
別紙

運営目標 1 2 3 4

①市民の安全
安心を守る警察
活動の推進

ＤＶや児童虐待などが増え
ているように思うが、近所
づきあいの希薄化が原因の
ように感じる。警察には今
後も事案対応に頑張ってい
ただきたい。

パトカー巡回による抑止力
は効果があると思うので今
後もお願いしたい。

・相談・要望への対応、市
民の視点に立った警察活動
は地域住民との信頼関係の
構築にすごく大切なことだ
と思うので、とても良い目
標であると思います。
・加えて、地域警察は地域
住民とともに、流動化する
地域社会のアメニティづく
りを進めてはどうでしょう
か。

市民生活の目線に立って地
域とのコミニティを大切に
する。事件、事故が起こる
のも地域からで、地域の情
報が早く入るように交番の
窓口を充実してはどうか。

②市民の生活を
脅かす犯罪への

対応

体感治安の向上に向けて監
視カメラの増設、パトカー
の巡回の強化、制服を見せ
る活動（制服様を着たＯ
Ｂ）をお願いしたい。

四国一番の繁華街を抱える
東署ならではの犯罪と、そ
の取締りがある様で、特に
暴力団の根絶に向け、客引
き等の末端から排除し、綺
麗な街になることを望みま
す。

・パトカーのエリアごとの
パトロールは効率の良さも
考えられており、すごく良
い方法だと感心しました。
・事件発生しないのが一番
ですが、発生時の初動捜
査、迅速な対応を期待しま
す。

凶悪犯はある日と突然では
なく、日頃からくすぶって
おり、情報が入ったときか
ら徹底マークして早く食い
止める。

③安全・安心な
交通社会の実

現

「自転車は左側通行」「運
転時はヘルメット着用」の
啓発活動を是非お願いした
い。

交差点の全体的なつくりに
ついて
車線、直進右左折のレーン
が、前方を走る車の下に隠
れて見えない。進入禁止
（一方通行出口）が判りづ
らい。

･交通事故の６割が高齢者と
いうことで、防止活動、注
意喚起を引き続きよろしく
お願いします。
・中学生、大学生の自転車
マナーの向上を図るための
取組みを推進してはどうで
しょうか。（イヤホン走
行、傘差し、二人乗り）

地域の交通状況は地域の人
が良く知っており、事故を
減らすために地域を巻き込
んだ意見を取り入れ、専門
家だけの判断での対策で
は、事故の減少は望めた
い。

④大規模災害･
テロ等の有事に
備える取組みの

推進

テロの温床になりかねない
箇所を巡回エリアに入れて
おくことを検討して欲し
い。

住宅街とビジネス街では訓
練等の周知方法も大変かと
思います。テレビ、新聞も
含めた紙媒体、インター
ネット等による情報発信に
期待します。

･南海トラフなどに備えた警
察官の訓練、対策だけでな
く、地域住民への呼びか
け、注意喚起もしてみては
どうでしょうか。

災害はお互いの助け合い、
第三者は物資、労力の支援
が大切。日頃から向こう隣
りの助け合い（味噌、米、
風呂等の貸し借り）の精神
が大切。テロ等の有事対策
は不審者の生活及び住居の
情報確認の情報収集が大
切。

⑤えひめ国体･
えひめ大会に向
けた総合対策の

推進

国体という国家事業なの
で、テロの標的にされかね
ない。ぜひ万全の警備をお
願いしたい。

国体開催中、どの様な事案
が起こるか想像が出来ませ
ん。スムーズに事が進むこ
とを望みます。

･皇族の方の警備、警護を最
優先で対策を考えてゆく。
・今から交通規制や警備対
策の準備を整えて文書化
し、県民、市民に協力、理
解を求める活動をしてみて
はどうでしょう。

おもてなし国体、交通渋滞
を緩和するために心遣い、
思いやりの精神として、車
に乗らない（国体期間）運
動の展開。これを機会、県
民総ぐるみで足腰を鍛えて
健康国体とする。（日頃マ
イカーを主婦の足として使
用、買い物、遊びマイカー
に乗らないで足腰を鍛える
運動の展開）

⑥地域住民との
連携強化、情報
共有の推進の

在り方

地域住民や地域企業との連
携を強化してみてはどう
か。

先日、住居へ地域の防災士
さんが来られ、各戸の家族
構成等を把握していると伺
いました。このての方々と
の連携も高齢者対策等に繋
がると考えます。

･警察官と地域住民の共同パ
トロール。
・地域における危険箇所の
点検等。
・犯罪情報、地域安全情報
の提供。
・地域住民の行なう防犯活
動へのノウハウの提供等の
助言など。

交番は地域の防犯拠点、
日々のバイクで人のたまり
場に出向き膝を交えた会話
の中から情報が入る。余り
近づくとよろず相談交番と
なってはと遠慮しがち。で
も信頼は出向い皆と防犯意
識を持ち、動機付けが大切
と思われる。

