
◆ 平成２０年度「ガラス張り公開市長室」意見・提案集約 ◆

整理
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1 広報・広聴 広報紙とは別に，毎月の行事予定を一枚紙で作ってもらいたい。
（江口村長のときに，作成していたもの）

企画課長  費用等のこともあるので，検討します。

2 広報・広聴 市長が代わってから，広報紙が変わった。見易くなった。解り易くなった。こういう話を聞いています。私もこのことにつきましては同感でありまして，そう
いったことがあるということをご報告いたします。

その他 （市長）本当にありがとうございます。これからも見やすい紙面を目指して頑張っていこうと思います。
（総務部長）今後も，より読み易い広報紙，それから市政が分かりやすい広報紙こういったものに努めていきたいと思います。

3 広報・広聴   広報紙、広報紙と簡単に言っているが、広報紙の中身を見るような人が実際何パーセントいるのか。広報紙を通じてと話す前に広報紙を見てもらうＰＲをし
て欲しい。

市長   議会質問の答弁で職員がホームページに掲載してあるとか広報紙にも載せてあるという返答をしているがこれは間違いです。パソコンが家にある人ばかりで
はないし、広報紙も全員が読んでるわけではありません。ですから、広報紙を見てもらうために、１つは知恵を絞って面白い読みたくなり、知りたい内容がコ
ンパクトに掲載されている広報紙作りをしてまいります。それからもう１つは皆様がたにお願いなんですけれども広報紙を見てください。それから町内会長さ
んは町内の方に是非広報紙を読むよう伝えて欲しいと思います。

4 情報化  これは直接市の方には関係ないんですが、携帯電話がどこの地区でも出るよう、後押しをお願いしたいです。杉から上、木戸、塩田。全然でないんです。 政策監 どこに要望出せばいいのかわかりませんが、要望します。

5 情報化  市の企画課へケーブルテレビのことでお願いに行ったんですが、私共の方（大古屋）は、家の戸数が少ないからできないと一言言われたんです。将来的に今
いう家数の少ないところに対してケーブルテレビの普及を援助してもらえるんかどうか、また，同じ地域で賀陽町分というんか、同じ地域なんですが、そこま
では加入しとんです。それを利用して，じかに引くことはできないか。

企画課長  今現在，総社市では、一定の基準により，幹線については，ケーブルテレビ会社への補助により整備をしているのが実情です。できるだけ、補助で対応でき
る部分を済ませて、その後、どういう方法で整備したらいいかということも検討してまいりたいというふうに考えています。
 アナログ放送が終了しても、５年間ぐらいは衛星放送によって、受信できるのではないかというようなことも聞いています。今のご意見をいただきました、
吉備中央町からのケーブルの件につきましても、吉備中央町等とも、その辺も含めて、今後検討させてください。

6 情報化  インターネットについて、ケーブルテレビが来ていないので、インターネットの整備をして欲しい。 企画課長 現在、ケーブルテレビを使った情報格差の是正に努めています。整備方針といたしましても、今後，整備条件の緩和も考えながら、整備していこうと考えてい
ます。誘致した企業や、地域住民の皆様のためにもできるだけ早く整備を進めていこうと考えています。

7 職員  臨時職員は部長マニフェストの職員定数に入っているのか。 市長  含まれていない。５６３人の達成を目指すのは，低利な借り入れへの借入金の借り替えのためにやっています。

8 職員  総務部の部長マニフェスト（Ｈ20主要事業）に人材育成ということで，人事制度を導入するとなっているが，今までなかったことに、私はびっくりしたんで
すけれども，どのようにして給料を，年功序列でやっとったんかなというようなわけですが，いずれにしましても，新しい人を入れていただくのに，期待して
いるわけです。

市長  人事考課制度については，職員のレベルアップということを目標にやっていこうと思います。職員が政策立案能力をもって総社市流の条例をつくって，総社
市にしかないものを運営しなければならない時代がくると思うんです。そういうときに即応できるような職員を育てなければならない。また，職員が年功序列
で，昇給するのではなく，どうやったら昇給していくか，どうやったら昇格していくのかといったルールを市の職員の代表と民間企業の人事の方などで作って
います。

9 職員  市長さんがかねてから職員の底上げというかレベルアップの意味で、人事制度を検討しとるということを広報紙で見ましたが、大体概要的にはどのような内
容だったのか、差し支えない範囲でお尋ねしたいと思います。

市長  今までのように年功序列とか、月日がたてばだんだん給料も上がっていくとか、同じように仕事を頑張っている人が、同じ給与形態でずっといくのは伸びてい
かないんじゃないんだろうかと思ったので、民間の知恵をお借りして，頑張った人が報われる、頑張らない人はだめだという、いわゆるインセンティブという
か、因果応報、信賞必罰、頑張ったものが報われる制度をつくりました。自分達が政策を作って、自分達でやっていこうとする職員あるいは本当に市民に心か
ら感謝をして頭を下げられる職員をどうやって作るかという人事考課制度でありますから、ちょっとづつマイナーチェンジを繰り返しながら、総社市流の人事
考課制度を作ってまいります。

10 職員   昨年の１２月に市役所から父宛に手紙が届きました。５年前に父は他界していますので、そのことを注意しましたが、今年１月再び父宛に市役所から手紙が
届き、再び電話をしたところ「名簿は直したんですけど」との電話での対応でした。生き死にや転入、転出といったものを完璧にするのが市役所の仕事である
のに２回も同じことでクレームを起こしていることに怒っている。ホウレンソウをきちんとすればこんなことは起こらない。少しでも疑問が起これば、原因を
きちんと探して対応する。これを徹底して欲しい。

市長  本当に申し訳ありませんでした。５年前に他界したお父様の御名前で出しておったということをお詫び申し上げます。窓口対応、電話対応、直接市民と接する
ときのイメージが市役所、さらには市全体のイメージになりますので、絶対に徹底させたいと思います。宿直にも電話での対応を徹底させていきます。これか
ら改めてまいります。すみません。

11 防災・水防  自主防災組織設立や防災訓練を考えているので，そのノウハウについて教えてほしい。 総務課長  総社市は平成２０年４月現在で，自主防災組織の組織率は１３．４％です。これを引き上げたいと考えています。この組織を基に被災後３日間を皆さんで助
けあってほしいので，組織の立ち上げについては，総務課に相談してください。
 防災訓練は，消火訓練が一般的と思います。来年度には，できれば常盤公園で防災訓練を検討したいと考えています。

12 防災・水防   福谷の避難場所は秦の小学校だが，避難せんといけんような地震があった場合は，秦トンネルから上の道路は通れなくなり，避難場所まで行けない。地域の
道路状況をよくみて避難場所を設置して欲しい。

総務課長  避難所というのは一応公共施設ということを想定して設置させていただいてます。残念ながら福谷地区，それから高梁川を挟んだ日羽のところに公共施設が
ありません。
避難場所という形での公共施設というのはちょっと難しいなというふうに思っています。

13 防災・水防   福谷は，避難せんといけんような災害があったら，山古志村のような状態になると思うので，非常災害用の緊急無線を設置してもらいたい。 総務課長  秦の地区につきましては１００％の自主防災組織ということを立ち上げていただいています。基本的にそういう組織を使って，緊急情報は流していきたいと
うふうに考えています。かつて防災無線を設置するということで，緊急の無線を各町内会等に貸与するというようなことを考えたことが実際ありました。しか
しこれ非常にびっくりするようなお金が，数億というような単位の部分がありまして，ちょっと総社市では諦めた経緯があります。

14 防災・水防  総社洪水ハザードマップができたんですが。草田地区は悲しいことに福谷へ抜けるのも，こっちに抜けるのも洪水時には浸水して通行不可能ということにな
るんです。それで、道路を嵩上げして，避難場所へ通行できるようにしてもらえるのか。

その他 （総務課長）避難所と今の現状での避難を考えれば、我々の方から皆さんに早めに情報を伝達して、早めに避難する必要がある場合には避難所、あるいは橋を
渡って小学校というような形になっていますので、そちらの方で誘導させていただくと人海戦術になろうともそういうふうなことをするしか今のところ防災担
当の方としては方法はないのかなと思っています それから私、地域の事情が良くわからないんですが草田地域で集会所とかいうようなことで、少し高いとこ
ろに集会所があるとかいうふうなことがあるんであれば、そちらの方に避難所として指定することも可能です。
 情報を皆様方の方へ、町内会を通じてお伝えをするという形になろうかと思いますが、できますれば自主防災組織を立ち上げていただいて、そこの連絡ルー
トでというようなこともあります。その辺も含めてよろしくお願いします。
（土木課長）道路を嵩上げするといっても、すぐにすぐちょっと工事するということはできませんが、国道がやっている様に前をコンクリートの硬材で作ると
か、全体を上げるとか、工法はいろいろあると思います。今後の課題にさせていただいて、担当さんとか地元の方とかに相談させていただいて、善処していき
たいと思いますので、よろしくお願いします。
 

15 防災・水防   足守川には水位計がないが、洪水の場合には，どういう基準で避難命令を出すのか。 副市長 水位計の無い小さな川につきましては、現状ではどこでどれだけ雨が降っているのかということと、どれくらい道が水に浸っているのかという情報をこまめに
集めるもしくはお知らせいただいて、総合的に判断して市役所からお知らせします。

16 防災・水防 自主防災組織について，総社市の場合は，消防署と総務課とでバラバラのやり方をやっておったんで、そのような横の連絡も取りながら，やっていただけたら
と思います。
また，地域ごとにやらないと、自主防災組織というのは前に行かないんではないかという考えをもっています。

総務課長 （消防長）自主防災組織と消防と別かといえば、決して別ではありません。一緒のようなものなんですけれども、担当課とすれば市役所（総務課防災担当）、
それからそれをフォローするというのは消防ということで，一緒にしています。

17 財政・行財政
改革

 予算は残すようになっているか。 総務部長  できるだけ残すよう各課に指示しています。

18 財政・行財政
改革

  財政は非常に厳しい状態と聞くが，悪いところは全部市民に公表して欲しい。それで，ここをこういうふうにしていきますというような，ほんまにはっきり
した目標を立てて欲しい。総社インターの方に物流センターができ，財政は良くなるであろう。だろう運転は危ないと思いました。よく検討して欲しい。

財政課長  財政の現実の姿ということを公表しようということで，今年の広報そうじゃですけれども，４月号から順次，こういうことでお知らせをしています。
 この４月号のシミュレーションでいきますと，現在，実質公債比率２２％ということですが，平成３０年度あたりになりますと１８％程度ぐらいにはなるの
かなというふうに予測しています。皆様にご迷惑おかけしていますけど，借金の方は順次減らしています。今後とも慎重な財政運営に努めてまいりたいと考え
ています。

19 財政・行財政
改革

  市の財政について、細かく３ヶ月ごとに実質公債比率と前年同期の比率を広報紙に載せて欲しい。 財政課長  今年の市報そうじゃの４、５、６月号に現状と将来の実質公債比率の予想図と前年度対比というものは出ています。ホームページの中にも乗っています。し
かし市の財務システム上、年度単位のくくりになっていますので、１ヶ月毎の集計決算というのはできないので５月と１１月に財政状況の公表という形で年度
中期の判定を出しています。
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20 財政・行財政
改革

 市の財政問題について、借入金における平成１９年度実績と２０年度実績予想を教えてください。財政建て直しについて、増収の方をどう考えているのか御
伺いしたい。

市長  平成１９年度の借金の残高が550億円。現在、国体関連のインフラ整備の借金が大きくのしかかっています。平成２０年を越えていったあたりで，やや借金返
済が楽になるかなという見通しがありますが，予断を許さない現状であります。
 平成２２年度までに職員数を５６３人という行政改革大綱で決まっている職員定数にする事で、有利な利率のものに借り替えが可能になり、約７億圧縮できま
す。紀文食品などの企業が操業を始めたため、我が市の財政力指数があがり、弾力性に富んだ財政運営ができると思います。

21 財政・行財政
改革

  特定の商品を購入した場合、特定の金額を特定の人に支給する。この施策を講ずることによって、経済的な効果をどれほど見ておられるのか。 市長   市長として、自分の目で見て、自分の耳で聞いたことを実行するということをモットーとしてやっていて、現在ウイングバレーを土日歩いてみると、以前は
車が行き交っていたところに、今は誰もいません。これを見て放っておく市長がいれば失格だと思います。昭和３０年代あたりから、総社市の財政を曲がりな
りにも支えてくれていた三菱の下請け工場さんに恩返しをするためには市民が一体となって、これを支えないといけない。経済効果としては２００台車が売れ
ること以上に元気を出そうじゃないかと、皆で助け合っていこうじゃないかという議論のほうが大事だと思います。私は全国に先駆け自動車メーカーを救う。
１００年に一度の不景気が襲っているこの時期こそ、この２００台が起爆剤になると信じています。

22 財政・行財政
改革

  特定の商品を購入した場合、特定の金額を特定の人に支給するということが私の考えですが、効果がないとすれば焼け石に水です。とすれば、定額給付金に
その２０００万円を上乗せしたらどうでしょう。財政が厳しいと言われている中での２０００万円。ちょっとお考えになったほうが良いんではないでしょう
か。

市長   定額給付金についてですが、これは商工会議所などとも相談して、検討に値するかどうかということは考えていこうと思います。基本的な財政運営について
ですけれども、我が市の最初に組んだ一般会計予算が２３１億円です。人口６万８０００人の人口の総社市の 標準財政基準額が１４０億といわれています
が、これでは介護保険料、国保、子育て、道路改良など全部できません。そうなると国からの補助、借金、貯金の切り崩しをして予算を構築するというのが、
地方行政の骨格です。私も理想といえば、歳入ベースで歳出を抑えるということがやりたいんですが、皆さんが必要とする生活にかかわることには惜しまず
使っていく、しかし新しく創設できないとか、切ったほうがいいことは止めていく。そういう中で今の試算でいいますと一年間の借金返済額でいうと３０億円
を下らない。この状態が平成２４年もしくは５年くらいまでは続くと思います。実質公債比率で言いますと、２０％。これが後々借金返済額が減っていくとい
うシュミレーションを持ちながら財政運営をやっていきます。

23 財政・行財政
改革

  一市民ではなく、一納税者への借金の割合は幾らぐらいなのでしょうか。いったい借金は幾らあるんでしょうか。それを皆さんにお知らせください。 財政課長   平成１９年度の決算時点で市民一人当り、７８万５０００円の借金となっています。納税者の一人あたりはわからないんですけれども、総社市の６万６００
０人全員で割るとその金額になります。

24 施設・財産管
理

 災害があったときに発信地となる本庁舎は耐震が完全にできているのか，できていなければこれも早急にやっていただきたい。 総務部長  本庁舎は昭和４５年から使用しており，現在の耐震構造にはなっておりません。地震が来て、もし本庁がつぶれた場合どうするのかという想定にはいれてお
かなきゃいけないと思っています。もし地震がきて本庁舎がつぶれた場合は，現在の消防の方に災害対策本部を移転するという形で訓練の方もそういったかた
ちで行っているところです。今すぐには，本庁舎は、なかなか大きい建物ですので，金額的にもかなりいるということで，計画はなかなか難しいというところ
です。

25 市税  ゆうちょ銀行で市税が納付できるようにご検討お願いしたいと思います。 その他 （市長）市県民税，軽自動車の税についてのゆうちょの納付については進めてまいります。
（総務部長）来年の４月を目途に来年度の税金から，ゆうちょ銀行でも払えるように、今、ゆうちょ銀行と話し合いをしています。できるだけ，来年の４月に
はこれを実施したいというふうに考えていますのでよろしくお願いします。

26 市税  税の口座振替の分で郵便局が対象外ですね。どうなっとんですか。郵便局も振替がきくと思うんですが。総社市はこれをどう考えてるんですか。 総務部長  来年の４月からはゆうちょ銀行でも市税の払込ができるようにしたいということで，ゆうちょ銀行の方と話し合いをしているところです。

27 市税  市税の口座振替（利用率）４１％（H19年度）を平成２１年度までに４５％というマニフェストを作られとんですが，今度，新たに６５歳以上の世帯は年金か
ら国保税を口座振替で引けることになっとると思うんですが，それを含めて４１％が４５％になると計算しているのでしょうか。

その他 (総務部次長)このマニフェストの中に書いてあります，口座振替につきましては，今，従来からある市県民税とか，国保税，固定資産税とかそういったものに
対する口座振替の推進を考えていまして，制度が新しくできたものについての追加プラスアルファはこのマニフェストの中の数字にはいれておりません。

