
平成29年度　今治市議会　議会報告会での質問・要望の回答

番号 会場 質問・要望等の内容 回答

1 乃万
美須賀小学校は廃校になったのか。４階部分
の時計が止まっているので、他県から来る人
のためにも直すか撤去するかしてほしい。

【企画財政部　管財課　回答】
　旧美須賀小学校校舎側の約半分の土地につきましては、建物や工作物も含めて、
平成29年度中に売却することとしています。
よって、電気を含めたライフラインの供給をすべて遮断していることから、校舎に
設置している時計も停止した状態となっております。
停止している時計は高所に設置されており、撤去するにも高所作業となるため、多
額の費用を要します。
　ご指摘の時計も含め校舎自体売却することが決定している財産でありますので、
停止している時計につきましては、市費による撤去等は行わず、公売による落札者
の方にその取り扱いを委ねたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願
いいたします。

　７月26日、28日に市内4会場において議会報告会を開催し、計169名のご参加をいただきました。各地域の皆さんには開催にご理解ご協力を賜
り誠にありがとうございました。
　議会報告会では総務委員会から「えひめ国体・えひめ大会について 」、教育厚生委員会から「みんなで育つ・育てるあした（次世代）のい
まばりへ 」、産業環境委員会 から、「観光振興の取組みについて 」、建設水道委員会 から「空き家対策について」と題した審議内容の報告
を行なった後、各地域の皆さんからは、市議会や市政に対するご意見や各地域での課題などについて、幅広いご意見とご質問をいただきまし
た。
　また、議会報告会開催につきましては、「わかりやすかった」・「定期的に開催してほしい」などのご意見を多くいただいた一方、「もっと
詳しい説明が欲しい」・「資料等充実させて欲しい」などのご意見もいただいており、次回開催の課題として改善に取り組んでまいります。な
お、議会報告会当日にいただいたご質問･要望やアンケートの中で主なものへの回答を次のとおり掲載します。

　　議会報告会場での質問・要望の回答



番号 会場 質問・要望等の内容 回答

2 乃万

大阪から来た友人が駅のトイレに行った際
に、ウォシュレットのついていないことに驚
いた。国体も含めて訪れる方のためにも改善
をしてほしい。

【企画財政部　国体推進課　回答】
　ご意見のとおり、国体開催時は、全国から大勢の方々が本市を訪れることから、
本市の玄関口である今治駅のトイレを含む周辺美化に努めていただくようお願いし
ました。
今治駅の協力を得て、きれいな駅で全国からで訪れる皆様をお迎えすることができ
ました。

【当日会場での回答】
　野間馬が実習場所になるとの審議はしていません。獣医学部については、法に
則って、議会、特別委員会でしっかりと審議をしており、96億円の債務負担行為限
度額については、全会一致で可決しました。

【企画財政部　企画課　回答（H30.２.１現在）】
・野間馬に関する実習計画は、野間馬ハイランドでの活動内容の把握、生体を使用
しない馬のデジタルデータによる解剖実習、野間馬ハイランドの飼育環境衛生管理
の分析に必要な材料（水質、飼料、空気等）の採取・分析、野間馬ハイランドで行
われる健康診断の見学といった内容です。
・特別委員会において16回にわたる議論を重ね、96億円の債務負担行為限度額につ
いて議決をいただいたものです。
・坪単価150万円は、作為的な数字だと認識しており、実際には、建屋工事の坪単価
が約80万円、高度な研究設備によってトータル坪単価が約126万円です。

4 乃万

・大学獣医学部について
国会で今治市の負担が36億円プラス50億円、
愛媛県25億円という数字が出ていたが、どう
認識しているのか。積立金が40億円と聞いて
いるが、説明では今治市の負担が50億円に
なっている。96億円は土地代別だが、どこか
ら出るのか。

【企画財政部　企画課　回答（H30.２.１現在）】
・知事のご発言「可能性として色々な数字が出てくるが、全くコミットした数字で
もなく、議論も全くやっていない。」のとおり、市50億、県25億円の議論は全く
行っていません。
・96億円の内64億円を上限として、合併振興基金40億円を始めとした基金を財源に
考えています。

