
◆ 平成２３年度「ガラス張り公開市長室」意見・提案集約 ◆

分  野 発 言 趣 旨 答弁者 答 弁 概 要

合併  山手地区と清音地区には対等合併ということでお金がいっぱいい
く。祭で花火をあげるようなことは、川西でもやりたいができない。
いつその考えをなくせるのか。いつそのお金は減らせられるのか。

市長  対等合併のさまざまなひずみがある。昔の習慣を尊重しながらも、
制度などをそろえていきたい。意を決してやらなければならないもの
もあり、これから踏み込んだ議論に入らないといけない。

合併  山手支所は今後どうなるのか。３つの課がなくなり、職員も業務も
減った。民生関係だけの出張所となるのか。

市長  合併して５年が過ぎ、重要な時期。山手支所には月２回出勤してい
る。今の機能を有したまま山手、清音、昭和にも目をむけて、一体感
をつくりたい。心と心がつながる本当の合併を目指し、お互い歩み寄
ることとしないといけない。

合併  平成１７年の合併協定書を守ってほしい。今までの継続事業も忘れ
ないようにやっていただきたい。私たちも協力します。

市長  心と心がつながる本当の合併を目指し、お互い歩み寄っていきた
い。真の総社市にしていきたい。

広報・広聴  メールマガジンに登録して、早速ガラス張り公開市長室の情報が配
信された。ホームページは前に比べて良くなったので、メールマガジ
ンも良くなってほしい。

企画課長  防災など緊急性のあるものを、タイムリーに早く確実にお知らせす
るためにやっています。まだ始めたばかりなので、これから工夫しな
がら発信したい。闇雲に出すわけではなく、厳選した情報を発信しま
す。

広報・広聴  市政に対しての質問や要望を地域単位でまとめて市へ提出し、それ
に対する市長の回答を広報に掲載するのははどうか。

総務部長  できるだけそうしたい。いただく提案や要望の多くが個人に関する
ものであり、そうしたものを除いたものを対象にホームページから始
めてみたい。

防災・水防  ホームページにあるハザードマップは平成２０年度版で地震だけし
かないのか。水害はないのか。幼稚園、小学校、公民館へ避難をとあ
るが、それぞれの地域で相談をしているのか。市役所だけで作ってい
るのではないか。活断層もあることを示してほしい。

総務部長  水害については、２０年度では作成していない。１９年度に作成し
ており、現在のハザードマップは国と県のデータを基に作成した。地
域の人と相談をしたものではない。避難場所などは地域の人と相談し
ながら作っていきたい。

防災・水防  高梁川の水位が上がると新本川の水位も上がり、水路などの水が増
えてしまう。神在分館から伊予部橋に行く手前に大きなポンプがある
がその管理・点検はいつ誰がやっているのか。

総務部長  県から市へ委託され、地元の人にしていただいている。先日、数時
間運転をしました。定期的に点検をしています。

防災・水防  災害時には飲料水、食料が必要だと思う。災害時の協定を業者など
と提携しているのか。

市長  災害時には食べ物より水が重要です。常盤公園には５０００人が３
日間生き延びるだけの水を貯水しています。また、カルピス岡山工場
などと災害時における飲料水の確保の協定を結んでいる。水の確保は
大切と考える。

防災・水防  地区内にため池が４３ある。ため池のハザードマップを作ってほし
い。ため池の改修はしているが、年月もたっている。いつ崩れるかわ
からない。

その他 （農林課長）防災マップの見直しのときに取り組んでいきたい。

防災・水防  堤防の老朽化で、いつ決壊するかわからない。いざというときに連
絡しやすいよう、防災担当の人の顔を知らせてほしい。

その他 （総務課主幹）よろしくお願いします。

防災・水防  福谷の竹やぶを切って、水の流れを良くしてほしい。昭和４７年に
は水害があった。大雨のとき草田地区（下倉）へ堤防をこえて水がく
る危険がある。

市長  県の仕事だと言わず、総社市のこととして県と相談をします。

[後日の対応] 県民局に現地を確認し本人に説明してもらうようお願
いした。
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防災・水防  日羽地区は山すそに住んでいる。石がむき出しになっているところ
があり危険。いざというとき逃げる場所がない。避難場所の公民館
も、上から石が落ちてくるところにある。市から避難のアドバイスを
していただきたい。