28 市税  小田原市は、全国に先駆けて、市税を滞納した人については、行政サービスを制限するというような条例を作っている。総社市の場合、どのぐらいの滞納が
あって、どういう取り組みをされとるんか、その辺、差し支えない分で結構ですから、教えてください。

総務部長  現在市税が約８０億ありますが，そのうち約１億円位滞納がでてきます。最近の景気の低迷とかもありますので、その中には主に倒産ですとか、低所得の
方、あるいは行方不明の方でやむを得んということもたくさんあります。その中でも払える能力があるにも関わらず、払わないという方には断固とした態度を
とらなければならないということで、最近はそういった差し押さえを随所でやっているという現状です。

29 市税  以前は納税組合で奨励金をいただいて、地域、町内、で親睦もでき、色々携ってたわけなんです。それがなくなって、組合の活動がなくなったと思うんで
す。人と人との繋がりが希薄な中，地域へ下ろしていく何かそういうふうな手当てがないものか、親睦なり、皆が集まってよく話ができるような政策をとって
いただけないかと思います。

生活環境部長  市のほうで項目毎に５万円助成をしているようなものもあります。色んな場所から、名前の違った助成もでていまして、今それらも見直しをして、本当に地元
で使っていただけるような補助金を検討していますので、おっしゃったことも受けまして、検討させていただきたいというふうに思います。

30 市税  私達の生活の実態の中で、給料あるいは年金が上がることはありません。年金などは下がっています。それから想定しますと、固定資産税は少し上げすぎ
じゃないんですか。

総務部長  固定資産税と市県民税二つの税は性格が違うということです。固定資産税というのは一つの資産価値に着目した税であるということ。市民税、あるいは所得
税こういったものはその人の所得によってかかっている税金です。これはリンクしていないので、なかなかその辺りが難しいのですが、お気持ちはわかります
けれども、こういったことでやむを得ないというところです。

31 市税   市税の徴収率がどうなっているのか。
  管理職徴収をしてはどうか。

その他 （総務次長）１９年度決算で申し上げますと９３．７％で前年よりも伸びている。総社市におきましても１２月を滞納整理強化月間としまして、管理職と一緒
に徴収をしています。

32 その他総務 雪舟さんを名誉市民にしてはどうか。
温羅さんもよろしくお願いします。

市長  議会とも相談させていただけなければなりませんし，多くの市民の方々の意見も聞かなければなりません.
 検討させてください。

33 その他総務 西出張所あるいは北出張所の廃止
(廃止し，浮いた経費を，土木担当員の担当経費へ若干上乗せしてはどうか）

市長  色々な方の意見は聞いてみたいと思いますけれども。役割を持っていまして，なくせばいいというものではないと基本的には思っています。

34 その他総務  橋の合併特例債で上乗せされる地方交付税は，上乗せ分がいくら含まれているかわかるんですか。含まれているかどうかあてにならんような感じがする。 その他 （財政課長補佐） 国の補助の残りの４５％の９５％を合併特例債として借り入れます。。ただそのうちの７０％が交付税措置に算入されます。ですから、こ
れは橋の補助金ですよとかいうふうに具体的に書いてくるわけじゃないですが、交付税の中に入ってるのは間違いないです。

35 その他総務  基本的に過疎を解消する方法は、国が当然考えるべきでしょうけど、市独自の立場としての今、各部長さんがおっしゃった中を総合してでもですね。もとは
人間がいなくなる。それを何とか解消していくんだという一つの市の、市長さんの責任というんじゃないけれども、大きな目標の一つにはなって欲しいなと思
うんです。、これ非常に至難の問題だと思いますけど、なにかそういう面で各部で力をあわせて、そういうことができる方法というのが議会も含めてですね、
考えていただきたいなという感じがします。

市長  行政や政治の役割は，本当に困っている地域とか人とか、病んでる人とか、そういったところにあると思っています。そういう中で各地域課題がありますけ
れども、例えば常盤小学校であるとか総社小学校であるとかこれらは今何を悩んでるかというと、子どもが増えすぎて、教室が足りないということで悩んでい
ます。私の母校の秦小学校は第一学年がもう一桁になって、その子どもが少ないということで悩んでいます。この地域もおそらく同じであって、この地域は更
には通学の問題であるとか、道の問題であるとか、安全安心の問題であるとか、そう言った悩みになっています。更にはこの草刈りであるとか、悩みのあり方
が全然違いますから、それは私はやっぱり総社市の一番大事な問題として、良く見て、よく聞いて、国や県と連絡をしてできるもの、あるいは市ができるもの
そういったものを手分けをしながら、よくよくやってまいりたいと思います。しかし非常に多くお金がかかりすぎるものであったりとか、小さい２、３軒のと
ころに３０００万かかるとか、そういったものは段々不可能になってまいりますし、できるもの、できないものがあります。ありますけれども、僕はこれに限
りなく挑戦しつづけて行きたいと思いますし、山口議員、多田議員いらっしゃいますけれども、我々が一丸となってですね、できる部分はやっていこうという
気力ではあるんです。そこで皆様方とよくよく相談しながらお互いの理解の元に構築できていったら良いがなと。綺麗事になるかもしれないんですけど、そう
いう気持ちだけは一生懸命持って、これから皆さんの声を聞いて、いきたいと思います

36 その他総務  ガラス張り市長室の案内通知をもっと早く地元へ配ってほしい。 その他 （政策監）市広報紙５月号で全体案内をしていますし，地元へも10日前ぐらいに案内通知を回覧していただくようにお願いしています。
（秘書室長）連絡が旨く伝わらなかったようですので，お断り申し上げます。
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37 その他総務  高齢化が進み，２２～２３世帯あった集落も今は，１２世帯となり，さみしさを感じている。
 市のイベント等中央集中となっている。この地区が，総社市のチベットの様な感じがしてならない。活性化に繋がるような方策を考えていただきたい。

市長 政治は，弱者のために必要である。現実的でないものもあるが，できるものはやっていく。いろんな意見を聞かせていただきたい。

38 その他総務  ふるさと納税について、県外の方じゃないと、例えば総社市に在住とか、総社市の職場に在職とかそういう方はできないわけでしょうか。

 このふるさと納税のチラシというものは大体どこにおいてあるんですか。私は鬼ノ城のビジターセンターで見ただけです。サンロード吉備路や観光センター
にあってよかったんじゃないかと思います。

その他 （市長）市内在住者でもみんなできます。
（秘書室長）寄付した金額を皆さんの所得税、市県民税から５０００円の控除額を除いた金額を差し引かせてもらいます。ですので、県外の方だと丸々得をす
るのでPRしてきましたが、市内の方でも是非していただきたいと思います。

（副市長）そういうふうに目立つところに置いて，ふるさと納税がしたいと思えるようにしていきたいと思います。

39 その他総務   ニュースで見ておりましたら、定額給付金の法案が通ったということで、給付になるんでしょうけど、市町村なんかによって、対策室を設けたり、色々問題
があるという情報が流れていますが、総社市においては年いっぱいとか、３月いっぱいとか期限内に交付ができるんでしょうか。

総務課長   法案が通ったというのは把握しておりません。二次補正で予算が通ったということは認識しています。ただ、先程話された法案が通るのが３月ぐらいになる
んではないかと思いますので、国が言うような年度内交付は難しいんではないかと思います。これにつきましては市から申請書を世帯主様宛に送らせていただ
いて、申請していただいて給付ということにいたします。このことにつきましては、広報紙などで皆様に周知させていただきます。

40 その他総務   再発防止対策の仕組みが市にはない。市には私が気付いているだけでも随分失敗があるが、仕組みがないので、人事異動の度に、前の人はどういう失敗をし
たのかということがわからない。全国に先駆けて、そういう仕組みを作って欲しい。

市長   民間ではかなり厳しい再発防止策をしているようですが、そこまで職員に強いるというのは難しいと思います。それで、総社市では人事考課制度というのを
やり、上司が部下を判断する。面接をやる。面接をやって様々な問題を洗い出す。これを再発防止というものに活かしたいと思います。

41 その他総務   市の仕事において縦割りが直らない。円満な連携プレーを是非日常の仕事のなかでやっていただきたい。 市長   縦割りは市の行政のウイークポイントだと思います。その縦割りがなかなか直りにくい。しかし新しい息吹もあります。例えば、吉備路マラソンでチュッ
ピーの旗をふって応援しようと。マラソンは教育委員会、そしてその側面支援をこども課がするといったような、横断的な議論もかなりでてきています。それ
を強化しまして、それぞれの問題事項を横断的に支えあうということをこれからやっていこうと思います。

42 環境保全  総社にすばらしい企業を誘致されるのもいいことだと思います。ただ，粉塵公害，騒音公害などをださない住民のことも考える企業，モラルがわかる企業を
今後は誘致していただきたいと思います。

生活環境部長  良い企業の誘致ということになると，これは企業誘致の方の関係になるんですが，企業の方とも（公害防止）協定で，基準以上の厳しい環境を守ってくださ
いということで協定も結んでいただいているようですので，そういった優良な企業が今後来て頂けるものと思っています。
粉塵公害，騒音公害ということでありまして，生活環境部の中では環境課のほうが担当していますので， 職員と協議いたしまして，また返事をさせていただ
きます。

43 環境保全  槙谷川上流(吉備中央町）へ産業廃棄物処分場を計画（前回の２～３倍の容量）し，県へ事前審査を提出し，建設に必要な事務手続きを進めている。県議の話
では，当初，建設は困難であろうということであったが，業者は，現場でボーリングを始めている。また，下流住民への事業概要等の説明もする必要がないと
いっているらしい。
 現在の状況はどうなっているのか。

その他 （市長）市の立場は，断固反対である。現在の状況を県に確認する。
（環境課長）先日，県に確認したところ，事前審査が済み，３点，指摘しているが，回答がないとのことで，進展がない状況と聞いている。

44 環境保全   環境改善と環境教育のことでご提案させていただきたいんですけれども、東小で，EM（有用微生物）を使って、米のとぎ汁を発酵させて流すと環境浄化にな
るという取り組みをさせていただきました。詰まっていた家庭科室の排水管が通りましたし，トイレはあまり臭わなくなりました。広報なりで，各家庭に呼び
かけてもらったり、学校の議会委員会かなんかで取り組んだら、学校もきれいになるし、環境教育にもなるし、街もきれいになるし、海もきれいになると思う
ので、広げていただけたらありがたいと思います。

市長  EM発酵液のこともよく教えていただいて，環境浄化に努めてまいりたいと思います。特に環境はコツコツコツコツ根気強くやっていく必要があるなというふ
うに思います。何かこれさえやっておけば環境が浄化されるというのはありえないので、一つずつやっていきたいと思います。

45 ごみ  部長マニフェストの中でごみの減量リサイクルの推進H17年度比20％削減(H20.6月末）となっているが，H18，19年度でどのくらいの減量化がなされたのか，
H17年度がどのくらい（ごみの量）であったのか。

その他 （環境課長）H17年度と比較して，H18年度は15％，H19年度は17％,H20年度は4月からの3ヶ月間で20～21％の減となっている。

46 ごみ  市長さんは選挙のとき，ごみ袋は高いので安くするというお話であったが，部長は，市長からどのような命令をうけているのか。 市長  ごみの減量化，環境や財政にも資することもあり，今の段階で，ごみ袋の値段をうんぬんは言えないが，将来的に皆様の意見を聞きながら，下げるとは言え
ないが検討します。

47 ごみ ごみ袋の有料化で，売り上げはどのくらいあったのか。 その他 （環境課長）約9500万円の売り上げがあった。ごみ集積所維持，美化支援事業など多くのものに還元している。
詳細は後日報告します。

48 ごみ  ごみは拾うものではなく，捨てないものである。市民の意識を改革しなければならない。しっかり教育する必要がある。 市長  ごみについては，そのとおりです。理想だと思います。

49 ごみ ごみ袋を安くするというのは，選挙のときに言われていた。どうなるのでしょうか。 市長 このごみ袋の値段によってごみの量が軽減化されてるということも，ある一点，環境の面からすれば事実です。したがって，ごみ袋の値段については，今はや
りませんが，多くの考えを聞きながら，将来的には検討を加えます。

50 ごみ  ごみ袋を有料化して，ごみが減って，効果は出ているなと思いますが，更に推進をするということで，マイバッグ運動を，市民協力だけでなく業者にも協力
を求める動きをされたらどうか。鶴岡市が既に業者と協定を結んでマイバッグ運動をやっている。

市長  マイバッグ運動ですが，鶴岡市長とお話をする機会がありまして，あそこは，スーパーの種類が３か４つありまして，一個のスーパーにOKをもらったら，全
部OKがもらえたという話しをしていましたけれども，これは，検討を加えていきたいと思います。

51 ごみ  個人の土地へゴミを捨てられ、市へも相談させていただいたんですけれども、市の方は民間の土地には手が入らんということ、地域でゴミをあげ、市にそのゴ
ミを取りに来ていただいたという経過があるんです。シルバーでもお願いできんのんかなあということを思うんですけど

その他 （環境課長）状況をみながら，地元と協力してやっていきたいと思います

52 ごみ   ごみ収集について、発泡スチロールをなぜ回収しないのか。発電などのエネルギーとして活用してはどうか。紙や、割り箸など分別収集を細かくし、燃やす
だけのごみの減量化を進めて欲しい。割り箸の収集などももっと広報してはどうか。

生活環境部長  白色トレーは集めていますが，発泡スチロールに関しては現在置き場所が無いということで回収しておりません。割り箸につきましては、年２回，回収し
て、王子製紙に搬入していますが，心がけて，広報をしていきたいと思います。今の環境対策におきまして、できるだけごみを減らしたい。２０％の削減目標
を達成したいということで努力してまいりたいと思います。

53 ごみ   前川は，ほ場整備で，川が大きくなって、護岸も高くなり、川の中に入れない状況であるので，ゴミが取りにくい。ゴミが取れるような方法を考えていきた
いと思いますので、知恵を貸していただきたいと思います。

その他 （生活環境部長）県の方とも連絡を取りながら対応してまいりたいと思いますので、少し時間をいただきたいというふうに思います。
（副市長）改良して降りられなくなったというのもあるんですけど、河川の機能としては改良なんですけれども、川としては改良ではなく改悪ということにも
なるんで、川に降りられるように階段をつけたり、色々考えられるんですけれども、そうすると用地が新たに必要になったりするんで、そのあたりどこにどれ
だけ余裕があるかとか、そういったことも見ながら、先ほど部長が言ったとおり県とも相談しながら色々進めていきたいと思います。

54 ごみ   市長が選挙に出られたとき、有料ごみ袋の見直しを公約しましたが、見直しの状況はどうなっているのでしょうか。 市長   ごみ袋に関しては、見直しを求める声、安くして欲しいという意見が多くありますから、安くするかは判りませんがごみ袋の見直しはやっていきます。見直
す議論の中に収益、約一億弱が財政を潤していること、有料で、現在の値段であるためにごみの減量化が進んでいることなどを掛け合わせて、必ずごみの減量
化については検討を加えることをお約束します。

55 ごみ   ごみを２０％減量されるとおっしゃいましたが２０％のごみの行方はどういうふうになっているのでしょうか。２０％のごみはどういうふうな状況に消えて
いったのでしょうか。減ったごみというのはコンビニのごみ箱にいったり、総社のごみを岡山に持ち込んでいるのではないでしょうか。

その他 （環境課課長補佐）これはマニフェストの目標でもありまして、現在平成１７年度に比べて、８１．７％という状況ですからあともう少しです。内訳なんです
けど、ごみが減ったのは、資源にまわるごみが増えたということです。それからごみ全体の量も減っています。それでコンビニや岡山に持ち込んでいる件です
が、そこまでは調べておりません。調査がなかなか難しいので、今のとこは聞いておりません。
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56 ごみ   大型ごみというか、粗大ごみの中にはさみとか包丁のようなものがいっしょくたにされていて、小さなものがその大きさに比べて費用が高すぎるんではない
か。例えばはさみ一丁が２００円。これを一つ一つだしていたら凄い金額になる。安全面に配慮してまとめて出せればいいと思う。せめて費用を半分か１／４
にするくらい配慮して欲しい。

その他 （環境課長）粗大ごみのことで、小さいもの、はさみとか包丁とか色々ありますが、包丁でも硬いもの出刃包丁などは粗大ごみとして２００円いただいていま
す。今後この件は検討課題とさせてください。