⑦松山東署に望
むこと(又は警

察）

我々が安心して暮らせるの
は警察の皆様の日頃の地道
な努力の賜物です。本当に
ありがとうございます。
東署の早期建替えを強く希
望します。

駐車禁止取締りについて
交通巡視員の人数、規模ま
で分かりませんが、市内の
交通量の多い場所での活躍
を期待します。（郊外の些
細な場所も大事かもしれま
せんが…）

日々の勤務お疲れさまで
す。東署の皆さんのおかげ
で、住みよい街が保たれて
います。引続きよろしくお
願いします。

各地域に事故・防犯相談員
を町内会組織に置き、地域
の事故・防犯対策窓口とし
て、何かが起きたらすぐに
対策（注意喚起）が出来る
ように、飛び出し事故の注
意、対策等がすぐ打てるよ
うに、ご近所の無事故相談
所が出来れば良いと思われ
る。

松山東警察署協議会答申(松山東署運営目標）



別紙

運営目標 5 6 7 8

①市民の安全
安心を守る警察
活動の推進

現在も計画的に取り組まれ
ているパトカーでの定期巡
回を継続実施して欲しい。
（警察の存在を身近に感じ
られ安心）

地域密着型交番のあり方も
考えるべきでは無いでしょ
うか。

防犯カメラの設置が犯罪抑
止対策として、また犯人の
検挙に効果的と考えられま
す。協力してくれる企業や
地域を募る工夫をしてみて
はいかがでしょうか。(協力
企業名の入った防犯カメラ
付き自販機の設置、安全･安
心の街づくり協力店等の表
示）

現在どの様な取組みをして
いるか市民に情報提供する
ことで、市民の間でも安
全・安心に関する意識が高
まると思います。

②市民の生活を
脅かす犯罪への

対応

観光地（特に道後地区）を
女性や年配者1人でも心配
なく歩けるようにして欲し
い。（防犯カメラの設置や
商店街との連携）

冬場に発生する放火犯や、
終日営業のコンビニにおけ
る万引き犯、侵入窃盗、今
頃は巧妙化する特殊詐欺犯
罪等に関する情報公開や周
知徹底方法を解説する教室
等の開設はどうか。

・重要凶悪事件等は早期検
挙が何よりも市民の不安感
の解消に繋がると思いま
す。
・特殊詐欺については高齢
者への声かけと家族に対し
て日頃のコミュニケーショ
ンを呼びかけると同時に若
年者に対して出し子、受け
子等、アルバイト感覚でし
たことが犯罪になると教え
ることも必要と思います。

特殊詐欺については、被害
者となりうる人への注意喚
起が非常に重要で警察でも
様々な取組みをされている
ことと思います。取組みを
続けていくことで、早期検
挙摘発にも繋がっていくと
思いますので継続的な取組
みを期待します。

③安全・安心な
交通社会の実

現

自転車ルールブックの発行
（ベトナム語等を含んだ多
言語版）

特に朝の通学時における制
限道路への侵入について取
締りを強化してはどうか。
また高齢者の事故防止対策
として「高齢者交通教室」
の開設等はどうか。

交通事故防止対策として重
大事故の発生状況の詳細を
広く市民に伝えるような広
報活動をしてみてはいかが
でしょうか。(テレビの
ニュースやローカル情報番
組等でコーナーを設け定期
的にお知らせをする。死亡
事故現場からの解説リポー
ト、他県での事故も本県に
照らし合わせて解説し防止
を呼びかける）

自転車利用者の交通マナー
については、引続き取り締
まりや指導を継続していた
だきたく思います。

④大規模災害･
テロ等の有事に
備える取組みの

推進

警察署自体の建物が災害時
の司令塔となれるよう建て
替えが必要ではないか。

愛媛県や自治体の道路整備
が追いつかないので、道路
混雑の緩和に向けた対策が
希望される。また各地区の
自主防災会・地区社会福祉
協議会・地区消防団・担当
消防署との連絡協調も大切
かと感じます。

･個人、企業、団体等、一般
市民も共に参加してもらい
訓練の重要性を呼びかけ、
訓練実施後、問題点や改善
策を双方で把握する必要が
あると思います。
・重要施設の警戒やソフト
ターゲットの対策とは具体
的にどういうものか周知し
ていただけると安心感があ
ります。

警察として災害時等に備え
てどの様な対策をしている
のか、市民に伝わっていな
い様に思います。情報を発
信することが必要だと思い
ます。

⑤えひめ国体･
えひめ大会に向
けた総合対策の

推進

警備とおもてなしのバラン
スが取れた国体開催に努め
ていただきたい。

同上 ･地元の人に対しては通行止
めや乗り入れ禁止、自粛事
項等、普段とは違う点や期
間を早めに周知することが
必要だと思います。
･県外客に対しては混雑が予
想される場所の表示の見直
しや繁華街でのトラブル防
止等、不慣れな人を想定し
て事前にチェックしておく
必要があると思います。