総務部長  意見を聴き、そこから地区の中で避難場所を考えていきたい。

財政・行財政改革  健全財政の推進とは、借金を減らしていくということではないの
か。納税者一人当たり、どれくらい借金があるのか。いつごろまでに
借金を返していくのか。そのために、収入の確保、経費削減、市長の
給料カットなど必要ではないか。

市長  税金の無駄遣いは許されない。削減を軸足にやっていきます。
（総務部長）実質公債費比率は返済の割合。１９．７％を平成２４年
に１８％にしていく。借金は平成１７年度には５５０億円だったのが
平成２２年には４９０億円に減らしている。職員数は平成１７年には
６４０人だったのを５５９人にまで減らした。

市税  土地の評価額が種井で上がっているのはおかしい。公正な評価をし
てほしい。

総務部長  評価額と課税標準は違うものであるが、詳しくは後日、担当を行か
せて説明します。

[後日の対応] 本人宅を訪問。課税の仕組みを説明し、公正な評価を
していることを伝えた。

その他総務  将来を担っていく子どもは、毎日が成長の過程です。被災地の子ど
もにどう手をさしのべるかが重要です。図書を送る運動はどうか。市
としてそのような援助は考えていないのか。

市長  原発の風評被害のある伊達市や相馬市、いわき市を訪問し、絵本を
持っていった。避難所の心のケアということで。本は有益だと思うの
で、よく相談して検討したい。
 子どもたちが日本を立ち直らせていきます。子どもがこの国をどう
支えていくかということを考えながら支援をしていく。

その他総務  環境・エネルギーに関しても１位に向かってほしい。緑がなくなっ
てきているように思える。これからどの程度まで開発していくのか。

市長  エネルギー政策は国策です。今は太陽光パネルの促進がメインにな
ると思う。土地利用計画と整合性のある土地開発をやっていく。

環境保全  市役所ではグリーンカーテンをしているが、まち全体でできないも
のか。「グリーンカーテンのまちそうじゃ」と呼ばれるよう、市民参
加できるようすすめてはどうか。

市長  グリーンカーテンはとても良いことなので、これから提唱していき
たい。

環境保全  大溝川で、５月に白濁があった。市の環境課に県へ連絡をとっても
らおうとしたが、日曜ということで連絡がつかなかった。そんなこと
では困る。訓練をしているのか。もしものときの対処方法、緊急連絡
網はどうなっているのか。

その他 （環境課主幹）緊急時の対応は、宿直→職員→現場に出向き確認→県
庁などそれぞれの担当に連絡という流れです。休みの日でも直ちに県
と連絡が取れるよう改善していきたい。

ごみ  ごみ袋が半額になって、ごみ量が減ったのは市民の意識によるもの
で良いこと。さらに減らすために、暮らしと生活を見直し、レジ袋を
なくしてはどうか。レジ袋を無料配布をしていない自治体もある。市
が音頭をとってやってほしい。

市長  レジ袋に関しては、市内のスーパーや量販店と会議を開き、協議を
しているところ。ノーレジ袋のまちにしていきたい。

防犯・交通安全  防犯灯が切れているところがある。子どもが歩いて帰るのが不安。
市に問い合わせたら、小部落に関しては市はタッチしないということ
だった。高いところにあるので地域の人が交換して事故になったらど
うするのか。

市民環境部
長

 個人ではしないようにしてください。市役所に言ってください。確
認し、対応します。すべて把握はできないので、切れている防犯灯が
あれば教えてほしい。
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生活交通  雪舟くんを土、日曜日も運行できないのか。 市長  雪舟くんはこれから改善に改善を重ねて使い勝手のいいものにして
いきますので、どんどん意見を聞かせていただきたい。市民の利便
性、市役所、タクシー・バス運行業者、全員が喜ぶものを理想として
る。
 ご提案のように土、日曜日も運行するとタクシー会社がつぶれるの
ではないかと思う。彼らも市民で、彼らを守ることも使命です。で
も、市民の利便性が一番なので何か良い方法があれば、工夫していき
たい。