3 乃万

・大学獣医学部について
野間馬が加計学園の臨床実習の場所として使
われるということだが、議会で審議されたの
か。また、96億円ものお金、坪150万円という
金額も審議していないのではないか。審議し
ないままお金を渡すのは、どういうことなの
か。



番号 会場 質問・要望等の内容 回答

【当日会場での回答】
　愛媛県の補助金は県議会が議決するもので、今治市の負担は、債務負担行為限度
額96億円のうちの、64億円を限度額としています。

【企画財政部　企画課　回答（H30.２.１現在）】
　実際に補助金を支出するに当たっては、改めて歳出予算の議決をいただく必要が
あるため、今後、歳入歳出予算案を上程し、ご審議いただきたいと考えています。

6 乃万
・大学獣医学部について
以前、４学部で総勢2,000名と聞いていたが、
どうなのか。

【企画財政部　企画課　回答（H30.２.１現在）】
　以前、２学部４学科の構想もありましたが、52年ぶりの獣医学部新設であり、国
際レベルの非常に高い水準の教育環境が求められているため、１学部２学科にした
ものです。将来構想として新設学部を含めた2,000人規模の大学の実現に向けて、今
後も検討すると聞いています。

7 乃万

・大学獣医学部について
施設整備費の根拠が示されていないが、設計
図や見積り金額の文書を見た議員はいるの
か。市議会できちんとチェックし、市民へも
公開するよう要求してほしい。

【当日会場での回答】
　詳細な図面は明らかにされていません。設置主体の加計学園が入札をしています
が、適正かどうかを担当課が精査しています。情報開示できるものは全てさせた上
で、執行予算の審議をしたいと思います。

8 乃万
・大学獣医学部について
説明会の要望をしているが開いてくれない。
８月末までにはしてもらえるのか。

【企画財政部　企画課　回答（H30.２.１現在）】
　本年１月12日に第三者機関のご意見を取りまとめていただき、それを踏まえ、１
月21日に市民の皆様へ説明させていただきました。

9 宮窪
商標と言っていいのかわからないが、「しま
なみ」という言葉自体、使ってよいのか。

【議会回答】
　市の行政のことではないので、弁理士等の専門家にご相談ください。

5 乃万

・大学獣医学部について
96億円の補助金交付決定通知書を出している
が、県が補助金を出さなかったらどうするの
か。



番号 会場 質問・要望等の内容 回答

10 宮窪
空き家対策について、緊急に除却するような
対策と同時に、使える空き家を活用するよう
な話は進んでいないのか。

【企画財政部　地域振興課　回答】
　使用可能な空き家に関して、大三島を中心とした島しょ部では、地域活性化推進
協議会とNPO法人が連携し、島外からの移住希望者に対して、空き家の調査・紹介を
行っている。また、相談業務についても随時行っている。

11 宮窪
運転免許証を返納したら何かメリットがある
のか。市に言うてもいかんが、バス会社と話
し合いもせんといかん。

【市民環境部　市民生活課　回答】
　増加する高齢者による交通事故を未然に防ぐには、運転に自信がなくなった高齢
運転者が、自主的に運転免許証を返納しやすい環境を整備することが必要です。
　愛媛県内では、愛媛県警による「運転免許自主返納支援制度」が構築され、各事
業者の協力による各種商品代・飲食料金・路線バス運賃の割引き、預金利息の割増
しなど、様々な支援サービスが提供されています。
　平成29年11月30日現在、今治市内の協力事業者は13団体で、このうち、交通関係
のサービスは、瀬戸内運輸㈱による陸地部路線バス運賃の５割引き（高速・特急バ
スを除く。）と、伯方町の介護タクシー「わら」の運賃１割引きとなっています。
　自主返納制度を普及させるためには、特に、車に替わる通院・買い物等日常生活
の移動手段の確保が不可欠です。本市としても、所轄警察署との連携を図りなが
ら、交通事業者等に働きかけを行い、一層の支援サービスの拡充に取り組んでまい
りたいと考えております。