57 まちづくり支援  市民憲章の内容について，教えてほしい。また，社会を明るくする運動の懸垂幕にある言葉は，人間として生きていく最も重要な部分だと思う。 秘書室長  市民憲章について説明。

58 まちづくり支援  まちづくり協議会が本当の意味で動いているのならやればいいと思います。しかし住民の声も聞かないまちづくり協議会は必要ないです。
 それから１９名の土木委員も清音エリアで１９人の土木委員が何をしているのか，これを見直すべきです。

政策監  ご意見として，お聞かせいただきました。

59 まちづくり支援  自治組織活性化支援事業の補助金は，非常に良い制度ですので，予算の許す限り，これを継続していただきたい。 その他 （市長）継続してやっていこうと思っているのですが，できるだけ公平にということで，見直す可能性があると思います
（人権・まちづくり推進課長）規模，世帯数が違うのに，同じ金額が出ているということや，市の様々な部署から自治組織へ補助金が出ており，効率が悪いと
いうこと，コミュニティー関係の補助金の格差の是正等整理して見直していきたい。ただ５万円の金額については維持していきたいというふうに考えていま
す。

60 まちづくり支援  最近，この辺りも，電柱にヤミ金融の広告が多い，なんとかならんでしょうか。 その他 （人権まちづくり推進課長）基本的に電柱といいますと中電とかＮＴＴが管理していますので、そちらの方に言って、撤去してもらいます。ただ、場所がはっ
きり解っておれば、人権まちづくりの方に連絡してください。

61 まちづくり支援  昭和地区には，お年寄りがゲートボールやグラウンドゴルフをする場所あるいは子どもが遊ぶ公園がありません。是非，多目的エリアといいますか公園を用意
してもらいたい。

市長  多目的広場については，陳情にこられ，今の消防予定地の所を何か工夫を加えてどうだろうかという案もありましたから、できるだけ早くに結論を見出したい
と思います。

62 まちづくり支援  高齢化が進むなか，グラウンドゴルフは，高齢者が健康維持するのに本当にいいスポーツです。現在，地元で５０人ばかり，生涯スポーツとしてやっている
のですけれども，昭和地区には多目的広場がありません。、是非、昭和地区にも多目的広場をですねお願いしたい。

市長  多目的広場については，陳情にこられ，今の消防予定地の所を何か工夫を加えてどうだろうかという案もありましたから、できるだけ早くに結論を見出したい
と思います。

63 まちづくり支援  昭和地区へ運動公園を兼ねた公園をやったらどうかということなんです。一つ考えていただけたらどうかなということなんです。 政策監  持ち帰らせていただいて、うちの方で相談させていただいて、また直接お答えをもっていきますんで、ご理解願います。

64 まちづくり支援   総社市内を車で走っていると暗いところが多いので、財政が厳しいのはわかりますが、防犯灯を増やしていただきたい。市の職員も夜遅く見回ったり、どこ
が暗いのかとかを勉強していただきたい。地元からも議員さんが出ているわけですから、それを報告していただくというのが当然ではないでしょうか。

その他 (人権まちづくり推進課長)防犯灯の設置につきましては、市が補助金を出しています。自治会から申請していただきますと、中電柱は２万１０００円、ＮＴＴ
柱は２万５０００円で設置ができます。その後の維持管理や電気代に関しては自治会負担となっています。また集落を外れているところにつけて欲しいという
ことに関しては、直接、まちづくり推進課に来ていただければと思っています。

65 防犯・交通安
全

 今年７月に地域パトロールのため市長から認定をもらいまして、青色回転灯を設置して地域安全推進連絡協議会というものをつくっていますが、青色回転灯を
設置するには２，３万円かかります。町内の交通や防犯のための補助は５万円でますが，これとは別に、市長から認可された団体へ補助を出すようなことはで
きないでしょうか。

その他 （人権まちづくり推進課長）自治組織活性化支援事業ということで２０世帯以上の自治体に対しまして５万円を上限に補助しています。しかしながら、ボラン
ティア団体に対する補助というのは現在ありません。ですので、２、３の町内会が連動して使っていただくというのが現状です。自治組織活性化支援事業には
問題点も色々ですので、今日いただいたそういう組織にも補助金がでるように検討して参りたいと思います。

66 防犯・交通安
全

  学校から子どもが出たときに、安心して遊べる場所、通れる道というものに少し気を配っていただきたい。駅前のパチンコ、グランドの交差点で月に一度は
大きな事故があるんですが、信号がつかない。カーブミラーも見難く役に立ってない。子どもが通ったときに、そこで事故に巻き込まれないように何とかして
欲しい。

市長   グランドのところの交差点は本当に危ないです。私達も事故になりそうなときがしょっちゅうあります。この間、女性が一人亡くなられました。総社警察署
と掛け合ってここの安全性についてもう一度話し合いたいと思います。

67 生活交通  市内の巡回バスの利用者が非常に少ないので，無駄な経費であるというようなことも耳にしている。乗車の状況を調査をしていただき，廃止あるいは休止と
いうようなことも検討していただき，お年寄りの利用者がおられるならば，タクシー券に限度額を設けて発行するとかの対応で乗り切れるんではなかろうか。

市長  時間と場所のミスマッチであるとか，欲しいときに欲しい場所にバスがないという事が大いなる問題点としてあろうかと思うんですが，これによって非常に
助かっているお年寄りとか，これを頼って生きている人がいることも事実です。廃止ということは今のところ考えてはおりません。

68 生活交通  公共交通にアクセスするのに，下原ぐらい交通の便の不便なところはない。車の運転ができない老人などは，公共交通にアクセスするためには２０分以上歩
いていかなきゃならない。市内の巡回バスの整理という意見もあるようだが，むしろ路線の延長をしていただきたい。

生活環境部長  巡回バスを延長して欲しいという申出ですが，経営が伴う事でありまして，市としてもお願いはしているのですが，即延長というふうには、なかなかならな
いところです。
 高齢者と，車の運転ができない方につきましては，市としてどのようにお手伝いさせていただけるかなというふうに現在考えていまして，今，予約型のタク
シーを何とかできないかなということで，検討していますので，もう少し時間をいただきたいということです。

69 生活交通  運転ができる７０歳以上の高齢者の夫婦の所帯や一人の所帯に対しても，福祉の方からバス・タクシー券が出ている。これはちょっと無駄じゃないか，年齢
を引き上げてもかまわないと思います。検討してください。

市長 様々な問題を含むバス・タクシー券であることは重々認識をしています。
今、役所内で検討していこうとしてるところです。また、検討したことをお知らせしたいと思います。

70 生活交通  生活環境部長のマニフェストに公共交通機関の整理，延長で，秦は高齢者が３０％近いです。それでここへ「乗り合わせタクシー新設へ２路線」というのがあ
りました。具体的に秦は高齢者が多いので，通院とか買い物に困っています。バスが通っておりませんので。秦は入ってますか，入ってませんか

生活環境部長  今考えていますのは，バスでありますと大きな道しか入らないので，お年寄りの方がですね，停留所に行けないということですので，これを小さいものにし
て，よりきめ細かいこちらの方で対応してお年よりの方がお医者に行きやすい設定を考えています。今後，協議を重ねてまいりますが，来年四月早々実施でき
るようになればいいがなと思っています。秦が入ってるかどうかなんですが，特にどこどこを想定しているというわけではありませんので，新しくできました
制度，これを地元が受け入れていただけるならば，地区というのは問いません。制度がもう少し形になったらお示ししますので，それをみてご検討いただきた
いというふうに思います。

71 生活交通  現在あるような吉備線と伯備線とが完全な別々行動のような動きをしていますけど，これを環状線として利用できるようにですね，国土交通省から副市長さ
んもみえてますんで，是非もっと線路が錆びないような１０分か１５分おきには通るような，そういう交通の便利を図っていただけるようなことを総社市が先
頭に立って図っていただきたいなと思います。

副市長  吉備線，伯備線を環状線で運行するというよう考えは非常に有効なのかなと思いますが，ＪＲが運転していますので，一筋縄ではいかないと思います。
 吉備線を新たな路面電車，LＲＴ（床の低い路面電車）にしてより利便性の高いものにしようといったことについて，岡山市のほうで，交通戦略ということで
検討されています。この点につきましても吉備線，岡山と総社を結ぶものですので，総社にとって，どう利便をもたらすか，現実に向けてどういった課題があ
るかということについて考えていきたいと思っています。

72 生活交通 中鉄バス（新本総社線）は，今年いっぱいでなくなるのではないかと心配しています。今後，高齢化になるとバスが必要になるんじゃないかなと思うんです
が。どうなるのでしょうか。

その他 (生活環境次長)新本線については年間２万４千人という多くの方が利用されています。一番利用が多い路線ですので、路線を存続させていくかどうかというこ
とは今後議会等で検討していかなくてはならないことであると考えています。
 バス路線がないとこについては，現在、乗合タクシー（予約があれば走るけど、予約がないときは走らないという、予約型の乗合タクシー）の検討を進めて
いまして，今，議会と検討をしているところです

73 生活交通  私達の新本地区は総社までの路線バスの回数が少ないので、バスはありましても、なかなか利用できないでいます。高齢者となりますと、病院やその他生活
の足が本当に気になっています。足の確保が一番困っていることですので、行政の力を持ちまして、足の心配を緩和できるような策を講じていただければと思
いますので，よろしくお願いします。

生活環境部長  バスと言いましても、高齢者の方は足元が悪い方もおられます。停留所にいくまでに距離があるというようなこともあります。できるだけ自宅の近くまで，
できるだけ細い道まで通れるようにと，小型のタクシー等を利用して、病院、買い物等をしていただこうということができる予約タクシーというようなものを
現在検討いたしています。

74 生活交通 生活環境部長のマニフェストに公共交通の整備ということで、お願いします。水内は高齢化率が３５％で過疎化が進んでいます。とりわけ、ひとり暮らし老人
が非常に多い。１週間にいっぺんあるいは２週間にいっぺん美袋に出るんですけど、タクシーを頼んだら中尾から往復で４０００円から５０００円かかりま
す。平成２２年度を目標ということですが、それを１年でも早めてもらって、していただきたいと、このように思っています。

副市長  部長マニフェストでご説明した通り検討しているということで、便利がいいように数を走らせれば、お金がかかるし、便が少なければ不便だということなの
で、その辺りも良く検討して、よりいいものになるように検討を進めてますので、もうしばらくお待ちいただければということでお願いいたします。

75 生活交通  高齢者がどんどん増えて、出て行こうと思っても、足がない。全部タクシーということになると、経済的にできない。こういう問題をみんな心配しているわ
けです。先ほど生活環境部長さんからお話がありましたけれども、バスの運行計画があるようにいわれました。非常にありがたいことだと思います。できれば
早めにやっていただくことをお願いをしておきたいと思います。

その他 （市長）富山地域をですね、まずモデル地域としてデマンドタクシーをやろうと思っているのですが、ちょっとまだ計画段階で、これで本当にやれるかなとい
うところが、あったもんですから、ちょっと練り直しています。
（生活環境部長）予約型タクシー（デマンド）と申しまして、これは大きなバスですと広い道しか通行できないので，その停留所へ行くのがお年よりは大変だ
ろうということで、路線を決めていただいて、タクシーで細かく小さい道路にも入っていけるようなものということで、現在考えています。
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76 生活交通  バス共通券など市内どこも同じ施策である。地域の事情も考えて決めてもらいたい。 市長 研究して前向きにやっていこうと思います。

77 生活交通   部長マニフェストで公共交通の整備目標が平成２２年度にされていますが、高齢者は，買い物や病院へ行くのためにタクシーを使っている。目標を少しでも
早くして欲しい。

市長 これは研究して前向きにやっていこうと思います。しかし、要望時点ではバスというんですが走り始めると誰も乗らない。なので、求められているものや場所
をよく工夫しながら、議会とも相談して、考えていこうと思います。もうしばらく時間をいただきたい。

78 生活交通   例えばタクシー券を発行するときなどのお年寄りに対する総社市の規定を教えてください。具体的に説明して欲しい。 その他 （生活環境部長）バス路線があっても停留所まで行けない方のためにどうすれば良いか対応を考えています。これならという方法が思いついておりません。モ
デル的なことをやっていきながら、市役所の中で検討しています。
（保健福祉部長）バス･タクシー券に関しては７０歳以上の一人暮らし、７７歳以上の高齢者のみの世帯，身体障害者の手帳を持っておられる方に交付させてい
ただいています。来年からは対象を広げようと思っています。
（副市長）高齢者や一人暮らしを中心に検討しています。結果が出たら，広報紙等でご説明させていただこうと思います。もうしばらくお待ちください。

79 生活交通   循環バスについて各市町村を調査したり、各町内会長などの意見を聞いて、無駄なく整備して欲しい。 副市長 只今検討中でして、他の市町村の動向や各町内会の意向も調べ，そちらの状況も加味して検討していきたいと思いますし、それに基づいたご説明も検討させて
いただきまして、ご理解をいただきながら、無駄のないような形で整備をすすめていきたいというふうに思います。

80 生活交通   市内の循環バスの件ですが、百十四銀行のところにバスが停まるんですが、なぜ市役所の前とか、市民会館前に停車しないのか。銀行に比べてそれらの施設
を活用する人は多いんではないでしょうか。現在、バスには一人か二人、空のときもある。もっと利用しやすい状況を作っていけば利用者も増えるので、利用
の要望をしっかり聞いて、赤字だからただ廃止ということではなく、その辺を一つお願いします。

市長   バスの件、市役所前、市民会館前というのはちょっと検討させてください。確かにバスを走らせてくれという陳情は多いのですが、実際走らせてみると、な
かなか乗らない。しかし、行きたい場所、時間、それらに合うような工夫は確かに必要ですから、ちょっと考えさせてください。

81 上水道   水道料を６月から値上げするんですが、どうして値上げするのかということを聞きたい。 その他 (生活環境部次長)平成１７年の厚生労働省の立ち入り検査で，水源地の一部にクリプトスポリジウムの疑いがあるとのことで、それに対処するためには多額の
費用がかかることと、市内４キロ程度の石綿管が老朽化しているので、それの整備など今後の建設計画をするにあたりまして、４年間の算定期間で今回の４月
使用分（６月請求分）から水道料金を値上げします。

82 下水道   下水道整備について、こちらの阿曽地域でもお願いしているのですけれども、市内全体の下水道整備の状況とこちらがこれからどのように整備していただけ
るのか、教えてください。

その他 （市長）公共下水道整備が５４％、集落排水事業が７．１％、合併浄化槽事業が１３％で市内全体で７４．１％が下水道普及率です。この地区につきましては
合併浄化槽での対応でお願いしています。
（下水道課長）公共下水道については，国の認可をとって，市街化区域から整備をしています。事業も認可後，７年以内を目途に進めています。認可区域も，
順次広げるという考えで，国へ申請しています。

83 下水道   このような集会等に参加してお願いしているのですけど、なぜ井尻野の中でも小字でいう井山に下水道ができないのか、いっこうに説明がなく、このまま終
わるんではないかと思っています。どういう計画でいるのか、なぜできないのかその辺を説明してください。

その他 （下水道課長補佐）現在の下水道の計画でいいますと、ちょうど境、もしくは外れているとうい状況であります。現段階では井山地区にはいきません。来年度
にはクリーンライフ１００という県の構想もあり、計画も変わってくるとは思いますが、この場ですぐにそこに下水道を繋げることはできないので、徐々に整
備を進めたいと思います。

84 下水道   前から話をしているのですからね。未だに話がされてないってことですか。同じ井尻野でも西側の方はできている。同じようにすればいいだけではないんで
しょうか。

副市長   下水道はそもそも計画を立てて順次進めていくということですが、今話されたように、前から話されているということは何か都合があってそちらの方は区域
から外れてしまっていると思います。今日は詳しい資料がないので、御説明できかねます。貴重なご意見ありがとうございました。

85 下水道   宝福寺に行く街道なんですけれども、あんな臭いを嗅いで観光客が来るわけがない。何回も前の市長はすぐ下水道課に連絡しますということだったんです
が、もう辞められたので、連絡がありません。ちょっとお願いします。下水じゃなくて、排水処理だけならどうにかできるんじゃないん。

市長   浅尾団地そのものの浄化槽から改修改善しなければいけないので、莫大な予算がかかりまして、二の足を踏んでいます。確かに私もよくわかっているので、
財政と相談して明確に返事をしたいと思います。改善策も含めまして見に行きます。