生活交通  雪舟くんは今まで大きな事故はなかったと思うが、一方通行の道を
バックで入ってきた。明日の朝でも運転手を集めて教育を。

市長  きっちり指導する。運転手はほぼ人が決まった人が担当しており、
厳しく指導していきく。これからは不平不満に耳を傾けて、直してい
く。

生活交通  雪舟くんの利用も伸びて良いことだと思います。これから夏休みに
なって、市外から帰ってくる子どももいる。利用できるようにならな
いか。

市長  悪い意見を積極的に聞くようにしていきたい。子どもたちは乗れる
ようにします。この夏からでも登録できるようにしたい。
苦言を聞き市民本意で変えていきます。

生活交通  雪舟くんが土、日曜日と祝日が走らない。循環バスは走っていたの
に、とても不満です。

市長  雪舟くんは、市民のためにやっています。ですがこの事業の成功
は、市民、市役所、運行するバス･タクシー業者の３つのグループが喜
ぶことです。
 土、日曜日と祝日も運行したらタクシー業者がつぶれるかもしれま
せん。タクシーの運転手も市民です。違うルールで救済できたら、
土、日曜日の運行もあるかもしれません。改善の余地はあります。

生活交通  雪舟くんは３００円で採算が取れるのか。 市長  採算については、今まで掛かっていた経費より少なくなり、利便性
が良くなったということで成功したと言えるのではないかと思う。今
まではバス業者に２１００万円の補助金、バスタクシーチケットに４
０００万円、こまわりくんに５６０万円かかっていた。今は雪舟くん
の経費が５１００万円で、１乗車３００円の収入がある。

生活交通  雪舟くんは電話一本で戸口から戸口までと言うが、槻地区（下倉）
で自宅まで来てくれないところがある。橋が狭いということで、車が
入らずそこの人は、長い坂道を歩いて出ている。

市長  改善します。これからは、苦情や不満を聞いてカバーしていきま
す。

[後日の対応] 実際に雪舟くんの車を走らせたところ、幅もぎりぎり
で方向転換も時間がかかり危険だったため、これまで通りの場所で乗
降してもらうこととした。

子育て支援  市では幼保一体をどのようにすすめていくのか。清音幼児園には清
音地域外からも来ている。インフラ整備や職員の増はどのように考え
ているのか。

市長  清音幼児園は非常に良くできている。だが、保育は福祉、幼稚園は
教育という考えがあり、市も先駆的にやっていきたいが、なかなかむ
ずかしいのですが、清音幼児園をみると、やれると思う。

農林業  県外から帰ってきた人が、畑用の土地の購入について、利便性のあ
る土地が見つかったら簡単に取得できるのか。もしできない場合は、
どのような制約があるのか。市として特例で、取得できる手続きがあ
るのか。

その他 （農林課長）農地の取得は、取得を希望する人が一定面積の農地を
持っているか、耕作している場合は可能です。また、農地流動化とい
う手続きにより耕作できます。
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商工業・企業誘致  子どもが東京方面へ進学した後、その優秀な人材が総社市へ帰って
こられるような魅力ある職場や手立てを考えているのか。

市長  市内には企業を中心に６つのの固まりがあります。もう２つ大きな
固まりを作れば、東京方面などに進学した人も市内に帰ってくるので
はないか。山陽道には市場効果もある。もう２つの固まり呼んでくる
努力をしていきます。

商工業・企業誘致  災害の少ない岡山の気候の利を生かして、企業誘致をなんとしても
やってほしい。

産業部長  昨年は２社誘致できた。今年はマニフェストにあるように１社を誘
致したい。

道路  道路の舗装について、２０年前土木担当に言って設計まではでき
た。だが、立会人がいないからできないという。３年前にも、できま
すと言われたが、音沙汰がない。どうしても立会しなければいけない
のか。

副市長  明日、担当を行かせて話を聞きます。現地を見させていただきま
す。

[後日の対応] 土木担当と協議した結果、町内会長に相談してもら
い、要望書を提出してもらうことに。官地部分の舗装は可能であると
伝えた。

道路  岡山県立大学から国道１８０号バイパスを越え、国道１８０号まで
の服部地区を横断する道路がほぼ舗装を終えているが、服部幼稚園の
前の道路が交通安全上心配です。国道１８０号との交差点も、見通し
が悪い。

その他 （土木課長）近々に警察と協議をする予定。信号をなるべく付けるよ
う交渉します。見通しの悪い交差点には土木担当を通じて言っていた
だければ、カーブミラーや横断歩道も検討します。