12 宮窪
・大学獣医学部について
加計学園のことだが、どうなっているのか。

【企画財政部　企画課　回答（H30.２.１現在）】
　平成29年内閣府・文部科学省共同告示において、獣医学部の新設は、平成30年度
に開設し、且つ、１校に限り認められたもので、この告示の基、事業主体の公募が
行われ、学校法人加計学園１件のみの応募がありました。その後、今治市分科会に
おいて、学校法人加計学園を区域計画（案）に位置付けることが決定され、広島
県・今治市国家戦略特別区域会議において、加計学園を事業主体とする区域計画を
作成し、国家戦略特別区域諮問会議において、内閣総理大臣により認定されました
ので、開設に向け取り組んでいるものです。



番号 会場 質問・要望等の内容 回答

13 常盤

ゴールデンウィーク中のサンライズのレンタ
サイクル貸し出し時間の臨機応変な対応（例
えば6時くらいからの貸し出し）をやってもら
いたい。

【産業部　観光課　回答】
　ゴールデンウィークやお盆休み、秋の行楽シーズンなどの連休には、多くの方に
レンタサイクルをお楽しみいただいております。現在、レンタサイクルの貸出し開
始は午前8時とさせていただいておりますが、今後、特に多くの方の利用が見込まれ
るゴールデンウィーク期間中などは、受付、貸出し開始を１時間早めるなど、状況
に応じて臨機応変に対応させていただきます。

14 常盤
年々温度が上がっているが、なぜ小中学校に
クーラをつけないのか。

【教育委員会事務局　総務課　回答】
　今治市としては、教育環境の整備については、限られた予算の中で、総合的に判
断しております。まず、何よりも子供たちの安心・安全の確保を第一に考えている
ところでございます。児童生徒の安心・安全に最も関わる学校施設の老朽化対策な
どを優先し、実施してまいりたいと考えております。もちろん、学校においては、
日ごろより温度、湿度の状況を確認しながら、適切な水分補給、栄養バランスのよ
い食事、しっかり睡眠をとることなどを指導し、子供たちの体調管理には十分配慮
して取り組んでおりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。

15 常盤

榎橋の架け替え工事の工事期間が3年3ヶ月で
夏場は工事ができないとのことだが、どこの
橋でもこうなっているのか、榎橋だけなのか
をお聞きしたい。

【都市建設部　道路課　回答】
　近年、日本各地で集中豪雨等による河川の氾濫や決壊などにより水害が発生して
いることは記憶に新しいことと思います。今治市においても、先の台風18号により
蒼社川が氾濫危険水位を越え、多くの市民の皆様が不安を感じたことと思います。
一般的に、出水期には水害に備え、河川の流水を阻害するような工事に制約があり
ます。
そのため、橋の下部工事は、梅雨や台風シーズンの雨が多い期間は河川内の工事が
できないことになっています。地域及び河川管理者によっては、その期間が6月～10
月となっている河川もありますが、蒼社川においては5月～10月の6ヶ月となってい
ます。
　ただし、橋の上部工事など河川の高水位以上にあり、流水を阻害しない橋の工事
は、実施する場合があります。榎橋についても橋梁上部工事は夏場の出水期にも行
う予定としています。



番号 会場 質問・要望等の内容 回答

【当日会場での回答】
　96億円はまだ支出していません。96億円を限度額とする債務負担行為を議会で可
決しており、その内の64億円が今治市の負担の最高限度額です。実際の執行に当
たっては、理事者から予算の提案があり、議会で審議します。歴代５人の市長がま
ちの活性化のために大学誘致を進めてきており、県内の公務員獣医師等の不足や志
願倍率が高いことから、獣医学部の誘致になりました。全国的に施設整備費の半額
程度の助成は珍しくなく、今治市の意欲の現れとして、96億円の債務負担行為を認
めました。

【企画財政部　企画課　回答（H30.２.１現在）】
　直近の事例として、国家戦略特区の制度を活用して38年振りの医学部新設として
昨年４月に開学した成田市の場合、事業費の２分の１を支援しています。地理的に
不利な四国において誘致を実現させるためにも、成田市と遜色なく、都市部で誘致
する自治体に劣らない支援が必要であると考え、事業費の２分の１以内の96億円を
限度額とする債務負担行為を議決いただいたものです。