86 下水道  今、下三輪まで下水道が来ていますが、三輪団地の中にも、くみ取り便所を持っておられる方がいて、下水道が来るんだったら、水洗化を待とうかといって
います。予算の都合もありましょうが、早く下水道の工事ができることを望んでいます。

その他 (生活環境部次長)三輪団地につきましては２１年度と２２年度で整備をしていく予定です。

87 救急医療 夜間診療はどこまで進んでいるのか。 市長 夜間の診察体制については，医師会と一生懸命，議論を重ね，一週間に２回，医師会が当番で夜間の診察を受け入れようというところまではまいりました。そ
して更に，森下病院，薬師寺病院，診療ドクター杉生が２４時間体制でやっていますから，その夜間体制の中にこの３院が組み込めれば，一週間に５日夜間体
制が組めるかどうかという話し合いをしています。

88 健康づくり・健
診

 特定健診実施率を三割程度に上げていく目標だということなんですけれども、もう少し上げてはどうか。 保健福祉部長  今年度から、各事業主がメタボリックシンドロームに着目した特定健診をしていかないといけないということです。ここの目標をあげていますのは，国民健
康保険にご加入の皆様を対象に掲げています。平成２０年度では３０％が目標ということです。

89 健康づくり・健
診

 後期高齢者医療の通知がピンク色で，年寄りには読みづらい。黒で統一してもらうことはできんのでしょうか。 保健福祉部長  これからまた解り易いように字の大きいような形で通知なりを差し上げて、あるいはＰＲで広報紙なども使ってやっていけたらと思います。

90 健康づくり・健
診

  特定健康審査の健康相談のことなんですけど、今回美袋であるということだったんで、受けさしていただこうと思って電話したんですが、電話では申し込み
できないので、用紙で申込みをするようにとのことだったんですが、用紙がなければ，本庁に行かないといけないんかなといわれたんですけど、本庁まで行く
のは大変なんで，支所の方で手続きはできないでしょうか。

保健福祉部長  受診票と申込書をお送りしていると思いますが，確認して連絡させていただきます。

91 健康づくり・健
診

市として、食の安全をこれから学校給食以外にどのようにしていかれる予定なのか。 市長  食の安全については、国レベルで問われていますから、市レベルでも注意深く重視していかなければならないと思います。
 サンロードなどにおきまして、生産者を公表した上での販売ということもしています。色んな場面で食の安全というものに気をつけていきたいと思います。

92 子育て支援  保育園がいっぱいで、なかなか保育園に入れない、それから幼稚園の方はなかなか申込がなくてあいていると人数が少ないと、なんかアンバランスなところ
があると思うんです。清音地区に新しい保育園ができていると思うんです。幼稚園と保育園の建物が合同で，幼稚園がすんだら､保育園の方で保育してもらっ
て、夕方５時半ごろまで預かってもらえる、このように進んだ型の幼稚園ができるとお母さん方も安心して、一日働きにいけるんじゃないかなと思います。
 総社市が子育て王国というのを前面に出しているので，もう少し具体的なものを考えて欲しいなと思います。無料化も良いんですが，まだまだ周りの市町村
に比べて総社は子育て援助が遅れていると思っています。

市長  待機児対策についてはできる限り様々な工夫を加えて，受け入れ先というものを実際的に考えていきたいと思います。もう一つ新たな保育園をつくってはど
うかというのは難しいと思っていますが，様々な工夫をこらしていきたい，総社の財政を基に考えてまいりたいと思います。待機児０を目指して， やります
けれども，目をつむったり，逃げ出したりするつもりはもうとうありません。そんなものも含めて，子育てが遅れている総社市だからこそ，更に子育て王国を
目指して頑張って行きたいと思います。よろしくご協力を賜りたいと思います。

93 子育て支援  保育料の件ですけれども，二人目は半額。三人目は無料と総社市はそういうふうになっているのでしょうか。そういったところがあると，３人目はほぼ保育
料が０だと，どこかそういうところが周りにたくさんあると聞いてるんですけど，どうでしょうか。

その他 （こども課長）おっしゃられました保育料ですが，おっしゃられた通り一人目（全額），二人目は半額，三人目は無料とそういった形で，３人来ればそういっ
た保育料をいただいています。

94 子育て支援  待機児童が多い，新しい保育園の建設の予定はないのか。
 仕事をしていないと入園できないのか。

その他 （保健福祉部長）４月にスマイル保育園ができましたが，待機児童の解消になっていない。思うところへ入園できていないのが，実情です。
（こども課長）仕事をしている方を優先している。就労予定の証明があれば，申込みできる。待機児童の対策については，現在研究中である。
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95 子育て支援   病児保育についての取り組みを教えて欲しい。 保健福祉部長 病児保育は，就労している保護者の子どもさんが病気になられ，看護休暇が取れない場合に，子育て支援の病室をやっていこういうことですが，総社市の場合
は角田医院さんが病児保育をしています。細かい内容については，ご要望があれば、詳しくご説明させていただきます。

96 子育て支援   自論として、子育て支援は住宅政策からというのがありまして、住宅支援とは家賃が３、４万の家賃で入れる住宅を供給することだと、これが若者支援であ
り、安心して若い夫婦が子どもを産める政策ではないかと思います。

市長 市営住宅の状態なども鑑みながら、３、４万でサプライできる住宅政策のあり方をちょっと勉強させてください。

97 子育て支援   小児医療の無料化について、いいのかもわかりませんが、なんでも無料だからすぐ病院に連れて行く、無料だからという感覚で自分の責務を親が果たしてい
ないような気がするのでその辺りのＰＲもきちんとして欲しい。無料化にしたからといって、子育て支援がしっかりできているという感覚では困る。

市長  小学6年生までの医療費無料化ですが、コンビニ医療など様々な問題も考えられます。年齢を2倍に引き上げましたが、12月の医療費においては前年比の１．３
倍にしかなっておりません。節度ある利用をしていただけたんだなと実感しています。総社に生まれた子どもは守っていきたいということでこの政策をやって
います。

98 子育て支援   今年新しく私立の保育所ができて、かなりの待機児が減ったと思うんですけど、実際待機児がどのくらいいて、次に何をされるのか教えてください。 市長   待機児は100名いまました。それで新しい施設ができたので、０になるかなと思ったら、ゼロにならないというのが今の現状です。

99 子育て支援  民間委託か指定管理か判りませんが、総社市も既に一件そういう形になっています。要望としては民営化などには絶対反対です。民営化するということは人件
費の削減を目的とされているとは思いますが、保育内容の低下というデメリット以外に何も無いと思います。総社市の数少ない公立保育所を民営化しないで下
さい。

市長   今のところ、総社保育園をはじめとする公立の保育園を民営化あるいは誰かに管理委託をするつもりはありません。それぞれ自負心をもって取り組んでも
らってると高く評価しています。

100 子育て支援   学童保育について常盤たんぽぽ児童クラブは学童保育でありますが、２１年度の入所者が９８名います。その中で入所を辞退していただく児童が１３名おら
れます。このような児童の受け入れ体制についてどうお考えですか。
 施設が恵まれないプレハブであり、遊びの場が制限されて児童もストレスを感じている。遊び場がないので小学校を使用していますが、生活路を横断するた
め、危険でありますし、実際事故も起こりました。設備や環境の整備をよろしくお願いします。
 指導員の資格が非常に難しく、給与面でも恵まれず、過酷な労働条件も重なって、探したり、学校教育課やこども課にお願いはしているが、人材の確保が困難
である。

保健福祉部長   国の方の基準が変わりますので、２１年度中には定員も少し分割してということを協議したいと思っています。
また，施設の改修や指導員の問題についても協議していきたいと思います。

101 子育て支援   学校は文部省で学童保育は違う組織ということもあって、難しいとは思いますが、子育て王国というのであれば、学童保育にも目をむけて欲しい。 市長  総社の小学校１５校全部周りまして、見てきました。各校、それぞれ色々な悩みを抱えていました。学童保育につきましては１５の小学校区域のうち１２個
所にはあるのが現状で、秦は来年度完備しようと考えていますから、あとは新本と池田です。子育て王国のクオリティーを上げるものとして学童保育を前向き
に真正面から取り組んでいきたいと思います。

102 子育て支援   中央保育所の建物が新しくなって、その次の年に民営化されたんですが、非常によくなって感謝しています。常盤地区に保育所、幼稚園、小学校、学童保育
と固まってあるので子育てには非常にいい所として、若い人がマイホームを求めてこられるようです。そのため、保育所でも希望しても皆さんが入れないとい
う状況です。
 児童保育所も２，３年前に増築をして定員を増やしたんですが、２、３年で定員オーバーになり、この土地に住みたいと思う若い人の定員に追いつけていない
と思います。

保健福祉部長  平成２０年にスマイル保育園を新設して、待機児童が解消されるかと思っていましたが、なかなか解消されません。幼児教育等の研究委員会というのを取り
扱っていまして、幼稚園の現状を含めて共助しているという状況です。これからも研究していきたいと思います。
 学童保育におきましては、常盤地区では２５年までに１年生から３年生までの児童が１００人増える見込みですから、施設も一番いいものができたわけで
す。老朽化もありますし、将来的な計画も立てていかないといけません。

103 高齢者・障が
い者福祉

 市の職員はしてくれないが，ボランティアを増やしてほしい。 保健福祉部長  クリーン作戦など，いろいろ活動しています。

104 高齢者・障が
い者福祉

 介護に関して思うところは，ヘルパーとかボランティアとの連携がうまくいってないので，高齢者の本当のニーズ（一般的な生活をする中で、不便だなって
思う，草取、掃除，話し相手，公共の交通など）に対するサービスの提供ができていない。

市長  貴重な御提言ありがとうあります。お一人暮らしの方の訪問事業であるとか、そういった行政としてやってる部門。そしてまた施設としてやっている部門。
そしてボランティアでやっている部門。そして、民生委員としてやっていただける部門。こういったところの連携プレーというものの軸を作っていかなければ
ならないというふうに思うんです。様々なあわせ技でもって、総合医療福祉体制というものを総社市が作って制度化していかなければいけないというふうに思
います。これは一つ一つ組み立てていかないといけない事業でありますから、しばらく時間をいただきたいと思います。

105 高齢者・障が
い者福祉

  耳が聞こえないので色々な情報が入ってきません。周りの健聴者が情報をくださればいいんでしょうけど。なかなかコミュニケーションも取りにくい。バス
がどこまで来てるかとかそういうようなことも分かっていません。平等に情報をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

市長 本当にそういう声に耳を傾け、まじめに取り組んでいける総社市にしてまいりたいと思います。市報そうじゃなど様々な手段がありますが、なかなか伝わりに
くいんじゃないかと思ってますから、真摯に受け止め対応していきたいと思います。

106 高齢者・障が
い者福祉

  障害者独立支援法の中の支援に総社市でははばたき園というのがあります。この施設の利用者は保育年齢の方です。その子どもたちがなぜ、保育園は措置費
用で応能負担で、障害者であるためにはばたき園は応益負担にならなければいけないのかという疑問を解消してください。

その他 （こども課長）はばたき園と保育所では、保育所は保育料、はばたき園は契約といって徴収の形が違います。県、国から補助をいただくという形でこういうふ
うな形になっていまして、支払方法の違いは制度が違うということでご了承いただきたいと思います。

107 高齢者・障が
い者福祉

  後期高齢者医療制度が始まり、障害者独立支援法も3年前に始まりました。総社市では今後障害者や高齢者にどういう独自支援をされているのか、それから今
後する予定があるのか教えてください。

その他 （福祉課長）障害者独立支援法が施行され、変わった点は身体、精神、知的といった障害を一括してサービスを提供する。原則としては一割負担。市のほうの
独自の支援としては地域活動支援センターで１型、２型、３型として、それぞれ市の方から委託して、取り組んでいます。これから市としてどう考えてるかと
いいますと、一番大事なのは相談業務だと思っています。この方がどういうサービスを受けられるかなど相談業務を充実させたい。来年度から発達障害関係の
コーディネーターも一人増やし、市の社会福祉士等とも連携して対応していきたい。

108 高齢者・障が
い者福祉

  障害者自立支援法以降、吉備路学園やワクワクハンドベルなどの大人の施設、もしくは福祉作業所などで生活している人は法律が施行される前は大体３万２
０００円で生活できていて、医療費もかからなかったんですが、現在ではその倍以上のお金を払わなければいけない。実際に今負担が増えてる方に対して、市
としてどういう助成などを行なっているのですか。

市長   重度の障害をお持ちの方に年間１万円を支給しています。それから福祉作業所や吉備路学園などの大人の施設には仕事を斡旋したり、募金があれば優先的に
回す、パソコンを購入するなどやっています。さらに、フジトク物産で作りすぎた惣菜があればもらって、そういう施設に配っています。なかなかそういう部
分に手を差し伸べるのは難しいのですが前向きにやっていきたいと思います。

109 高齢者・障が
い者福祉

  介護認定が他の市町村に比べて甘いのでは。 その他 (介護保険課長）一般的には総社市の認定は非常に厳しいというご意見が多いように認識しています。総社市は認定調査を直営といいまして、嘱託員ではありま
すが、市の職員が直接やっています。手前味噌にはなりますが厳密で厳正な審査ができていると認識しています。
（市長）そういう意見があるわけですから，参考にして対処してまいります。

110 国保・年金  介護保険料と高齢者医療保険の方が１／２を超える場合には自動的に普通徴収ということで，いわゆる直接収めるかあるいは口座振替で収めることになるん
です。ところが考えてみますと，１／２を保険料が超えるというような低い年金であってもそれだけで生活していないと思いますので，できれば本人の希望す
る場合に，一方的に引くんでなしに，あるいは一方的にするんでなしに，本人の希望をちょっと訪ねていただいて，その範囲内で全額差し引いていただいたら
いんじゃないか，市長さんの方から国の方へ便がありましたら一応その辺の見解を問うていただきたい。

市長 上京しましたときに，厚生労働省にいってお話をさせていただきたいと思います。

111 国保・年金  私１１月に後期高齢者になり国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わる。でも、家内はまだ国民健康保険なんです。保険料がどうなるのかというの
を電話して聞いてみたら健康づくり課へ繋がり、健康保険の方は税金ですからわかりませんという話だったんです。しかし、国民健康保険が後期高齢者の受け
入れに変わるということは我々にとったら同じ線の延長なんですよ。僕はそのときに勉強しなさいよといったんですけれども、納税課の方から電話があって、
こうこうこうという説明がありました。ただ非常に解りにくいんです。人事考課をやることについてはやっぱり教育をして、その教育に対してどういうふうに
こたえてくるのかというのが基本になるんじゃないかというふうに思いますんで、どうぞこれからもよろしくお願いしたいと思います。

市長  職員の教育についてきっちりやっていこうと思います。これからは徹底して人事教育というものをしていきたい。市民サービスを更に徹底し，市民に解りや
すい説明ができる職員というものを作ってまいりたいと思います。

112 国保・年金   年金未納者が増えているので、年金を税金にするということを国や県に要望して欲しい。 保健福祉部長 年金未納者が増えていることは，問題です。
国のほうにも要望していくということで，ご理解いただきたいと思います。
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113 その他福祉   もっと大々的におもちゃの病院これを宣伝したらどうかと思います。
おもちゃの病院があるいうのをこういうことを大々的にＰＲしてボランティアの人もそうすりゃ次から次に子どもをつれて親子さんが訪ねてきたら，活気付く
んじゃないかなと，子育ての中にそれも入るんじゃないかなと私は客観的に考えて質問させていただきました。

保健福祉部長 総社おもちゃの病院というのがあります。これが偶数月の第一日曜日，福祉センターの方で行っています。それからもう一つがリサイクル手作りおもちゃゆう
ゆというものでありまして，これが毎月第４日曜日これはふれあいセンターの方でやっています。色々なご要望の中でこういったご質問，ご意見がありました
ということでお伝えいたしたいと思います。

114 その他福祉  総社市市民憲章に、明るい家庭を築きましょうと出とんですけど、私の周りに，家庭ごもりというんでしょうか、出て来れない人が家庭におられるのを聞くん
ですが、市のほうはどのように手を差し伸べているのか，どういうふうに考えられとんかをお聞きしたいと思います。

保健福祉部長  民生委員さん，福祉委員さんには，それぞれ家庭を回っていただいています。社会福祉協議会がやっていますふれあいサロンでは，高齢者、あるいは障害
者、子育て家庭など、孤立した状態を封じていこうということで、新たな取り組みがなされています。こういうものを更に広げていきたいというふうに思って
います。