[後日の対応] 見通しの悪い交差点については、カーブミラーを新設
した。

道路  国道１８０号バイパスのハナミズキが枯れはてて見苦しい。植え替
えをするか、切るか、ほかのものを植えるか何らかのやり方を考えて
いただきたい。

その他 （土木課長）地域で管理していただいていることに、たいへん感謝し
ております。そのほかの手の届かないところは、岡山国道事務所に協
議し、きれいで皆さんが安心して通れるようにしていきます。

[後日の対応] 国と市の担当者と土木担当で現地を確認。枯れた木を
撤去した。

道路  国道１８０号から北の開発について、特に国道１８０号バイパスの
計画はどうなっているのか。

市長  国道１８０号バイパスは、現在開通している西詰めから消防署の北
側付近までの区間で、今年度中に用地買収をする予定です。建設化の
予算も付けてほしいと国土交通省にお願いしたい。

道路  国道１８０号の歩道で危険な場所がある。特に、門田のＪＡ岡山西
吉備路支店前の歩道が危ない。穴があいているので、早く直してほし
い。

市長  以前、実際に歩道を歩きましたが、でこぼこでした。工夫して歩き
やすく改良できるところはしていきます。

[後日の対応] 岡山国道事務所にこの要望を伝えた。

道路  常盤踏切（清音柿木地内）が、踏切一帯で道が曲がり、狭く危な
い。踏切内に取り残された車があり、特急やくもを止めたこともあ
る。拡張してほしい。

建設部長  下水処理場（三輪）からのご指摘の場所に続く道路の拡張と合わせ
て検討したい。
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道路  美袋地内で通学道が、もう２０ｍほどのところでとだえている。 建設部長 現場を見て対応します。

[後日の対応] 現地は農道であり、延長拡幅するには受益者負担金が
必要となる。土木担当と協議していくと伝えた。

道路  作原地内の踏切前の国道１８０号の改良工事について、市から積極
的に要望を進めてほしい。国道から踏切に進入する左折レーンだけで
なく、踏切と国道１８０号間に車一台分の５ｍをとってほしい。川側
に最低２ｍとってほしいと地元は要望している。

市長  国と協議していきます。

河川・橋  高梁川の木の伐採を早急にやってほしい。ヌートリアがいっぱい堤
防に穴を掘って巣を作っている。高梁川の木を切ればいなくなると思
う。秦の堤防の近くにいる人は、ヌートリアが野菜を食べるので困
る。

市長  昨年は国土交通省にお願いして実現している。今年も要望に行きま
すのでお願いします。

河川・橋  秦から下原にかけての堤防の遊歩道の草刈りを年１回実施している
のを増やしてほしい。堤防の上は県、下は市、中は国土交通省、やる
時期がまちまち。県と国と市とで連絡をとって一斉にしてほしい。

副市長  県と国と連携できるよう、交渉します。
[後日の対応] 国土交通省に連絡をとり、時期を合わせて草刈りを実
施した。草刈りの回数は、地区と協議していきます。

河川・橋  国府川の改修について。スイゲンゼニタナゴが住める環境が整って
いるので、それを維持するようお願いします。まず、現地を確認して
ほしい。今の護岸には石が積んである。その護岸の足もとに石を並べ
れば、魚の住家になる。護岸に工夫をして、現状をよく観察してやっ
てほしい。

その他 （土木課長）工事の際には、有識者にも話を聞きました。予算の許す
限り、工事の設計の段階から意見を聴き、スイゲンゼニタナゴの保全
を考慮していきたい。

地域の要望工事など  前川は改修されて立派な川になりました。問題は草刈り。改修後
１、２年は業者がやっていたが、後は元のまま。旧来どおり町内で
やっている。傾斜があって非常に危ない。

副市長  明日担当を行かせ話を聞きます。

[後日の対応] 本人宅を訪問。草刈りについて地域で協議をしてもら
うことにした。

地域の要望工事など  ゲートなど無理を言いました。作ってもらいありがとうございまし
た。

回答なし

教育施設  総社中学校の建て替えは、いつどこで、どのように、どれだけかか
るのか、目標を教えていただきたい。仮校舎になるにしても生徒に迷
惑しないようお願いします。

市長  教員棟を倒して新校舎を建てます。その間は、仮設教室はお金がか
かるので、後ろの棟でまかなっていきます。技術室や、体育館は残し
ます。
（教育次長）今年度中に設計をします。建築は、平成２４年度２５年
度の２か年かけて行う予定です。