17 常盤
・大学獣医学部について
獣医学部の認可が下りていないのに、なぜ工
事をするのか。

【企画財政部　企画課　回答（H30.２.１現在）】
　平成29年内閣府・文部科学省共同告示に基づき「獣医学部の設置の認可を受けた
上で、今治市において、平成30年４月に獣医学部を新設する」旨の区域計画が認定
されました。認可を受ける上で、平成30年４月の開設が条件であり、校舎等の審査
が行われるため、早急に建設を開始したものです。

18 常盤
・大学獣医学部について
文科省の認可が下りなかった場合はどうなる
のか。

【企画財政部　企画課　回答（H30.２.１現在）】
　昨年11月14日に文部科学大臣により正式に認可をいただき、平成30年４月の開学
が決定されました。

16 常盤
・大学獣医学部について
獣医学部を作るために、192億円の半額96億円
をなぜ提供するのか。



番号 会場 質問・要望等の内容 回答

19 常盤

・大学獣医学部について
建築費が192億円であり、そのうち96億円を今
治が最大出すとのことだが、その建築費の単
価の見積りを市議会では全くチェックしてこ
なかったと思うが。３月３日の債務負担行為
の議決の時点で、どのくらい詳細の見積りを
見ていたか。

【当日会場での回答】
　文科省に提出している概略設計の金額に基づいて審議をし、最高限度額96億円の
債務負担行為を可決しました。詳細設計を全部精査してということではないし、こ
の段階ではその必要はありません。最終的には、予算として責任を持って委員会の
中で審議を行います。現在、加計学園、文科省からも詳細設計について発表はな
く、セキュリティ等の問題があり全てを公開することはできないと説明を受けてい
ます。

【当日会場での回答】
　外構やグラウンド等の付帯設備も含めた金額を建物の坪で割ったのが150万円で、
正確性を欠いていると理解しています。実際の単価は、他の大学や医学部などの類
似施設と比較して、決して高くはないと認識しており、委員会での予算審議の中で
しっかりと精査したいと思います。

【企画財政部　企画課　回答（H30.２.１現在）】
　図面と工事費内訳書の整合性、単価や数量の妥当性などを精査するとともに、第
三者機関から改めて単価や数量の妥当性について審査をいただいた結果、問題はご
ざいませんでした。なお、建屋工事の坪単価は約80万円、高度な研究設備によって
トータル坪単価が約126万円であり、他の大学や病院等の建築単価と比較しても、高
額ではございません。

20 常盤

・大学獣医学部について
計算すると建物は坪あたり150万円くらいする
との概算が出ており、その理由を市に問い合
わせると、今精査していると言われるが。



番号 会場 質問・要望等の内容 回答

21 別宮

愛顔の子育て応援事業の周知・申請につい
て、この事業の該当者には、出産時等に申請
用紙を配ったり、市から直接通知をしたりす
るのか。民生委員として、知らない人には知
らせたいので。

【健康福祉部　子育て支援課　回答】
　本事業の周知については、次の方法により行っています。
・広報いまばり８月１日号への掲載
・市のホームページへの掲載
・出生届を提出いただいた際に、本事業を紹介する。
・登録店舗においては、本事業のポスターを掲示している。
・市民課窓口で出生届を提出した際に、事業説明を行い窓口案内の用紙を渡してい
る。
・市内８カ所ある親子が集う地域子育て支援拠点事業所（ばりっこ広場等）で、２
人目出産予定の人に事業説明を行っている。
・主任児童委員が行っている「こんにちは赤ちゃん訪問」事業で生後４か月の乳幼
児がいる家庭において事業説明を行っている。
・愛媛県がTV放送を通して事業周知を行っている。
・市開設のフェイスブックで事業周知を行っている。

22 別宮

・大学獣医学部について
市の補助に対するお礼の言葉もないというこ
とを、議会から加計学園に言っているか。議
案に対し、心配や不安もある中、議員も賛成
したとの説明があったが、それはどういうこ
とか。96億円を出してもいいと判断した根拠
は。

【議会回答】
　９月６日の特別委員会において、加計学園から学長等３名が参考人として出席し
た際、お礼の言葉がありました。議案に対しては、大学が来た場合に生徒が来てく
れるか等の心配がありましたが、市当局からの説明を受け、各議員の判断により債
務負担行為限度額を全会一致で可決しました。