115 その他福祉  昭和の福祉センターは現在4階建てであるが。高齢者にとっては、４階まで登るのは大変である。できれば1階でそういうものを考えていただきたい。 市長  上に登るというのも、お年寄りが上れるかというと肉体的にも登れないでしょうし、利用率も非常に低いと聞いており、重々わかっています。予算を伴うこ
とですから、なかなか難しいというふうには思いますけど、前向きに取り組んでまいりたいとは思ってるんです。

116 その他福祉   福祉の関係なんですが、ふれあいサロンや健康づくりの集いを通じてとマニフェストの中に書かれているのですが、社協の方と関係を連携してという理解で
いいんでしょうか。最近は福祉の関係は社協へ逃げているように思います。会員ということで1人１０００円、うちの町内からは１５万円出していますが、何の
恩恵も受けていませんし、福祉の関係がどうなっているのかも全然わかりません。連携をとってという言葉では実感がわかないのが実態です。その辺りを的確
に把握してみんなにＰＲして欲しい。

保健福祉部長  社会福祉協議会では福祉委員ということで約５００名の方に２年間の期間でボランティアをしてもらっています。市の民生委員や主任児童員などと連携を取っ
て活動を推進しています。会費につきましては合併によって旧総社市の５００円から１０００円に上がりまして皆様にお願いしています。今後とも地区、社協
を通じまして会費の使途などの報告を含めまして、ご報告させていただきたいと思います。

117 農林業  自給率は低くなっている。産業建設部長のマニフェストにある集団農地の設置をぜひ進めてほしい。 産業建設部長  高齢化や後継者不足などから農地の荒廃がありますので，これを解消する意味で，目標を立てています。

118 農林業  部長マニフェストで耕作放棄地の解消と農地の集積を推進し担い手が経営しやすい基盤の確保と書かれとんですけれども，最近はもう借り手でやってくれる
人も年をとってもうできないといって断ってくる人が多いんです。もしできなかったら荒れ放題になって、隣の田んぼの人にも迷惑をかけることになるわけで
すし、できなくなったときにはどうしたらいいのか。

その他 （産業建設部長）７月の末，山手の農業公社が市内全域を担当できるように県知事の許可をいただきましたが，現在の職員２名で全域の対応が可能か，軽四が
耕作地までいけない場合は耕作できないなどの課題がたくさんあります。
（市長）水稲作に対しての放棄地を解決するのが今後の行政の使命に変わってくると思うんです。総社市に営農団体が６つ，それ以外をカバーするものとして
農業公社というものがあると言いましたけれども，現在，市が農業公社へ一千万投資しています。農業公社がそれ以外で米を作って、儲かり，自立できるよう
な回転にどうにかできないかなというところを今模索しているところです。

119 農林業  総社市の農業の課題と展望について、どのように考えているのか。 市長   総社市には遊休農地が１５町ありますが，これを限りなく０に近づけたいと思うんです。今、総社市には７つの営農があります。それから、認定農業者が１
２４名。シルバーセンターが遊休農地解消に向けて動き始めています。それから、私が社長をしておる農業公社。私が将来的に農業用地も含めて、これらの団
体が同じテーブルで話ができていないと感じています。積極的にやっている人、ギブアップをしている人などを同じテーブルに集めて総社市農業改革会議のよ
うなものをこれからやっていきたいと思っています。

120 農業関連施設  山手地内のため池の水質が悪くなっているのでは。 政策監  現地を調査します。

121 農業関連施設  五反田支線及び東田支線の工事はいつになるのか。 その他 （土木課主幹）五反田支線は平成２１年度以降で，東田支線は今年度の予定です。

122 農業関連施設  新本川の西側の八代から下原を通って高梁川へ出ている”し溝”の改修（伊予部橋から下流の部分）を耕地課へ要望したところ，地元負担500万を出せばやる
といわれた。要望部分は，本当は，下原とは関係ない部分であるので，納得がいかない。この個所は平成20年度の要望に含まれているのか。

政策監  耕地課のほうから連絡させます。

123 農業関連施設  農業集落排水の配管を埋設している道路のアスファルトに数個所亀裂がある。水が入ると若干沈下もするし，凹凸もできて、ゆくゆくはアスファルトが傷ん
で、大きな工事費がかかると思います。小さいうちにそのほころび治していただければ、経費も少なくてまた、道路もめげずに済むんじゃないかなと思いま
す。

政策監  下水道課の職員か土木課の道路パトロールで，その個所を見つけて歩くというようにしますが、地元の方がお気付きになりましたら、市役所の土木課でも下
水道課でもよろしいから、ご連絡をいただければ、対応いたします。

124 農業関連施設  水路の道を広くしてくださって，交通は良くなったんですけど、私は百姓しょうりますから、その水路で足を洗ったり、鍬を洗ったり、入りょうたんですけ
ど、そこをふさいでしもうて，洗えなくなった。百姓のことも考えていただきたい。

政策監 調査し，後日，連絡させていただきます。

125 農業関連施設   耕地課へ池のつえているのを直してほしいとお願いしたら，つえた個所にポールを打っただけである。ポール打ったら危なくないんでしょうか。 その他 （耕地課長）池水を落とさないと、工事ができないんで、今はまだポールをさした状態です。稲刈りが終わって、池水を落としていただければ、そのときに確
認して、直させていただきたいと思います。

126 農業関連施設  固定資産税のことなんです。原地区のほ場整備は、ほとんど終わりました。私の場合は６反の田んぼがほ場整備のために４反に減らされ，いつその４反に
ちゃんと税金がかかるようにしてくれるんですかと聞きますと，平成２２年ぐらいまでかかるというんです。税金というのは公明正大平等にかけて欲しい。だ
から、払う義務もあるんです。それなのに５年間もほっとかれて腹が立ってるんです。固定資産税を改めて欲しいと思います。

政策監  県営事業ですから、県の担当者に聞いていただければ判るんですけど、最後に精算というのがあります｡そのときに不利益をこうむった人には，精算金が支払
われます。

127 農業関連施設   十二箇郷用水は６年前に改修され良くなりました。反面悪くなったところもあります。水位が低くなり，下のほうへ水が行かない。確認したら、２４枚が休
耕しいて，泉団地の前に休耕田が多いです。十二箇郷用水の改修、それからその後去年、一昨年ですか２０年度、１９年度に粟嶋様からまた本流のほうに水を
流すようにして、それだけ泉団地の前に水が行かないようになりました。それで水系図を作ってくださいと再三市のほうに言うんですが、なかなかそれがいき
ません。休耕田を減らすと作付けがうまい調子にいくように、管理がうまくいくようにする手立てはなんならというと、水路の改修だと思います。

産業建設部長   来週２月９日に耕地課が別の会議で農水省に行くことになっているので、そのときに現在の実態を踏まえて、農水省と協議しできるものは要望していきたい
と思いますので、もう少し時間を下さい。

128 商工業・企業
誘致

クラボウの跡地（ユニチカの跡地？）に何ができるのか。企業誘致の話はあるのか。 市長  ユニチカのパルパーゴルフクラブの練習場の跡地に大阪富士工業がやってまいりまして、平成２１年１月から操業を開始します。太陽電池のシリコンウエ
ハーという黒い鉱石をスライス、カットして加工するというそういうものですけど、月産４００万枚ということを目指していまして、それが本来フル稼働する
状況になれば、あそこに１５０名弱の雇用ということになります。それから、東阿曽に、コアテックの工場が平成２１年の春にオープンします。これも非常に
大きい工事になりまして、従業員数がコアテックが予定でいうと当初３５人から始まります。また，総社インターチェンジの西に巨大な流通施設が参ります。
これは全国大手がまいりますけれども、最低２社以上、これは会社の名前が今のところ言えないんですけれどもこれのペースでいきますと、３００人から４０
０人規模の大きなものになろうかと思います。将来的にはですね、いま線引きとか色々な問題があるんですけれども、企業誘致は精力的にやっていきたいとい
うふうに考えています。

129 商工業・企業
誘致

 紀文という会社を設立しましたけれども、実はどの程度の税金が入っているのか、多くの資本を投じても、それほど利益が出ないようでは困りますんで、地
元の従業員がどの程度おられますのか、こういう点についてお聞きしたいと思います。

産業建設部長  固定資産税は土地，建物，償却資産の３種類あります。土地については現在約１５００万円ぐらい。建物につきましては，建物が約６１億円それの１／２の
３０億くらいを １．４／１００をかけます。償却資産というも１０００万円単位で入ってきたと思います。それから法人税の均等割りというのがあります。
これが従業員によって数が違いますけれども、多分１５０万ではないかと思います。概ね今年度の税が入ってきているのが７０００万円程度ではないかと思い
ます。

130 商工業・企業
誘致

 企業誘致については，誘致で雇用が増えても，市内に住んで，介護や子育てにたずさわる人が増えるわけではない。企業を呼んでくるのも良いが、地元で何か
事業（農業,林業など）を起こし、地元で雇用が確保できることが一番いいんじゃないかなと思います。

市長  総社の有効求人倍率が０．９ということで，近い将来有効求人倍率が１を超える状況になると思います。現在も、パート部分では総社は人がいなくなってい
まして、厳しい状況になっていますが、同時にその介護部門に人がいないというのも確かではないかなというふうに思います。これからの総社の問題として考
えていかなければならないと思っています。

131 商工業・企業
誘致

  企業誘致について、是非とも他力本願ではなく、総社にはこういう特徴があるよということをＰＲしたほういいと思う。ＰＲの仕方は具体的にマニフェスト
に書いて、全国的にＰＲしたほうがいいと思う。

市長 企業誘致ですが、これはまず会社や企業が建設できない場所というのが非常に多くあります。おっしゃる通り特徴を捉えて、ターゲットを定めた企業誘致がで
きていないのは事実です。それを来年の目標としてやっていきたいなと思います。
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132 観光  福山山頂付近のトイレ設置についてはどうか。 産業建設部長  簡易トイレで検討しています。

133 観光  高齢化や共稼ぎなどにより、介護や子育てに必要な人手が不足している。このような現状を考えると，観光については，総社に住む人がもっと増えることを
一番の目標としてはどうか。

市長  観光は、この総社市の良さを全国的にアピールする、県内外ともに総社市の良さというものをアピールして、やはり総社に来てみたいと住んでみたいと、そ
ういったものを総社市の観光として、発信していきたいというふうに思います。

134 観光   個人的な意見ですが夏の花火大会は高梁川ではなく、せっかく良い観光施設があるので、五重塔をバックに花火大会をしてはどうでしょう。よそからの人に
も見応えがあると思います。

市長  花火につきましては、火事や観客席の確保といった問題がありますので、今すぐ結論を出すのは非常に難しいと思います。

135 観光   総社観光プロジェクトについての質問ですが、この委員会の中に総社吉備路ボランティアガイド観光協会のメンバーが入られてるかお尋ねしたい。もし入っ
ていないのであれば、直接苦情を含めた観光客の意見を聞いているこの人たちを是非加えていただきたい。

産業建設部長   観光プロジェクトには県内外の２０人で構成していますが、その他にも観光協会や商工会議所、商工会、市の職員など総勢７０人くらいで構成しています。
例えばその７０人のなかには，ボランティアガイドの方の意見を聞かせていただくために入っていただいています。

136 道路  三輪から黒田地区へのふるさと林道の工事の再開について 産業建設部長  解決しなくてはならないものが１，２件あるので，その辺もきっちりして，やっていきたい。もうしばらくお待ちください。

137 道路   市長も市議も選挙の時には頻繁に来て，地元のために尽くしますというが，市にしてもらったのは，上水道だけである。
  道路は，地元負担金を出せば，してあげますよと言われる。
市長とか市議会とか各部課長さんは各地区の道路状況とか地形を知っておられるのか。

その他 （土木課主幹）福谷の地区の道路事情というのは，よく知っています。大野へあがる道の防災工事ですとか，草田に抜けるよく石の落ちる道の防災とか，それ
から高梁川の堤防から田のほうへ入るところの道路改良ができないとか，そういうことが色々山積していると思います。
 土木担当さんと相談をさせていただいて，対処していくようにしますので，よろしくお願いします。

138 道路  古母池から西部縦貫に出るところで，非常に事故が多いわけです。あそこへ信号をつけてください。 市長 古母池と西部縦貫の交差点の信号機についてはこれは検討を加えたいと思います。大変申し訳ないと思います。

139 道路  足守から空港へ行く道は，現在，道が狭いし、まわっとるし、見通しが悪い、 岡山市分だから難しいんじゃと思うんですが、総社市から圧をかけて，整備
を進めてもらいたい。あの道を何とかせんと総社がどんだけ発展しても、出口がなかったらどうもならん。

政策監 岡山の方にお願いしときます。

140 道路  道路についてお聞きしたいんですが、総社バイパスの今後の計画というのはどうなっているのでしょうか。今ちょうど、あそこにきれいな道路が来ています
けれども、今後についてどうなるのか教えていただきたい。

政策監  現在，国土交通省の国道事務所が設計協議という格好で地元を中心に説明に歩いています。消防の本署までが次の計画になっています。 工期は，早くても
１０年前後ということで，今、地元協議しています。

141 道路  草田から学童の児童の通路にもなっている箇所で，一時間に何十ミリという雨が降った場合，流されてもつかまる所がない。なんとかつかまる所の整備など
をしていただきたいと思います。

政策監  土木課が，現地を見に行きますので、案内してください。

142 道路  県の問題であるが，下倉と塩田の間の道路だけが白線の点線で追い越し可能となっていて車がスピードをだして危ない。それに歩道もない。 その他 （土木課長）県の歩道の計画は，市営住宅から上へ大体３２０ｍくらいの距離で道路の工事と舗装とガードレールなどを今年するように計画しているみたいで
す。スピードの制限については，公安委員会の方で協議するので，市で決めれません。
 （政策監）いずれにしても、そういう要望があって、危ないわけですから、我々の方から警察に話をしてみて、またご返事いたしますので

143 道路  木戸の旧道のところには、歩道がないので，真砂土（３０ｃｍ）でも入れてくれたら道もできるんですけど。 その他 （土木課長）真砂土で道を作りますと、自転車がブレーキとかかけたら滑り転んだり道路管理者の瑕疵になるなどの問題も出てきます。
（政策監）真砂土の件は現場を見させてください

144 道路  歩道は，どういう優先順位でつけるのか，児童の多い、少ない関係なしに県道とか国道を優先してつけるか。 政策監  市で優先順位をつけるのではなく，事業主体で優先順位をつけます。国，県等の事業主体の方へ要望はしておきます。

145 道路  ドクターヘリコプターを降ろしていただければ結構なんですけれども。できればそのヘリコプターの離着陸場までの富山の道が細いので，かわせたり、Ｕ
ターンができる場所を土木なり消防なりと相談してして確保していただきたい。安心安全の生活ができるような配慮がお願いできたらとこのように思います。

市長  私もあの道を通ってまいりまして、非常にその待避所があればという思いもあります。ちょっと検討させてみてください。

146 道路  豪渓線の開通はＨ22年と聞いているが，安全な通行ができる中で開通してもらいたい。 政策監  その旨，県に申し入れをしておく。

147 道路  １８０号バイパスにおきまして、県立大学から南下して来る道と旧道の岡山方面に向かっていく道が信号の交差点で左右に複雑になっていますので、事故が
起こるような感じが見受けられます。
  平成２１年にJR服部駅の東側から県立大学の西側から県道格上げの新しい道を作っていただくわけですが、それが南下してバイパスにぶつかるところに、横
断歩道橋ができています。県道ができたときに、例えば車椅子や自転車の横断に関して明白にしていただかないと、横断歩道橋を渡るものだと思い込み事故が
起こると思います。

その他 （土木課長）その交差点につきましては、一度改良はしているのですが、人権・まちづくり推進課の方からもう一度警察の方に改良をお願いするということに
なっています。
  自転車や車椅子の横断につきましては皆さんが安全に渡れるように国交省と協議したいと思います。

148 道路   １８０号バイパスで植木町内北側の６００メートルほどがコンクリート舗装で、白色のペンキで分離帯が書かれていますが、色が混同してわかりにくいの
で、中央分離帯の縁石ブロックであるとか、車道側の縁石に反射シールを貼るなど対策をして欲しい。

副市長 警察との関連もありますので，その辺を注意しながら，管理する国の事務所と話しをします。

149 道路   県のほうの関係になるかもしれませんが、三須の通学路（４車線）へ歩道橋を置いてもらえるように要望していただきたいと思います。 市長  県と話し合います。