国体開催期間中について
は、相当な数の人の往来が
予想されるため、市民の皆
さんが安心して生活できる
ような警備体制を整えてい
ただくことを希望します。

⑥地域住民との
連携強化、情報
共有の推進の

在り方

学校や公民館での交通安全
教室や防犯教室の開催。

地区公民館や分館におい
て、交番との意見交換会等
を行なえばどうか。

･地域担当の警察官による巡
回連絡は住民と直接ふれあ
う良い機会であり、犯罪の
予防、災害や事故防止等に
役立っていると思います。
・経験や知識が豊富な交番
相談員の方々は、人の接し
方や話し方など若手の警察
官の良いお手本になってい
ると思います。

最近、小中学校の保護者に
対して不審者情報を発信す
るなど、市民に早急な情報
提供をしていただいている
ように感じます。このよう
な取組みを続けていただき
たいと思います。

⑦松山東署に望
むこと(又は警

察）

県内一の集住地区であり、
観光地なので毎日が大変の
連続だと思いますが、心身
とも健全な職員あってこそ
です。

規制道路への監視・取締り
の強化は出来ないものなの
か。

・知人から聞いた話ですが
「一時停止の交通取締りの
際、駐車場入口付近の同じ
場所でいつも行なっている
ため住民の車の出し入れに
困っている」ということで
す。取り締まりは重要です
が、周辺住民への配慮も考
えて欲しいとのことでし
た。
・一般市民と接する際、無
表情にならないようにして
欲しいです。

警察署からの情報発信によ
り、市民の防犯、防災意識
が向上することが期待され
ます。これからも積極的な
情報発信、情報共有がなさ
れることを希望します。



別紙

運営目標 9 10 11

①市民の安全
安心を守る警察
活動の推進

お年寄りの方に対しての特
殊詐欺を防ぐ、車の運転に
関して見守り、指導をお願
いしたい。

防犯カメラを必要と思われ
る各所に配置していくこと
が犯罪抑止にもなると思わ
れます。予算等問題もある
ようですが、努力をよろし
くお願いします。交番だけ
でなく駐在所などにも相談
員などがいればよいと思い
ます。

②市民の生活を
脅かす犯罪への

対応

特殊詐欺等は手口が巧妙に
なっている。発生、対策の
繰り返しになる。今現在、
実施されている努力が一番
だと思われる。老人会での
紙芝居は良い。

暴力団が減少していること
は大変良い事だと思いま
す。一層の対策をお願いし
ます。

③安全・安心な
交通社会の実

現

車→高齢者の運転シールが
貼っていあれば気を付けて
見守る。
自転車→車道、歩道を走
り、渋滞中では車の間を抜
けるなど「危ない」の一言
である。

道後温泉本館前の市営駐車
場入口付近の駐車禁止標識
の自動二輪車除くを削除し
て欲しい。バイク駐車が本
館前の景観を悪くし観光客
の通行の妨げとなってい
る。

自転車の交通マナーが悪い
のが日頃気になっていま
す。対策をよろしくお願い
します。またヘルメット着
用など義務化して欲しいと
思います。

④大規模災害･
テロ等の有事に
備える取組みの

推進

四国・松山では今まで大災
害が無いので日常的にピン
とこない。警察・消防・自
衛隊の皆様の訓練には頭が
下がる。今年は愛媛で国体
が実施される。不特定の
人々が一定期間来県する。
その時に事件、事故が無い
ように願う。

災害もテロも原発が気にな
ります。現状以上の対策を
お願いします。

⑤えひめ国体･
えひめ大会に向
けた総合対策の

推進

現在、市、県等のスポーツ
推進等がボランティアに参
加するなど、多くのボラン
ティアがいれば国体も成功
すると思う。その影で警察･
消防･自衛隊の組織の努力が
あってのものだと思う。成
功を見守り、手伝いが大切
だと思う。

道後の風俗街の看板やネオ
ンの削減や客引き行為の取
締りを強化して欲しい。国
体関係者の宿泊に影響のな
いよう特別なチェックなど
考慮して欲しい。

県民一大イベント私達も出
来る努力を惜しまずしたい
と思います。期間中、頑
張って欲しいと思います。

⑥地域住民との
連携強化、情報
共有の推進の

在り方

地域の行事（公民館の催
事、広報委員会、その他）
に参加し役員さん等との交
流をはかる。

防災、独居老人問題など地
域団体、住民と情報を共有
しながら対策を立てて欲し
いと思います。

⑦松山東署に望
むこと(又は警

察）

特には無い。築山交差点の
右折車両が気になる。（黄
色線が引いてあるのに二車
線を越えて右折する。）

パトロールカーのパトロー
ル強化、見える交通取締り
は大変な効果があります。
今後も期待しております。


