
黒部市議会 総務文教委員会行政視察 報告書 

 

期日：令和元年５月１５日（水）〜１７日（金） 

視察先：１．愛媛県松山市（愛媛マラソンの取り組みについて） 

    ２．愛媛県西予市（災害・防災への対応・取り組みについて） 

視察場所：１．南海放送（愛媛マラソン実行委員会） 

     ２．西予市役所 

目的：１．「黒部名水マラソン」が本年５月２６日で３６回目を迎える。今回の視察先である

愛媛マラソンは本年２月１０日で５７回を終えたことから、長期継続の秘訣やラン

ネット大会ランキングで毎年上位の愛媛マラソンの運営方法等を学ぶ。 

   ２．防災とジオパークのつながりの現状と今後の取り組みについて学ぶ。 

参加者：成川正幸、柳田守、新村文幸、辻靖雄、山田𠀋二、谷村一成 

報告者：成川正幸 

内容 

１． 愛媛県松山市（愛媛マラソンの取り組みについて） 

概要について説明を受けた後、質疑応答 

概要：・松山市人口：512,311人（250,091世帯）5/1現在 

   ・大会名：第 57回愛媛マラソン 

   ・主催：愛媛陸上競技協会、南海放送、愛媛新聞社、松山市 

   ・開催日：2019年 2月 10日（日） 

   ・スタート：午前 10時 

   ・種目：マラソン（42.195km） 

   ・参加定員：10,000人（エントリー数 11,570人で当日参加者数 10,318人） 

   ・参加料：9,180円（8,500円+消費税） 

   ・参加賞：オリジナルキャップ、道後温泉入浴券、記念フェイスタオル 

   ・完走賞：バスタオル（今治タオル）、完走記念賞 

   ・ゲストランナー：高橋尚子、川内美加、川内鮮輝、マーラ ヤマウチ、 

和牛 

   ・スペシャルサポーター：土佐礼子 

       主な質疑応答 

① 予算額と経済効果について 

予算額：約 1億 5千万円（松山市 1,000万円、愛媛県 300万円、1億 2千万

円 参加費 1億 600万円、企業協賛金 2,500万円、主催者分担金、プログラム

売り上げ 400万円、広告費など）200万円繰越金、悪くて赤字。 

経済効果：5億 9千 2百万円、3.87倍（地域経済研究センター）毎年経済効果



は上がっている。 

② 愛媛マラソンの特徴は 

サブタイトルは「ゆったりオレンジロード」。１万人の参加者の内、県内ランナ

ーが 6,532人と多いのが特徴。スタートを放送時間に合わせて 10時に設定。テ

レビ視聴率が一部 20〜30%、二部 15%と高い。 

知事と市長がフルマラソン参加し完走しているため、県民に広く認知。 

高校生のボランティアも特徴である。オープニングセレモニーは 1万人のラン

ナー全員参加。冬なので名産の芋炊き（芋煮）提供。道後温泉の足湯も設置。

セレモニーで坊ちゃん列車が汽笛を鳴らす。 

③ 選手参加受付について、抽選としている理由は。定員になる期間とランナーの

参加状況は。 

2010年から市民マラソンで当初は先着順だった。その時は、ランネット 4時間

で完売し、51 回大会は 1 時間 37 分で完売した。PC に弱い方はエントリー出

来ないことやサーバーの問題で電話がつながらないとクレームの電話がなりっ

ぱなしとなり、抽選にした。 

57回大会は 2日目昼で定員 1万人を超えた。 

④ リストバンド導入の理由について 

東京マラソンについで、ローカールでは初めての導入。前回の 56回大会で救

急車で運ばれた方が代走ランナーだったことと、受付後、ナンバーカード売り

ますという書き込みをトイレで発見し、不正を防ぐ目的でリストバンドを導入

した。結果、参加エントリーが減った。申し込んで駄目なら他人に渡すと思っ

てた人がいなくなったのではと推測している。 

⑤ トイレの設置状況と駐車場数について 

コース 19か所に 190個、メイン会場 150個。 

トイレの待ち時間も待たされた、待たなかったの両方の意見があった。 

駐車場 800 台分。あるに越したことはないが、公共交通で来られる方が多く、

今でも必要なのかは分からない。 

⑥ 「アスリート枠」設定理由は 

第 51回大会から警察からも強い要望でタイムリミットを男子 3.5h女子 4h 

始めたころはレベルが低く危なかった。人数を増やすには 4.5hまで走ってもら

う人を増やすこと。増やす対策として「アスリート枠」を設定した。 

現在では 2,500人となっている。 

⑦ 黒部ではボランティアの高齢化が問題になっているが、愛媛はどうか 

ボランティア 3,500 人（学校教員が部活に呼びかけ 2,200 人、一般ボランティ

ア 800人、その他） 

一般は高齢化の心配である。短くて楽なところを希望してくる傾向にある。 



最初は公民館にお願いしたが根づかなかった。 

若い人は 1割 2割で 700人ぐらいは 70代以上。 

ボランティア人員確保対策は企業、専門学校連合会などの組織から出してもら

うことだと考えている。 

⑧ 完走者以外に渡すものは？ 

手袋、Tシャツ、帽子を参加賞としてローテーションで渡している。 

⑨ 体制は 

事務局体制・・・専業は２人、南海放送は７〜８人、松山市は、運営で２０名

（公民館管理、ボランティア受付） 

医師、看護師数・・・医師は５００人に２人必要。 

理学療法士・・・各救護所に配置。（以前、愛媛大学医学部が手伝ってくれた関

係で多い。） 

⑩ コース設定について 

交通規制など、警察と話し合いの結果、住民に迷惑にならないコースにと１０

年前に今のコースになった。 

⑪ マラソンと健康の関連は。 

今年度、検証する予定 

⑫ マラソン以外での高橋尚子さんの活動は 

参加者対象に事前マラソン教室を開催している。 

写真 

 