150 道路 ここの長野病院の裏、東総社から１２メーター経た道路が十二箇郷用水まできています。そっから向こうをバイパスへ１２メーター道路を連結してください
というんですがなかなかその話が前へいきません。国交省の関係になるのか、市の関係になるのか、私が聞いている範囲では市の関係になるそうです。是非１
２メーター道路がバイパスへ通ずるような形をお願いしておきます。

産業建設部長   バイパスの関係ですが、現在５地区で色々な要望なりを話し合いしています。その中でどういうふうなものが要望できるのか国、県、市道もあると思うんで
す。この話し合いの内容をまとめて、実態がどうであるかというのを国交省と話をしていきたいと思います。もう少し時間をいただきたいと思います。

151 道路   高速道路の総社のサービスエリアにＥＴＣのゲートをつけて、あそこから下りられるように道路公団に話をしてもらえませんか。そうすれば総社に来る人も
多いと思う。

副市長   ＥＴＣのゲートの設置は全国で行なわれているのですけれども、ゲートをつけるにはそこに道路がついていないといけない。多くの場合が普通車しか通れな
いとかありまして、大型も通れたり、すれ違いのできる２車線にしないといけないなど、色々条件もあります。私もサービスエリアにあれば便利だと思います
が、なかなか地図をみながら、どこに出た先を繋ぐとか考えると難しい面もあるので、今日のご提案を受けて、また考えてみたいと思います。

152 道路   ユニチカの南に道路が７メートルくらいあるんですけど、下水を掘り、水道を２回掘り、大変デコボコができています。激しいところは６、７センチの段差
が数ヶ所あります。道路を早く整備して欲しいと思います。

産業建設部長   これにつきましては現在大阪富士工業さんとユニチカさんと市でいつの時点でどのようにするかということを色々協議しています。もう少し待ってくださ
い。
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153 道路   大阪富士を企業誘致して、工事が終わった後、生活道をうまく直していくと言っておられたんですが、カルピスの横の２２メートルの生活道へは５０とか７
０トンのトレーラーが入ってきていて、舗装が薄いのでペラペラになってしまった。アンダーができ次第完全に舗装して直すということだったんですが、まだ
直っていません。 それとカルピスと伯備線の間の通学路が未だに整備できていない。

産業建設部長   カルピスの東側の道路は、区画整理事業といたしまして、平成２２年度までまちづくり推進事業という交付金のお金をもらってやっています。ですから２２
年まででに国の補助金の中でやっていきたい。用地は今草が生えて防犯上よくないということもありますが、できれば２２年の契約中に入れて、許可をいただ
いて、国の補助の中でやっていきたい。

154 橋  総社新大橋をつくるということについて色々ともめまして，なおかつ，新しい市長さんになってから消極的な形があるように見えます。
 今，審議会等をやられていますが，多数決でそのようなものを決めるようなものではないと思います。新大橋は即時に施工していただくというふうに考えて
いただきたい。これは我々イデオロギーでも何でもありません。地域のみんなの要望です。

市長  ４月から審議会を立ち上げまして，今まで市民が知らなかったこと，橋は，本当は一体いくらかかるのか，市の純粋な持ち出しはいくらなのか。設計図はど
うだったのか。渡った先のこの西側の議論はどうなのか。交通量は緩和されるのか，効果はどうなのか。そして，やめた場合は，もう着工してるわけですか
ら，一体いくら国に返却しなければいけないのか，など様々なことを市民に知ってもらう。そして市民にも感じてもらうこと。それが今までの総社市に一番か
けていたことだというふうに思うんです。それから渡った先の論議はどうするのか，以後のメンテナンスはどうするのかという論議もあるんです。様々なこと
を今審議会で議論していただき，答申を判断し，議員の方々とも相談して，最終的な判断を１０月までに決めたいと思います。

155 橋 市の財政が非常に悪いというところで，新架橋大橋を検討している。なんか矛盾しとるように思います。 市長  橋は無駄だと，もっとここの溝を直してくれ，道を直してくれ，地域に還元してくれという大なる意見があることも確かです。その狭間にあってどうするか
ということを、今、決めようとしているのです。ですから，お金がない中でこの橋をどう決めるのかというのは非常に私にとっても，重たい決断でありますけ
れども，これは市長として最終決断はやらなければならないと。自分だけのためではなく，市民のため将来のために、そして、財政を考え，橋の効果を考え、
市民が納得いく結果を出さなければならないと思っています。

156 橋  新架橋は，どのくらい特例債を受けているのか，路線は，はっきりした青写真はできとるんでしょうか。 その他 (市長）おっしゃるように，一体総額がいくらであって，西に渡った先はどういうふうに伸びていくのか,この橋をかけることによって，交通渋滞の緩和は一体
何パーセント緩和されるのか。そういうことがなかなか市民に開示されていない。理解されないままに決定してしまった。というところに一つ大きな問題があ
ると思っています。財源については財政課長から，橋をやめた場合，何億返還する可能性があるのかということについては，副市長から説明をさせます。

(財政課長）新架橋の方の財源ということですけれども，全体の事業費が約６１億円ということでありまして，国の補助金の方が５５％で約３３億５０００万円
で，合併特例債の方が２６億円ということになっています。

(副市長）途中で事業を打ち切る，当初の目的を達しないということになれば，当初の約束と違うんだから，それについてはお金を返してくださいという形にな
らざるを得ないということであります。ですからこれまで新架橋については今まで約8億円のお金を事業費として全体で通してきていますので，最大でこの８億
円を返さないといけないということになります。当初の目的とは違うけれども，ここまでは事業としての効果が現れてると認めましょうというところについて
は，その際は国と市との協議によるというところであります総社市が決められた事業がきちんとできないということに成れば，今後の事業採択についても，ハ
ンデは可能性として生じると思います。

157 橋 山田川の真中に土が盛り上がったように溜まっているので，大雨が降ったときに,川の流れが土手にぶつかり危ない。あそこの土を何とかしていただけないんで
しょうか。土をきれいに一回さらえていただけないでしょうか。（川の草刈も含めて）

政策監  山田川は県の管理になるので、県の土木課の方に強く要望していきます。市の耕地課からも現地を見に行かせます。

158 橋  市長さんが立候補するときに，橋は，市の金を使わずにただで架かるようなことを言われたので，金は国からもろうて来るじゃろうと思っていた。今になっ
て、架けるときには市が４５％で、５５％が国から補助がでると。その後は特例債を使うということになると、市の金と同じじゃないですか。

市長  初めて挑戦した選挙で市の持ち出しなしに国に橋を架けていただこうという話をしました。で、私はその選挙で落選をいたしました。その結果として、平成
１８年の３月に１２対１１という一票差で市が主体となって橋を架けるという議決がなされ、今のこの橋が着工するということにいたりました。その時点で、
国で架けるという話は０になりました。
 私が落選したらそれで終わりだという、そういうんじゃなしに、私が落選して、その後に市が主体としてやるという形で、議決をしましたからそれが重たい
んです。それをひっくり返すというのはどうせ毛頭できないものですから、それは前に行かざるを得ないという状況になるんです。しかし、平たく言いますと
６５億円のうち、大体８割を超えた部分が国の補助と解りやすくいうと、そんなことになりますから。持ち出しが少ないところは最も少ないやり方であること
は間違いない。

159 橋  橋の設計図も何も見てませんが、聞いていますのはトラス橋で、その鋼材は耐候性鋼板を使うというようなお話を聞いていますが、それでいいんでしょう
か。
 桁の種類は何でしょうか。

その他 （土木課長）６径間連続箱型桁橋で箱、四角の耐候性鋼板で箱型です。

160 橋  日羽川が非常にいたんでいますので、川や溝やらわからん状態です。堰堤も壊れ、川の中に木が生え、草が生え、そういう状態ですので、何とか整備してい
ただきたい。

市長  その話はよく聞いていますので、県とも話し合って、またご返事させていただきます。

161 橋   この下倉地区は、蛍を大事に育てていこうというような運動もしているのですが，蛍は，６月の下旬から７月にかけて交尾をして卵を産み付け，その卵がか
えって、川の中に入るのがお盆ぐらいになります。今年，谷川の草刈りを７月にされたのですが，土木の人に７月にするのは都合が悪いんじゃないかと、言い
ましたが、決まった日に一斉にやらなきゃ駄目なんだというようなことを言われました。蛍のことも考えて、お盆が過ぎた頃にやるというようなことができん
もんかと一つお願いするんですが。

政策監 県事業だと思われるので，備中県民局に地元の事情をよく聞く様に言っておきます。

162 橋  総社新架橋の話がありましたけれども、もともと橋をかけないという対立でしたので、そのことを少し話したいと思うんですけれども。最終的には議会の中
で橋をかけようという方々が一票差で勝ちました。それをあなたはどのように理解されているのかわかりませんけれども、やはり最終的にはあなたもかけるこ
とに賛成をされたと私は想像しています。ですから、有利なような話をせずに、もう少し理解をされたお話の仕方はなかったものかと、私はそう思うんです。

市長  私が最初に選挙に出たときに、この橋の問題については国県でやったらどうかと申し上げました。その結果として７０票差で落選をいたしました。それがす
べてだったと思います。その後１２対１１で議決をされ、今日、山口先生、多田先生、渡辺先生来ておられますけど、一票差の薄氷を踏む差でありました。そ
れが民意です。そう受け止めています。

163 橋  高梁川新架橋が架かった後に，水内橋が架かるということは大体聞いとんですけど、橋げたが傷んどんじゃないんかというように考えているので，できるこ
となら調査して点検してもらえれば幸いに思うんです。

市長  幸いにも岡山県議会議員、小野県議、江本県議、わが総社市２人抱えていますから、我が市としても，県議と共々に陳情活動はやってまいりたいと思いま
す。

164 橋   国府川の改修工事が遺跡の発掘や，スイゲンゼニタナゴの生息,予算が無いということから遅れている。両岸が崩壊し，崩れては直し、崩れては直しで継ぎ接
ぎだらけになっている。このままでは，大水が出たら水没する地区もあると思うので早急に何とかして欲しい。

産業建設部長  スイゲンゼニタナゴは大事にしていかなければなりませんが，ご承知の通り、工事は国の補助金をもらって下流からある程度のメーター数やっています。こ
れから先もお願いしながら、少しでも早くということでやっていきたいと思っています。

165 橋   北公園のところの河川が三方護岸になっています。しかし１０年かかってきれいにしたこの川も、今後，三方護岸の工事をすれば生コンの汚染の被害が下流
におよび生態系も破壊するような影響がでます。ですので、これからの用水路の工事などには特に気をつけてください。生コンを使うのを最小限にしてくださ
い。

産業建設部長   現在、市の財政状況が厳しい中で工事などのご要望に沿える部分と、そうでない部分が出てくると思います。工事自体も少なくなってくるんではないかと思
います。しかし、工事ができるということであれば、そういうふうな工夫も検討していきたいと思います。

166 橋   六箇郷用水ができて、それまでの用水の半分がもう総社を通りすぎて、長良の南側へ流れ、松ヶ鼻処理場から水が岡山市内に引かれている。今まで総社市内
に流れていた水の半分がそちらに行って、水が少なくなり、その影響で前川の川底に草が生え、どぶ川になっている。用水の管理でどうにかなることなので、
よく考えてやってほしい。

産業建設部長   前川に関してはごみが非常に出ていて、水が流れてないので非常に汚くなっているという実態があります。それを受けて、備中県民局に正式にお願いに上が
りました。年度末の予算、あるいは年明けの２１年度の予算に向けても、県の方で全部して欲しいというのではなく、総社市でも、それから地元でもやります
ということでお互い協力しながらやっていこうということで協力を申し入れています。

167 橋   ５月に十二箇郷用水を掃除して、そのあとまた水を流すということを聞いています。しかし水を完全に止めてしまうと、色々な魚が死んで、前川に浮き、そ
れを毎秒９トンの水を再び流すと、その死骸が児島湖に流れてしまい異臭を放ちます。ですから、完全に水を閉めてしまうのではなく加減して、生き物を大事
にしながら掃除をしていただきたいです。

産業建設部長   田んぼのことを考えますと、きちんと止めてやってしまおうということであります。魚や異臭がそこまでの状況になるのかということが私にはわかりません
ので、耕地課、十二箇郷の事務局を通して、水の加減をしながらの清掃が可能かどうかその辺りを検討していきます。

168 橋   大谷川は１５００メートルほどの川で上流の北公園を含めて５００メートルくらいが半面補強で、下流では護岸もできていない。川が非常に狭く、奥が浅い
ので台風や大雨が来ると、必ず水が出る。そうするとごみが出て、土木担当員も困っています。土建屋さんに頼まなければいけないこともよくあります。土木
担当の要望事項として大谷川の改修をよろしくお願いします。

産業建設部長   この管理ですけれども、予算が厳しいのでなかなか要望に応えられないというのが実態です。部分的な改修でも市でできるようでしたら、取り組んでまいり
たいと思いますので、また実態を把握しながら土木課なりと協議をしていきたいと思います。
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169 都市景観  都市計画のマスタープランには，清音の開発でやらなければならない事がまったく入ってない。県道清音真金線を軸に，３セクなどで，市街化や中型のスー
パーを造るべきと思う。清音エリアの発展を考えてほしい。
 住民でありながらマスタープランの冊子を１５００円で買わないといけない。

産業建設部長  市街化は，岡山県南都市計画のなかで考えていかなければなりませんので，大変むずかしい問題です。
 スーパーについても，ご提案のあった３セクのようなことはむずかしいと考えます。
 販売については，最低限の価格にしています。

170 都市景観   北公園の中に親水公園がありますが、肝心なときに雑草が生え、子どもが入るにはどうかなという状況があります。子どもを水に親しませる為に公園を作っ
た、当時の市長の気持ちを汲んで、その時期には草を取って、子どもが遊べるようにしてください。

産業建設部長   公園については町内会やシルバーにお願いをしたりしています。予算の都合もあり、実際には時期的に草の生える時に年に何回かしかできていないところも
あります。しかし、困っているからどうしてもやって欲しいという場合には都市計画課にご連絡いただいて、実態をみまして、やらなければいけないことを
やっていきます。

171 都市景観   総社の駅、駅前は素晴らしい。しかし駅から一歩外に出れば何もない。美しい街もいいですが、人が集まる街にして欲しい。現在は駅の乗降客だけ。よそか
ら人がきても駅から歩いていけるところに何もない。お茶を飲むところも、食べるところも、土産物屋もない。井原線の記念日にはたくさん人がこられまし
た。ああいう催し物が年に何回かあればもっともっと人が来てくれるのではないかと思います。

市長  駅そのものはエレベーターも増設して、始動しているのですが、駅前がなかなかにぎやかにならないというのが一つの大きな課題です。れとろーどを駅前まで
延長するなどの意見もありますし、実際ワンコインデーのような催し物のときには井原や神辺からたくさんの人々がきたわけですから、何か工夫をすればもっ
と来ていただけるのではないかと思います。駅を降りたときには暗いとか、お金がかかるからできないという部分もありますが、いろいろ工夫して駅前整備を
前向きに進めていきたいと思います。

172 その他産業建
設

 産業部長マニフェストのなかに土木担当員要望の採択率５０％となっているが。私が土木担当をしていたときは，予算がないから要望は出すなと言われまし
た。去年はそうでした。要望書を出すなというのに５０％というのはないと思います。

その他 （建設部次長）全地域を何個所か決め,ばらつきのないような執行にするような方向で,執行率を０％と５０％そういうふうな差がつかないように全体的なバラ
ンスをもってするような計画でやっていきたいと思います。
 ・採択件数 平成１９年度６７２件，２０年度７２６件
 ・予算 平成１９年度 １億３４１９万５０００円 ２０年度 １億５９２４万円（差し引き約２５００万円程度の増）
（市長）均等に公平に，できるだけちっちゃい工事で多くの個所を標的には考えています。意に沿うようにしたいとは思っています。

173 その他産業建
設

 土木委員から，市へ，三年、四年前から，工事の要望を出しているが，まだ一個所もできてない，市内全般をどのような順番で行っているのか。
 また，毎年，同じ所を要望しているが，その都度，要望書や地図等を作成している。一回要望したら，その個所が終わるまで，要望書や地図をとっておいて
頂いてはどうか。毎年作成する必要があるのか。