番号 会場 アンケートの内容 回答

1 乃万 説明会を早くしてほしい。（獣医学部）

2 乃万
獣医学部のことをやってほしい。テレビでさ
わがれているので。

3 別宮
獣医学問題は釈然としなかった。もっと詳し
く広い情報公開をしてほしい。

4 宮窪
国体開催に向けて市道関係の管理工事等はあ
りますか？

【都市建設部　道路課　回答】
　国体開催に向けて、競技会場周りや主要な市道については、あらかじめ点検を行
い、部分的な舗装修繕工事や草刈作業及び道路清掃作業を行っています。
　なお、宮窪地区につきましては、アーチェリー会場へのアクセス道路となってい
る ”市道長川線” において、国道317号から会場までの間で、段差解消のための舗
装修繕工事を2箇所、および草刈作業を行っております。

5 宮窪 しまなみの商標権はどこまでか？
【議会回答】
　市の行政のことではないので、弁理士等の専門家にご相談ください。

議会報告会アンケートへの回答

【企画財政部　企画課　回答（H30.２.１現在）】
　本市において建築費を精査した結果、問題は無く、手続きにおいても適正な行為
だと認識しているところですが、公平公正な立場で第三者機関から改めて、建築、
研究施設、法律、会計関係の各分野において専門的見地からご意見をいただいた結
果、問題は無く、それを踏まえ、１月21日に市民の皆様へ説明させていただきまし
た。



番号 会場 アンケートの内容 回答

6 宮窪

テレビの地デジの電波が来ていない。見よう
と思うと高額なケーブルテレビ代が必要。も
う改善がないなら助成金なり出してほしい。
FMラジオバリバリ、ラジオ電波が届いてない
ので何の意味もない。

【総務部　情報政策課　回答】
　テレビの地デジの電波が来ていない（映らない）ということですが、ご指摘のと
おりテレビ放送は、電波を利用しているため、様々な条件で受信できない場合が発
生します。
　解決する手段として、地域で組合を設立し共聴アンテナを設置し、各家庭まで通
信ケーブルの敷設などを行う場合もございますが、設備の設置及び維持管理には高
額な費用がかかり組合の負担となります。これらが煩雑であるため、宅内までテレ
ビの再放送を届けることを事業として行うＣＡＴＶ事業者（国内加入者数約2649万
世帯）がございます。
　また、商業放送（通称民放）においては、通常一般的に広告収入により運営され
ている営利企業であることから、全ての地域で受診できる義務は課されておらず、
放送局の判断で送信局（アンテナ）を設置しており、結果として受信困難な地域が
発生しています。
　市としましては、今後も市全域においてあまねくテレビ放送が受信できる環境の
構築を各団体へ要望していきます。なお、今治市内の難視聴地区世帯は数千件が見
込まれ、現状において全ての方への助成は困難と考えています。

7 宮窪

今治駅の構外のトイレがひどい。市の本当の
玄関が恥ずかしい。不審者がひそんでいて、
悲鳴をあげても誰にも届かない。くさくて、
きたなくて、うすぐらい。体に不具合のある
人、赤子のおむつ、すべてに対応していな
い。都会の人ほど車に乗らず電車で来る。

【議会回答】
　国体開催時は、全国から大勢の方々が本市を訪れることから、本市の玄関口であ
る今治駅のトイレを含む周辺美化に努めていただくようお願いしました。



番号 会場 アンケートの内容 回答

8 宮窪

サイクリング客が車道を走るので毎日危険を
感じている。歩道を走れる特例があまりにも
周知されていない。また、通れる歩道と、そ
うでないものの区別がつかない。標示が車用
の高さにあるため見えないし、「念のために
確実な方をとる」で、結果危険が増してい
る。青いラインを道路に引いてからより悪く
なった。可の道路上に100メートおきに路上に
表示をプリントしてほしい。