教育施設  清音公民館の移転は、今あるこの場所に平屋で建てるとコストが安
くて済むのでは。もう一度練り直してほしい。

市長  何度も清音地域づくり会議と協議した結果で、市民の皆さんの意向
によるもの。今から変えるのはむずかしい。

教育施設  グラウンドの整備をお願いします。中学生が野球できるような環境
を、できるだけ早くやっていただきたい。

市長  もうしばらく待ってほしい。消防所昭和出張所の移転をまず行って
からと考えています。
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学校教育  先生方は一生懸命していると思いますが、中学校の生徒が、あまり
良くないと感じる。

教育長  指導主事が対応している。県のスクールカウンセラーも入れていき
たい。学校は一生懸命やっている。
（市長）本当に申し訳ありません。教育の指導責任だと思います。以
後、徹底的に注意して厳しい態度で、総社市の教育委員会で解決する
という強い気持ちをもって取り組みます。

学校教育  地域に開かれた学校を目指してほしい。教育に対する考えが聞きた
い。

市長  地域の子どもは地域で育てる必要がある。今までは市がどういう子
を育てるというのがむずかしかった。礼儀正しい子、スポーツができ
る子、勉強ができる子、やさしい子。ひとつの標語すらできなかっ
た。そして数字に向かって取り組めなかった。これを次なる課題とし
てやっていきます。市はどういう子を育てるのか目標を作っていきた
い。びしっとした目標をもって、それに一丸と取り組んでいく教育が
大事だと思います。

学校教育  小学校のクラス人数は４０何人から２クラスになるのか。 教育長  ４１人から２クラスと国で決まっています。５月１日現在で４１人
だったら県の権限で決まります。クラスも教員も市ではどうにもでき
ない。早速調査して、市でできること、補助の先生をおいたり、少人
数指導をやったり検討する。

文化財・文化振興  市に倉敷ケーブルテレビから５０枚「総社遺跡たんけん｣のＤＶＤを
もらったが、ホームページに入れたらいつでも見れるので入れてみて
はどうか。これからも啓発していってほしい。子どもにも見せたいと
思う。

教育次長  著作権の問題もありますので、倉敷ケーブルテレビと協議して可能
であれば、載せていきたい。

文化財・文化振興  伝備中国府跡（金井戸）に排水設備を望む。遺跡の看板も曲がって
見苦しい。国府川の発掘を進めて、地域の活性化につながらないか。

教育次長  明日現地を見て確認します。国府の発掘調査は位置が確定していな
いのでむずかしい。

[後日の対応] 御所遺跡の正確な範囲を確定するための確認調査を行
う予定であると本人に伝えた。

文化財・文化振興  国府川の改修でいろいろすでに分かってきている。御所遺跡（金井
戸）でもめずらしいものが出ている。世界遺産平泉に並ぶ遺跡になる
と思う。学術発掘も住民としてお願いしたい。

市長  前向きにやっていきます。文化財には発掘するのにむずかしいルー
ルもありますので、それをクリアしながらやっていきます。

市政全般  前回までは市役所側から「ご苦労様」という声が聞こえた。ご苦労
様は目上の人が言う言葉で、役所の人間が言うのはおかしい。今日は
１度も聞いていない。ありがとうございます。

回答なし

市政全般  新しいことに取り組むことは良いが、議会の知らない間に決まって
いることがある。執行部と議会と協力して、いかに市民が納得できる
かを肝に銘じてやってほしい。

市長  議会とよく相談しながらやっていきます。一問一答になり、議会と
執行部は議論をしながらできてきたと思う。

市政全般  軽部川のアジサイの管理はだれがやっているのか。 清音支所長  地域のボランティアがやっています。今後、管理は土木担当と相談
しながらやっていきたい。
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その他  ウラン残土がレンガになって全国に売られている。風評被害のある
福島産のものは安い。事実が確認できないので私は買わない。まっと
うな値段で検査が一番大切なのでは。

市長  ちゃんとした説明責任が国にあると思います。

その他  日赤が寄付を集めているが、名前と金額が決まっている。あれは、
寄付ではなく徴収ではないのか。

その他 （福祉課長）社会福祉協議会からのお願いだと思いますが、寄付は自
分の意思によって決めるものです。社協にも話を伝えて、改めて連絡
します。

[後日の対応] 社会福祉協議会が本人宅を訪問。日赤は寄付ではな
く、社員（会員）に依頼する社費（会費）であることや、日赤の主
旨、会費の使用などについて説明。
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