし、LED照
明への取替は上限なし）、防犯灯の電気料金（上限なし）について、それぞれ３０パーセントの補
助金を交付し、自治会の防犯灯のLED化を進めています。市の所有する防犯灯についても、
LED化を進めていくべきでありますが、まずは自治会所有の防犯灯のLED化を進めていきたいと
考えています。
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11

・公民館活動には、高齢者や車いすの方が多く
参加する。活動は、２階の部屋の利用が多いの
で、エレベーターを設置していただきたい。

【教育長】
・中央公民館等、設置されているところはありますが、緊急を要するところからの設置を考えてい
ます。計画的に考えさせていただきたいと思います。
【市長】
・毎年確実に少しづつ設置していますので、しばらく時間をいただきたいと思います。

―

・教育委
員会管
理部

12

・昨年の市政懇談会で、災害時の避難所である
庄内小学校の敷地内に井戸を抜くことを提案した
が、手押しポンプの性能では利用できないのでは
いかということで、抜けないという回答であった。
庄内小学校のような井戸を抜けない避難所での
飲料水等の水の確保についてはどのように考え
ているのか。

【市民安全部副部長】
・飲料水、生活用水については、市内各所に配水池があり、震度５程度で緊急遮断弁が落ちる
ようになっており、配水池からそれ以上、水が流れ出ないような仕組みになっております。その配
水池に蓄えられた水を給水車で運搬することを計画しています。

―

・生活環
境部

13

・養鶏試験場のあたりで、土地の所有は庄内財産
区であるが、上地は自治会の土地があり、その周
辺の農地を、今治の造園業者と称する業者が土
地を買い上げて、地目が農地であるにも関わら
ず、工場みたいな建物を建てている。
また、産業廃棄物のようなものを持ち込んで、埋
めているのではないかと地元では噂になってい
る。有害物質等流れていないか、調査対応をお
願いしたい。

・8/3現地調査を実施しました。現況は、農地を含む山林部分
が一体的に、造園用資材置き場、仮植地用地として利用され
ています。その利用は、かなり以前からのものと見受けられま
した。農地転用許可は出ておらず、違反転用事案であります
【農林水産部長】
が、当該農地は、周囲を山林に囲まれており、地域において
・農地転用しているかどうかは農業委員会管轄となるので、持ち帰り確認し、後日回答したいと
特段支障となる問題がなければ追認許可相当な事案と考えら
思います。
れます。
【生活環境部長】
・また、造園業者の作業場、倉庫等として利用しているようで
・産業廃棄物を埋めているという実態があるなら、水質・土壌調査が必要となってきます。少し調
あり、コンクリート等の放置は見られますが、廃棄物の埋め立
査の時間をいただきたいと思います。
ては確認できません。また、有害物質の流出の可能性は少な
く、私有地のため水質調査等も実施できない状況です。引き
続き、現地の状況には、注意を払っていきます。特別な動き
については、地元からも情報提供をお願いします。

14

・庄内小学校正門に続く海側（東側）からの道に
ついて、以前に、坂道であることと、幅員が狭いと
いうことから、拡幅の計画があったらしいが、頓挫
したと聞いた。その道について、拡幅及び離合場
所の確保をお願いしたい。
【建設部長】
・その市道の拡幅については、先月、住民20名程
・現場の状況や以前の計画、今後の用地の提供の協力など、調べて検討する方向で協議して
度の署名で、東予総合支所建設管理課に要望
いきたいと思います。
書を出している。今年度は無理でも、来年度には
できるのではないかと思っている。急な坂道であ
るため、離合が困難であり、５０センチぐらいの側
溝に蓋をすれば離合ができると思う。市のやる気
だと思うので、よろしくお願いしたい。

3

・農業委
員会
・東予総
合支所

・平成28年6月24日付けで要望書を受理した後に、現地確認
・建設部
を行いました。
・東予総
・今後、利害関係者と協議等を行って、出来れば本年度施工
合支所
を行いたいと考えています。