【都市建設部　道路課　回答】
　道路交通法では、自転車は車両と位置づけられ、基本的に車道を通行することが
原則となっています。歩道を通行できるケースとしては、運転者が幼児や高齢者等
の場合あるいは安全のためやむ得ない場合に限って可能とされています。
一方で、我が国の交通政策は、長らく自動車に対して、歩行者・自転車を分離する
ことを目指した整備をしてきました。そして、警察（公安委員会）により自転車通
行可の規制をしてきたものです。
しかし、近年、歩道での自転車と歩行者の事故の増加を受け、自転車は車両という
原則に基づく交通政策に変換してきたものです。このため、ブルーラインも車道に
プリントしているものですのでご理解をお願いします。
なお、自転車が通行してもよい自歩道については、道路標識や路面標示以外にもサ
イクリングマップなどでも周知しております。

9 宮窪
島嶼部と旧市内で図書館を使える差が、同じ
市民間でひどい。子どもを育てようと思うと
住めない。

【教育委員会事務局　社会教育課　回答】
　市内には、中央、波方、大西及び大三島の４つの図書館がありますが、これ以外
に、各公民館にあります図書室をご利用いただくことが可能です。また、移動図書
館「ぶっくる」をご利用いただくことも可能です。なお、小学生、中学生の方につ
きましては、通学されている学校の図書室もあわせて、ご利用ください。

10 別宮

別の件ですが、東京都知事が防犯灯をLED化す
るとニュースでいっていたが、今治市では未
だLEDになってない防犯灯が多くあると思いま
す。電気代がすくなくなって自治会としても
費用減になると市の予算も減になると思いま
すがどうでしょう。

【市民環境部　市民生活課　回答】
　今治市では、自治会が管理する防犯灯の新設及び故障・老朽化に伴う交換に対し
て補助制度を設けています。平成27年度からは、いずれもＬＥＤ灯のみを補助対象
としており、平成28年度に設置したＬＥＤ灯は164灯となっております。
平成29年３月末現在の防犯灯 13,115灯のうち、ＬＥＤ灯は1,403灯（約10.7%）と
なっており、緩やかながら蛍光灯からＬＥＤ灯への置き換えが進んでいます。
今後も、市内の各自治会の皆様の協力をいただきながら、ＬＥＤ灯の普及促進に取
り組んでまいりたいと考えております。



番号 会場 アンケートの内容 回答

11 別宮
子育て世代包括支援センターは、耳新しい言
葉で詳しく知りたい。

【健康福祉部　健康推進課　回答】
　子育て世代包括支援センターは、平成29年４月、今治市中央保健センター内に、
妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うために開設された窓口です。
　妊娠、出産、育児の相談に対し、専門の保健師等が必要な情報提供や助言を行
い、悩みごとの解決に向けてサポートいたします。支援プランを作成して、ご利用
いただける市のサービス等をご紹介したり、連携窓口として他機関の必要な支援に
つなげ、妊産婦・乳幼児等が切れ目なく必要な支援を受けられるようお手伝いさせ
ていただきます。
　詳しくは、今治市のホームページの中で、健康推進課のページをご覧いただく
か、お電話により（電話0898－36－1533）お問い合わせください。

12 別宮
野良猫対策をもう少し考えてほしい。迷惑し
ています。

【市民環境部　生活環境課　回答】
　野良猫の対策については「地域の環境問題」の一つとして捉え、旧今治市域は本
庁生活環境課、支所管内は各支所住民サービス課が対応しております。
　担当課においては、野良猫の敷地内への侵入に対する自衛策の紹介や適正飼養の
普及啓発などに取り組んでいるところです。また、餌やりについては保健所、本庁
及び支所にご相談いただければ職員が伺い、飼い猫として屋内で飼ってもらうよう
お話しをして、できないのであれば「近隣とのトラブルになる可能性がある」旨を
伝え、むやみに餌を与えないようお願いをしております。餌を与えてはいけないと
いう法令等が無いため、あくまでもお願いというかたちになります。
　猫を駆除目的で捕獲することは「動物の愛護及び管理に関する法律」に抵触する
可能性があること、また、誤って飼い猫を捕獲した場合には、財産権を侵害する恐
れがあることから捕獲は行っておりません。
　行政の立場として、動物愛護と生活環境の保全という両側面の問題を抱え、難し
い判断を必要とする局面もありますが、引き続き市民の皆様からご相談があれば真
摯に対応してまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。