その他 (産業建設部次長)採択の順番は,緊急性を優先した順番で行っています。土木課だけで言いますと、５２１件本年度要望がありまして、採択になっていますもの
は２３３件で、４５％です。これを５０％にしていくような目標を掲げています。
 土木委員の中でも，毎年同じ要望を出し続けて手間がかかるとそういう意見がかなりありまして、現在，なんらかの形で見直しをするよう話を進めていま
す。

174 その他産業建
設

 土木を担当させてもらってるんですけれども、毎年十件，道路の舗装をしてもらいたいなどの要望を出すんでが，そのうち１件か２件やってもらえて，あと
９件８件残ると，また，来期に同じ要望書を新たに作成しています。毎年，同じ書類を作成するのは，無駄でもあるし、どうにかならんかなと思います。

その他 （産業建設部次長）継続するようなものについては、新規要望と同様に全部位置までちゃんと書いていただかなくても、よいような方向で、見直しをしていく
ように今考えています。
もう少しすると要望の案内がいくと思いますが、その中で見直しを考えたいと思います。

175 その他産業建
設

 田舎に住んでいますと、草刈が仕事なんです。ほとんど市道の周りも、個人で刈っておられます。自分が住む所だからきれいにするのはあたりまえなんです
が、それをなにかの形で、町内へでも手当てをいただくことができんかなと、みんなのつながりをこれからずっと作っていくというふうな形をとっていただけ
んかなと、要望いたします。

政策監  土木担当さんを通じて地元へ経常費というものがでています。これは，年に何回かの草刈、道の管理でどこの地区も使われていると思います。言われるよう
な方法が一番いいんですけれども、そこまではできかねるというのが現状です。ご理解のほどお願いします。

176 その他産業建
設

 市道の草刈をボランティアでやってる人もいるようなんですけれども、高齢化が進み，人が減ってきている中で、市道の草刈は大変である。是非、お金を出
して、シルバーを頼んだり、なんらかの方法で対処を考えていただきたい。

その他 （土木課長）草刈の件でありますが、基本的には道路水道を守る会というのがありまして、住民の方にやっていただくのが基本でありますが、昭和地区で高齢
化が進んでいるというのは各方面から聞いていますので、相談にきていただければ、業者なりシルバーなりそういうところで、対応させていただこうと考えて
います。

177 その他産業建
設

 このような所で、色々要望とか、陳情とか色々出てくるものを聞きますけども，地区に対して，こういう要望が出ましたというようなことを配信していただ
ければ、この会もより有効に利用できるんじゃないかと思います。
 地域に対して，市の公共事業の工事期間や何時から何時までやるというような詳細な連絡がない。ある日突然看板が立って工事をしている。国道にしろ、な
んにしろ、全部地域にそういう説明をやりますよ、回覧してください。
  公共事業のやり方といいますか、どのように考えられとんか判りませんけど、私らがこういう事をやってくださいよと要望しても、これはできません、あ
れはできません、（地元で）やってくださいと，まったく一方通行です。実際マニュアルがあるんですか。部落に対して、地域に対してこういう工事をやりま
すとか、いついつ期間やりますとか。そういうことに対してマニュアルがあるんですか。

政策監  マニュアルというのはないですけれど、地元には土木担当さんがおられますから、事業の詳細については，市から担当さんに話をしています。ですから，そ
の地区内には伝わっているというふうな理解をしています。
 土木担当会議で，徹底するようにします。

178 その他産業建
設

 総社市が管轄する下倉橋から草田に抜ける堤防の草刈を土木にお願いしたら，３日後ぐらいに，業者さんが決まったんで早急にやりますといって電話があ
り，それから，８日後ぐらいに刈ってもらいました。あそこまで伸びる前にもう少し早く対応してくださるようお願いします。

産業建設部長  堤防の草刈りですけれども、連絡して８日目ということでありますが、書類の手続きがあったとか思うんですけれども、できるだけ早く対応していきたいと
思います。

179 その他産業建
設

 去年、うちの裏の崖が５０ｍぐらいつえて，市に見ていただき、危険個所ということで県からの補助で工事していただくことになったが，最初，工事費が５
０ｍが５００万と言われ，次に２００万、その後１５０万になり、今年の９月になって土木委員さんから部落長さんへ連絡があったのは１００万とだんだん少
なくなり，来年の工事になると言われた。どうなっているのか。

その他 （農林課長）確認してまたご連絡したいと思います。

180 その他産業建
設

 下倉の市営住宅の草刈りはどうなっているのか、下倉としてはメイン通りでいいところにあると思うが，草を刈られんから、歩道の邪魔になるくらい草がはえ
て，体裁も悪い。

政策監  市営住宅の敷地内のことなので，都市計画課に見させて、草を刈らせます。

181 その他産業建
設

 農業に関しまして、ここに耕作放置地の配慮とか、農地の集積だとか、担い手だとか色々出てきますが、米を作るのには労力が必要，３メートル以上ののり
の草刈りやイノシシの害に非常に困っています。

市長  中山間地域の農業問題老齢化、あるいは過疎であえいでいる。なかなか本当の救いの手が差しのべられていないというのが現状だろうと思います。今後いろ
いろなことを教えていただいて、私達がどういうことができるのかということを研究したいなというふうに思います。

182 その他産業建
設

  当富山地区は非常に過疎化が進んで、道路の草刈ができていないところが多い。後継者がいない。将来的には，何らかの方法でやっていただきたい 政策監 年老いた方が，草刈り機を持つのも限界がありますので，今後の検討課題とします。

183 その他産業建
設

 市の草刈の人夫の単価では，草刈ができない。
（営農組合の草刈の単価は1200円/時間，シルバーは，9300円/7.6時間である。）

産業建設部長  草刈については，どの地区も，道水路を守る会の予算内でお願いしているところでありますが，全市にわたる問題ですので，今後の課題とさせてください。

184 その他産業建
設

 土木委員を通じて市に要望を出したのだけれども、返事が何もなかった。できないのであれば、理由やいつできるのかということを伝えて欲しい。 産業建設部長  普通であれば，要望は，土木担当員さんを通じて来ているのだと思いますので、どういう状況であったのかを詳しく教えていただきたいと思います。検証し
て，また土木担当さんへお知らせします。以後気をつけてまいりたいと思います。

185 その他産業建
設

 土木委員についての質問です。土木の方へ道路の改修などのお願いに行くと土木委員を通してでないと話を聞いてくれない。あそこを通せ、ここを通せとそん
なの必要ないと思います。もし必要だというのであれば、各部落を誰が担当しているのか広報紙に載せるべきだ。誰が担当なのかわからない。今は道路が壊れ
ていても、川の掃除が必要でも報告していない。
  うちの周りには町内会が小寺も東も元町もあるので誰がやっているのかさっぱり解らない。今防災のことなどもどうなるんだろうと思います。近所同士もい
いように行っていないので。

産業建設部長   土木委員は町内会、地元の公民館、その時の土木委員等が協議をして推薦しているのが実態なので、周知徹底できていると思っていました。現在１４１名土
木委員さんがおられますが、全員を広報紙に載せるとなると広報紙が分厚くなってしまいますので、考えておりません。地元での話し合いのなかで、土木委員
について話し合っていただければと思います。
  土木担当委員は非常にかぶっているところもあると聞いていますし、離れているところもあると聞いています。今までここは３人いたけれども、２人になる
など色々な区域があるんです。ある程度色々なことを協議いたしまして、エリアを川でいくのか、道でいくのか、建物でいくのか等や、町内会でも属地主義、
土地で分けていくのか属人主義、人で分けていくのか等色々ありますのでまた協議させてください。
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186 その他産業建
設

  サンワーク総社で講座を持っているのですが、講座生がお年寄りということもあって、暑さ寒さに敏感です。何度以下だから冷房は入れないとか、何度以上
だから暖房は入れないとか言われて、我慢して受けて、気分が悪くなる人もいるのです。冷暖房費を取ってもらっても構わないので、冷暖房を使わせて欲し
い。

その他 （産業建設部長）実態がよくわからないので、実態を調べ今後の対応を考えていきたいと思います。
（市長）やります。

187 その他産業建
設

  以前、自分の住んでいるところではないところの道路に危険個所を見つけたので、市役所に直接出向くと、土木委員を通してもらわないと困ると言われた。
危険なのでいち早く知らせないといけないと思い通報しました。自分の地域の土木委員であれば解るけれども、よその地域の場合は市役所が話を受けて、その
地域の土木委員に連絡を取ってもらってればいいんじゃないでしょうか。

市長  土木委員に関しては基本的にはそのエリアで発生した土木工事はそのエリアの土木委員さんを通じてその地域の総意としてだしていただくことなんですけれ
ども、今回のような件に関しては市が承ります。

188 その他産業建
設

  自動車が落ちるような危険個所については総社市民に限らず、どなたが連絡しても現場確認は市の担当課がいかれたらいいと思います。通常の土木行政の要
望であれば１１月にまとめて地域の土木委員さんがやるようになってますが、危険個所については、例えば通勤の行きかえりなんかで見つけて、市の方が対処
すればいいと思います。

産業建設部長   先程市長が答弁したように、危険個所に関しては市が承って、現地を確認するなり、その地域の土木委員に連絡するなり、市のほうで担当していきます。

189 議会・議員   市議さんの定員の是正とかそういう考え方があるのか。 政策監  市会議員さんの議員の数ということになりますと、議会の方が担当になりますんで、私どもの方でとやかくとはいうことができません。

190 議会・議員   今、地方の自治体で市議会議員の定数、議員報酬などを見直して欲しい。民間でも人員削減、報酬カットが行なわれているので、行政も見直すべきでは。前
回の１７年度の市議選のマニフェストを読み直していました。２４人の方は実際に実現されたんでしょうか。選挙のときの気持ちを今も持ってるんでしょう
か。市の財政も困窮しているのでもう少し考えて欲しい。最後に行政ばかりでなく市民の意識も、もっと総社をよくしたいと考えて欲しいです。

副市長   議員報酬等については議会中に議論していただいて決めていただくことなので、執行部のほうで直接話を出すというわけにはいきませんので、市議会の方に
直接要望等を出していただくという手続きをできればお願いしいます。

191 議会・議員   総社市議会を改革して欲しい。今のやり方というのは納得できない。同じことを口が渇くほど何度も喋る。何の意味もないことを喋るので見るに見かねる。
本当の議論を戦わせて欲しい。

副市長 今日は議会の方もご出席いただいてますし、執行部の方もしっかりせよとのことなので、お話を検討していきたいと思います。

192 教育施設 公民館の建替えのために買い増した土地は，どうなるのか。 その他 （市長）公民館は，支所の２・３階を改修することで計画しています。平成２１年度に設計，平成２２年度に改修予定。
（教育次長）購入した土地については，全市的な視野で審議会が検討中で，年内に答申予定です。

193 教育施設  西公民館の冷房設備の効きが非常に悪い。全館を冷房装置を改修するというようなことになると，かなりの費用がかかってくるので，必要な場所のみ単品で
クーラーを設置するというようなことをすれば，経費も安くてすむのではないか。

教育次長  今までの吸収式ボイラーをたいてというやり方から，それぞれの単独方式いうものに，それぞれ単独の部屋に冷暖房機をつけていくというやり方で改修して
きています。西公民館についても，状況を見ながら継続的に対応していきたいと思っています。

194 教育施設 幼稚園の統廃合
(統廃合し，浮いた経費を，土木担当員の担当経費へ若干上乗せしてはどうか）

教育次長  幼稚園の統廃合ですけれども，これは非常に難しい問題です。幼稚園の子どもが通える距離等様々な問題があります。それとまた，それぞれの地域の歴史，
それから思いというのもあります。教育を進めていく上でどういう形のものがいいかというのもありますので，現在、私どもは就学前教育，いわゆる幼稚園教
育，保育園教育というものがどうあるべきなのかということの研究会も今年度から立ち上げています。そういった中でも研究してまいりたいと思います。

195 教育施設  学校施設の耐震設計，耐震診断，耐震補強の計画で，２０年の４月時点での耐震化率５３％を２２年度に５７％にする目標だが，財政面から考えても，これ
では，完全に耐震化が終了するまでには，１２，３年以上かかるんじゃないかと思われる。子どものために安全安心いう話をしておられたが，大切なことがで
きていないのではないか。これを一度考え直していただきたい。

その他 （市長）もっとも危ないだろうと思われるところから，耐震検査に入っています。その耐震検査の結果にしたがって，耐震設計ということになります。おっ
しゃるとおり，耐震には力点をおかなければいけないんですが，国の補助体制が平成２２年の３月３１日で切れるもんですから，そこの対応については全国市
長会でも，もっと文部科学省がその補助制度を存続すべきだというせめぎ合いをやっているところです。
（教育次長）確か言われたように平成３０数年位までかかる計画です。しかし，今，優先度調査に従いまして，危険度が高いという順番でやっていますので，
後の方になってくると若干大丈夫な部分も出てくると考えています。今やってる総社中学校と昭和中学校の耐震診断の結果を見ればある程度後の状況がわかり
ますので，それによっては計画を早めていったりというふうに思っています。

196 教育施設  阿曽分館は今までにない立派な広い用地を確保されているが，久代分館につきましても，大変狭い駐車場と老朽化した施設で辛抱したわけですから，ぜひと
も広い用地を確保するよう働きかけていただきたいと思います

市長  今までの久代の分館では厳しいものがあろうかと，そういったものも良くわかっています。今，阿曽をやっていますので，阿曽の次は久代ということで進め
てまいりたいと思いますので，これは約束したいと思います。

197 教育施設  以前，昭和小学校で合宿等に使っていたセミナーハウスの有効利用を検討していただきたいと思います。 公民館の4階まで上がってくるのは大変だったと思
うので、代わりに利用できるんじゃないかと思います。

教育次長  セミナーハウスは、現在は実質活動としては使っていないというふうな状況だと思います。この有効利用ということにつきましては、学校の方とも相談しな
がら、今後、学校の方が使う予定があるのかないのか、ないんであれば、また新たな活用方法というものを、また、地元の皆さんと相談させていただきたいと
いうふうに思います。また、ご返事させていただこうと思います。

198 教育施設 下倉分館前の県道の交通量が増え，駐車場から出る際，非常に危険である。出口を改良してはどうか。 産業建設部長  現地を見させていただき，県道ですので、備中県民局と協議しながら、どういうふうにどうしたら一番いいのか、県にお願いしたらいいのか、あるいは市で
全部対応できるものか、ちょっとその辺り時間いただければと思います。

199 教育施設   今後できる阿曽公民館について、たくさん人が集まるような施設にして欲しい。そのために健康器具などを無料で使えるようにして欲しい。 教育長 阿曽公民館については来年建設をする予定です。現在地元の方と協議させていただいています。よりよいものを作っていきたいと思います。

200 教育施設   吉備路アリーナの使用願いというのが、３ヶ月前からで、優先順位があります。１番が国体等で、２番が学校関係、３番目が一般にあたるといわれました。
全国の方が集まる講習会を予定しているのですが、そういった全国から人を集める場合、通常は１年なり半年前に言っておくわけですから、３ヶ月ではなく、
優先順位なども廃止していただきたいと思います。

教育次長   体育施設の利用なんですけれども、皆さんに利用していただきたいのですけれども、土日に集中したり、色々な問題があります。そこで、全国規模のもの、
地域の体育協会の催しをある程度優先して、一般のものは３ヶ月前ということです。何年も前から全部入れてしまうと、地元の方が利用できないということに
もなりますので、皆さんに平等に使っていただきたい、よその大きな大会も招聘したという思いもあります。そういった形で、現状すぐにというのは難しいで
すけれども、一番よい方法を探していきたいと思います。

201 学校教育  十日町市との友好交流事業をいつまで続けていくのか。 市長  この事業は，とても良い事業と思っています。十日町市が一生懸命なら，こちらも一生懸命続けていきます。

202 学校教育  特別支援教育の高等部について，どのように考えているか。 教育長  設置してほしいと考えているので，県へ要望していこうと，署名運動をしていこうとしています。

203 学校教育  毎日，人を殺したというニュースが多い，われわれが子どものときは，人を殺すのは悪だということがわかっていたが，今は平気で人を殺す。
子育て王国というが，育てるどころか，人殺しをしない大人に育ててもらいたい。