 

 

 

 

 

 

２．愛媛県西予市（災害・防災への対応・取り組みについて） 

概要について説明を受けた後、質疑応答 

概要 

 ・平成 16年 4月 1日合併により新市誕生（5町） 

 ・人口 39,057人（H29年 10月末日） 

 ・高齢化率 39.42％ 

 ・面積 514.79㎢（海抜 0m〜1,400m） 

 ・自主防災組織 68組織 

 ・防災士約 208名 



 ・消防団員数 1,721名（定数 1,752名で定数割れ） 

  

① 平成３０年７月の記録的豪雨による災害への対応における避難所開設の状況。

また、開設した後の状況及び課題について 

市民から提供があった災害時の映像を視聴後、概要説明 

災害状況 

・平成 30 年 7 月 5 日から 8 日まで雨が降り続く。気象庁データ時間雨量 47.5

㎜ 最大 89㎜。 

・人的被害 5名死亡、関連死 1名、計 6名 

・1,125世帯、2,207人孤立 

・避難指示・・・〜7/9解除 最大 6,437世帯、13,813人 

        避難者数 ピーク時 954人 

・道路通行止め 31か所、船での物資輸送。 

・被害総額約 99億円（2019年 2月末）  

・支援物資・・・仕分け作業の人出がいないため、個人の支援物資は受け付け

ないことにした。 

       ・仮設住宅・・・3か所 104戸（現在、徐々に帰宅している） 

       ・復興予算・・・19,154,718千円 

       ・復興の基本理念 寄り添い支えあう、一人の 100歩より 100人の一歩、何が

できるか考える 

       野村地区の避難所の状況、避難所設置・運営について説明を受けた。 

 

     ②四国西予ジオパークにおける「防災教育チャレンジプラン」における内容、成果、

課題について 

       「ジオと向き合った防災教育」の題名で説明を受けた。 

       平成 29年 4月 1日には小学校が 27校から 12校に減尐。 

       平成 25年 9月 四国西予ジオパーク認定された。 

       故郷のことを知り、危険性を一緒に学ぶ取り組みをしていこう！ということで

ジオパークと防災の取り組みを合わせた「防災チャレンジプラン」を実施するこ

とになった。 

内容として 

① ジオパークとは 

② 防災マップを持って歩き 

③ 子どもたちは扇状地にブドウ畑が多いことを発見 

④ 土石流のしくみを学ぶ 

⑤ 保護者の多くが消防団員 



⑥ 防災マップを作製 

⑦ 地域の結びつきでイベント 

地名から災害のヒントがある 

災害があ個った時に支援が必要な方がいることを学ぶ 

昨年の災害は子供たちの作った防災マップで危険と示した場所が被害にあっ

た。学んだことを発表する時間を作る 

平成 29年度から東日本大震災の被災地を訪問し、子ども同士で交流 

 

主な質疑応答 

① 昨年の災害以前には大きな災害はあったのか 

 昭和 18年に水害があったが、そこまでさかのぼらないと記録がない。 

② 県水防計画が発表され肱川上流 最大 107ha水深 14.1mとなっているが。 

 811㎜を想定。ダムが耐え切れず放流したからというのではなく、大雨だと

ありうる。盆地の出口は狭まっているので水位が上がる。 

③ 四国は雨が降らなくてため池が多いというイメージだが 

 今までここまでの雨量はなかった。 

④ 助ける側の基準がなかった。今月末に研修。 

 教訓を残す。 

⑤ 防災意識について 

 自主的に防災訓練をしようという動きになってきている。 

高校生〜３０代の方の訓練参加率が低い。 

 授業参観日に子どもたちに防災のことを話してもらう。 

 水・電気などのライフラインの寸断が一番きつかった。 

     写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



所感 

 愛媛マラソンの取り組みでは、57 回開催と長く続く秘訣と大会運営で感じていることをお

聞きし、本市の今後の大会に生かす目的で訪問した。 

 町の中を走るためのコース設定、回を重ねるごとに応募者多数になり先着か抽選かの選択、

代替え不正防止のためのリストバンド導入、レベルアップのためのアスリート枠設定、ボラン

ティアの確保など、毎年尐しずつ運営方法を変更し、素晴らしい大会にしている苦労が見えた。

本市の黒部名水マラソンは今年で 36回。まだまだ愛媛マラソンには届きませんが、50回、100

回と続き、愛される大会になるように議会としてもサポートしていきたい。 

四国西予市では、長年災害がなく防災意識が薄いところに大災害が起きたということで改め

てジオパークの視点を取り入れて全市民で考える機会を作っているところが印象に残った。災

害が起きて、まもなく一年を迎えるということで、まだまだ復旧が終わっていないこともあり、

災害の大きさが感じられた。 

 本市においてもハザードマップ等を作成し備えをしているが、災害が尐ないこともあり、ま

だまだ危機意識に欠けるところもあることから、被災された地域でどういったことが起こった

のか、どういった対応をされたのかなどを参考にしていきたい。そして災害が起きない地域づ

くりと災害が起きた場合でも災害後の対応を備える等、安心して生活ができる地域づくりを進

めていかなければいけないと、今回の視察を終えて感じた。 