その他 （市長）適切な子育て，適切な教育によって，社会に貢献できる人物を作る事。適切な教育，子育てによって，隣人，人を愛する人物をつくること。この二つ
というものが，私に子育てあるいは教育をさせる理由なんです。そういうことで，子育て王国を作っていこうと思っています。私は現場主義で行こうと思って
いるのですが，教育長とも色々お話をしたりしていますが，私は教育論にくちばしをはさみません。教科書がどうだとか，カリキュラムがどうだとか，そうい
うことは一切いたしません。私はインフラ整備係だというふうに思っています
（教育長）この神在地区の子どもの育成につきましては，地域の方が皆さん一丸となって，教育に協力をしていただいている。特に「神在っ子すこやか育成
会」ほどまとまって一緒に子育てをやっているというところはないと思っています。なかなかここの地区のような取り組みができないというふうなことのよう
です。今後は総社市内，市外の人にもこの地区の地域での子育て，これを広めていけばいいがなというふうなことを思っているところです。

204 学校教育  地場産品を給食で採用されてるということで，どの程度全体で占められているのか。地元でどんなものが取れているかということを認識することも大事であ
る。

教育次長  現在学校給食に使われているお米につきまして，すべて総社産のお米を使っています。それからあと，にんじんあるいはたまねぎ，ジャガイモ，ピオーネ，
ズッキーニ，シモンイモなどがあります。栽培する時期の関係で，年間を通じてというのは，なかなかできませんが，栄養教諭が，今日の何々はこういう人が
作りましたということを教える授業もやっています。
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205 学校教育  学校給食のことですけれども、地場の産物を入れて魅力ある献立で子どもたちの食育をしてくださっているようですが、いま中国産の物の中に危険なものが
混じっているというようなものが問題になっていますけれども、総社市ではどうか。

教育次長  今回問題となったものにつきましては、私の方も業者なり力をいれて、品目とか色々確認して、あるいは業者等に連絡していますけれども、現在問題のもの
については使用してないということです。今後も、やはり子どもたちが食べるものですので、食の安全というものには万全を期していきたいというふうに考え
ています。

206 学校教育   選挙において，投票率が非常に低い。投票率が１００％に近づくよう、学校でも教育して欲しい。
  道徳教育についてですが，今，犯罪が非常に多い。なぜ，犯罪が起きて，何がいけないのかということをホームルームの時間を利用して，子どもに教育して
ほしい。

教育長  義務教育の中ですぐにとはいきませんが、選挙についての教育はしていますが、更に投票率を上げることについて教育をしっかりやって欲しいということを
伝えたいと思います。
 道徳教育については，道徳の時間をはじめ各教科の中で、指導できる場面において指導していただいている所です。犯罪についても，非常に大切なことなの
で、道徳教育の中で取り上げていきたいと思います。

207 学校教育   中学生と地域との交流を大きなテーマにあげられていたと思うが，そうであれば，せめて運動会や文化祭を地域の人が来やすい土日にしてはどうか。 教育次長  市内４校の中学校で昭和中学校だけは日曜日に開催していて、市内の小学校、それから他市では岡山市も日曜日開催なので、日曜日にできないということは
ないんです。そのような要望があったことを充分に学校に伝えて今後どうするか一緒になって考えていきたい。

208 学校教育   総社小学校での性教育の内容が過激であった。小学校で異性の体や性について教育をする必要があるのか理解できない。是非、市長や皆さんには小中学校の
性教育を監視監督して欲しい。加えて教育委員会にはこのようなひどい教科書を採択しないようにしてほしい。

教育長 総社小学校では性教育をしないというのではなく、性教育の中身を検討して変えたという報告を受けています。性教育は教育課程の中に位置付けられており、
性教育の仕方は学校で工夫をしてやっています。これから更に各校長、性教育の担当教諭と検討してまいりたいと思います。

209 学校教育   昨年、全国学力調査がありまして、岡山は全国平均をどの教科も下回っておりました。市場原理主義が学校にまで押し込んできて、学校が荒廃してしまっ
た。総社市として県にも示せるような対策を作って欲しい。それに、マニフェストの中にも学力の向上というのがなかった。何かで読んだのですが、市長さん
は市内の学校を周られて、そのとき特別支援学級で足が止まるというのをどこかで聞きました。私の推測ですが、そこには教育の原点があると思います。現代
の学校、子ども、教員の状況を考えていくと、何が学校を荒廃、分断したのかというものに思いが至ると思います。教育にもう一つ元気を出して欲しいと思っ
ています

市長   そのことについて、教育長と話をしなければと思っていたんですけれども、やっぱり岡山が学校の成績が下から数えて２、３番というのはどうかしてると思
います。やはり総社市は教育先進市になっていかなければならない、子育て王国の次は教育日本一。そういうものをテーマに掲げ、整合性を持ってやっていき
たいと思います。こどもの将来を考えている先生などいい先生はいっぱいいますので、そういったものを更に高いいただきに導いていくのは新たな政策がいる
のではないかと思いますので、これからも勉強していきたいと思います。

210 生涯学習   東公民館の講座で，小学校３年、４年をターゲットにしたものは，年間６００人くらい集まるが，かたや大人の講座になると、大半が６０歳や７０歳くらい
が利用するというような形になっています。行事を行う際に，後に繋がるようなPRをしてはどうか。

その他 （教育次長）若い者がなかなか集まってこない。そういったことで、地域のみなさん、各公民館長、各職員にですね、そのあたり充分話し合った上で色んな行
事を考えていくような工夫や話をしていきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。
（教育長）公民館活動が，少し停滞しているなと思っています。これは市内どこの公民館にもある傾向ではあるんですが、その原因について今後少し研究し
て、皆さんとともに考えていく必要があるというふうなことを思っています。

211 文化財・文化
振興

 先日，鬼ノ城で埋蔵文化財を掘る体験を子どもとする機会（県主催）がありまして，そのときに子どもがそこにあった土器に実際触る体験をしたり，掘る体
験をさせてもらって，子どもはすごい関心をもちました。総社市でも，こういった観光資源を，教育の場として体験できるように有効に活用してはどうか。

教育次長  現在,県が鬼ノ城で子どもたちに発掘体験をということをやっています。私どもも，そういったことをやりたいのですが，実は私どもがやってる発掘調査とい
うのがほとんど工事が伴ってやっている発掘調査が多く，工期や安全性などの問題があり，できないというのが現状です。子どもの頃に体験するというのは大
変貴重なことであると思いますので，そういうチャンスがあれば考えていきたいと思っています。

212 文化財・文化
振興

 金井戸地区の国府遺跡の春日灯篭が昭和３年築ということで、老朽化が進み危険なので保存会が教育委員会にお願いにいって、平成２１年度議会に予算要求し
ますということだったんですが、よろしくお願いします。

教育次長 平成2１年度当初予算で要求していこうと思います。

213 文化財・文化
振興

  祭りの旗があるんですけれども、その旗が２０６軒の町内会に２５００枚、一軒辺りには１２枚程度。今、現状が中途半端なので５万でも１０万でも増やし
て欲しいといったんですけど聞いてもらえず、去年のものにアイロンをかけたりしています。旗の紐は少し増えたんですけど、それでも町内で買ったりしてい
ます。お金は増やしてもらえないんでしょうか。

産業建設部長  具体的に資料を持ってきていないので解りかねますが、市としては会議所や実行委員会に補助金を出して使ってもらっています。具体的に調査してご報告させ
ていただきます。

214 文化財・文化
振興

  花火大会が河川敷で行なわれるのは安全上の問題もあるので仕方ないんですけど、なぜ盆踊りやパレードなどの祭りまで河川敷でするのか。以前のように街
中でやったほうが効果があるのではないでしょうか。

市長   本当によく解ります。街中でやるのが祭りだと思っています。昔は祭りと花火と二日で今の倍のお金がかかっていたんで、経済難というのが理由なんです。
そこは財政とも相談しながら、少し考えさせてください。

215 文化財・文化
振興

  ＮＨＫののど自慢を総社によんで欲しい。県下の他の市は２回くらい回っているのになぜ総社市には来ないのか。お金のかからないことを活用して欲しい。 市長   こういうことをよんでくることが大事ですから、是非ＮＨＫにエントリー希望を出して、上京陳情のさいに日本放送協会へ行ってまいります。

216 文化財・文化
振興

  高木聖鶴先生の書や平山郁夫先生の絵の管理というのはきちんとできているのか。美術館や博物館が総社市にはないので、保管ができていないと、作品の価
値が下がるのでは。

教育次長   作品の方は文化センター、埋蔵文化財学習の館、清音支所などに保管してあります。厳密にいうと作品それぞれ保管温度が全部違いますから、そうなってく
るとこれを保管するための美術館がいる訳ですけれども、財政状況が厳しいので、美術館だけでいいのか、博物館も作るのか、そういったことを専門の先生方
に様々な意見を聞いています。県立博物館の話も出ていますが、大切な施設だと思いますので、市にとって何がいいのかじっくり研究したいと思います。

217 体育振興  吉備路マラソンでファミリーマラソンの中に必ずシニアの部というものをつくっていただきたい。 教育次長 今、計画しているのはファミリーマラソンにつきましては４０歳以上の部、それからフルマラソンにつきましては５０歳以上の部を設けています。これから今
後多くの方に参加していただけるように、１０キロあるいは２０キロのものや、先ほど言われた、シニアの部なども検討して充実させていきたいと思います。

218 体育振興   なぜ今までやめていた吉備路マラソンを再びするのか。お金がかかるし、誰のため、何のためにするのかというＰＲが少ない。なぜやるのかということが全
然伝わってこないのでただ頼むといわれても困る。しっかり勉強して皆に伝えて欲しい。

市長  目的は全国ＰＲです。参加者の名簿を見ると全国からこの総社に来る。総社に来てもらって、泊まって、ご飯を食べてもらって、また来てもらう。それで来る
人が増えるというような好循環を目指しています。新しい循環に総社を変えるためにマラソンをやっていきます。

219 消防  秦地区に積載車が２台。上秦地区と南秦地区に１台ずつ配備していただいとんですけども，福谷地区は距離が離れています積載車の配備をお願いしたい。
できれば，軽四トラックの配備を検討いただけたらなと思うんです。

消防長  積載車ということで，福谷の方は計画してあるということです。最近は若い人も軽トラを持ってないという事情も聞いていますので，軽トラを計画していま
す。

220 消防 マニフェストに住宅の火災警報器が義務化と書かれているのですけれども、これはしたか、しないかは解らないと思うんですが、訪問があるんでしょうか。 その他 (消防本部庶務課長）会社等でしたら点検などが義務付けられていますので、はっきりわかるんですが、一般家庭では，点検をしなさいというものがありません
ので、皆さんお集まりになったときにどのぐらいやられていますかというふうな、アンケートというか、そういう形にしか設置リストというのが取れないの
で、それで総合してとりたいと思います。

221 消防  現状の消防署（昭和出張所）は、老朽化している。西の出張所と比べても労働条件の面から見ても大変お粗末である。是非移転していただきたい。 市長  消防の広域化，総社でいうと概ね、倉敷、高梁、新見、井原などの備中というエリアで合意形成ができればというようなことが議論がされています。今，消
防署を移転して先に立ててしまうと、これが宝の持ち腐れになるので、もうちょっとこの広域化の議論を見守る必要があるなというふうに思っているのです。

222 消防  先日，車の事故にあって，救急車で病院に連れて行ってもらったんですけれども、、怪我で行ってるのに、あなたは低血圧症ですからいうことで、その処置
をされた。救急の人も受け入れてくれるんならどこでもええっていう考えをもたれたら、困ると思うんですけどどうでしょうか。

消防長  搬送体制の中で、適正な病院へ連れて行ってくださいというふうなことで、ごもっともな話です。申し訳ございませんでした。救急隊もその現場の傷病者を
みまして、先ほど申し上げましたかかりつけがあるということになれば、これはかかりつけを最優先して行くんですけれども、受け入れ態勢ができていない場
合は,救急隊の隊長の判断で 外科的なもの、あるいは内科的なものそういったところで選別をしています。今後，救急隊ともう少し協議をいたしまして、解消
したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

223 消防  大阪の茨木では，救急車で病院へ行くのに３０００円取られました。どういうことなのでしょうか。 消防長  茨木の消防本部、病院と共同でドクターカーといって、救急車の中に医者が一緒に入って、救急隊と現地へ入っていくという制度をやっています。先生が
乗って行きますから、救急車の中にその先生の関係で、出張費というんですか、往診料というんですか、それをとっているということです。

224 消防 ドクターヘリの離着陸場所に，ここが離着陸場所だとわかる看板を設置していただきたい。 消防長 今後，計画してまいります。
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225 消防   ドクターヘリの件でスポーツセンターや北公園などが上がりましたが、それだけなんでしょうか。例えばそれぞれの地域で校庭などを利用すればもっときめ
細かくできるんではないでしょうか。

消防長  ドクターヘリに関して、現在市内に１６個所発着場があります。発着場の登録は国交省の許可がいるのです。ドクターヘリだけではなく現在岡山県警、岡山市
消防局が一台ヘリを持ってまして、岡山県が防災ヘリを一台購入する予定です。自衛隊のヘリも山火事などに来る。以前は１０個所も無かったんですけど、池
田地区や富山地区などにも作り、これから川西にも１個所か２個所という計画もあります。

226 消防   自衛隊や警察官は土曜稽古で柔道なり剣道なりで体を動かしています。消防職員も人命と財産を守る仕事ですので、体力増強のためにも日頃の訓練が必要で
はなかろうかと思います。

消防長   業務の許す限り、一日３０分から１時間の体力練成、屋外ではランニング、中では器具を使った筋力トレーニングをするようにさせています。

227 市政全般  マニフェストの数値目標の達成かいなかを，われわれ市民はどうしたら確認できるか。 市長  ポームページや広報で公表します。また，二周り目が来ると理解していただいて結構です。

228 市政全般  ６人の部長さんが事業項目，事業概要，事業数値の目標。それを５つ掲げられてるんですけれども，この中でですね，せめて努めるとかね，この言葉を部長
さんだったら，するとかやるとか，これでないとおしまいには，消えてしまうんじゃないか。

市長  今年度作成した部長マニフェストは，これから，だんだんこれを正当化して来年度のマニフェスト，再来年，その次と精度を高めていく，ハードルを高めて
いくということを考えています。今年は，その第一歩であるので，長い目でみていただければというふうに思います。

229 市政全般   マニフェストについて、費用対効果はどのようにして検証しているのか。 その他 （副市長）マニフェストについては市役所でどんなことをしているかということを解りやすい数字目標で書いて説明するという趣旨のもので、費用対効果とは
違うものです。
（市長）進捗、達成状況に関しては広報紙で将来的に取り上げます。

230 市政全般   冒頭で市長が話されていたように、法務大臣の所にお願いに行ってくださったと。これはとても勇気のあることだと思います。この頃の中央政府の施策を見
ていますと、皆行っていることが１００パーセントいいことだとは思えない。だからこれからも市が市民と県、あるいは中央政府の間に立って市民の生の声を
是非伝えたいということであれば、これからも恐れずにどこへでも行って、やっていただきたいと強く思います。

市長   今回３００日問題に端を発し、法務大臣にも談判しに行きましたけど、他にも後期高齢者の年金から差っ引く話であるとか、定額給付金の問題。確かに今こ
の国のあり方というのは厳しいものもあるし、だから地方は、責任を持ってやらないといけないと思うから、これからも戦っていこうかと思います。

231 市政全般   全般的に部長マニフェストの目標値はレベルが低い。事業の概要と目標値の間に具体的な行動目標が必要である。事業の概要があって、目標が達成できたか
できないかだけを見るのでは駄目だと思う。

市長   部長マニフェストに関しては職員教育の一環ですが、マニフェストを作るということに職員は非常に抵抗があります。低い目標設定になっているかもしれま
せん。この点については段々レベルアップしていきたいと思います。

232 その他   市長さんになられる前には頭を下げておった。市長さんにお願いしたいのはあの気持ちは偽りではなかったということを何年も続けて持っていただきたいと
思います。

市長  あの頃の気持ちを人間忘れてしまいがちです、しかし謙虚な気持ちになって、皆さんの声に耳を傾けていけなくなったら、市長を辞めたいと思います。です
ので、どんどん戒めの言葉をいただきたい。忌憚の無い意見をいただきたいと思います。

233 その他   知的障害児通園施設はばたき園と保育園の利用者負担について，保育園は，措置費で応能負担であるのに，障害者施設の保育園年齢の子どもは，なぜ，応益
負担となるのか。
 就学前の児童のはばたき園の給食費は１食６５０円となっている。これに対して，市はどういう助成をしているのか。

副市長   詳しいことは今すぐにお答えできないんで、少し調べさせてください。基本的にはこの辺りのものは国の制度にのっとって進めていき、市としてすべきこと
を考えていきたいと思います。改めてご報告させてください。
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