
◆　平成２４年度「ガラス張り公開市長室」意見・提案集約　◆

整理
番号 分　　野 発　言　趣　旨 答弁者 答　弁　概　要

1 防災・水防 　自主防災組織は大切なこと。現役の人は会社などで訓練している
が、あまり経験のない人の集まりなので、市の指導はこれからどうす
るのか。

総務部長 　基本は地元コミュニティーのつながりが大事です。いざというとき
に地区で安全な行動をとることが一番大事。あまり自主防災というこ
とを念頭に置きすぎないで、通常の町内会活動をしっかりやってもら
うのが一番だと思います。具体的な活動は市から説明します。地元消
防団との合同の訓練、日ごろからここは危険だというところ、避難し
たらよいところを日常の生活のなかで考えてもらいたい。散歩の際な
どに、危ない道や水路、総社中学校へ行くルートとかを考えてもらう
のがよい。要望があれば市から説明に行くのでよろしくお願いしま
す。

2 防災・水防 　自主防災について。上中島地区で自主防災組織を立ち上げたが、地
区の人が全員入れるような避難場所がない。何年か前にハザードマッ
プをもらったが、新しいハザードマップを作成してほしい。先般、九
州であった大雨では６ｍ冠水した。このような状態になると清音地区
全体が冠水してしまう。そのため、全員が避難できるところをと思っ
ている。

総務部長 　地区の人、全てが避難できるような建物の確保は難しい。高台（山
手との境、三輪山のあたり）の方へ避難するような形になるかと思い
ます。ハザードマップについて、現在作成中です。

3 財政・行財政改革 　先ほどのパワーポイントの説明にもあったが、経常収支比率が９
２％というのは大変厳しい危機的状況であると思う。

市長 　経常収支比率は県下でも最悪なので、改善していかなければいけな
い。改善のためには、いかにして収入を増やすか、分母を増やすこと
を考えています。３年内には、大黒天物産㈱、シノブフーズ、ＧＬプ
ロパティーズ㈱などの企業誘致により、単年で約２億円程度の税収増
が見込まれます。国へも交付税増加や補助率をあげてもらうなどの要
望もしていきます。同時に使う方、分子も減らしていきます。
　（総務部長）
　何も仕事をしなければ経常収支比率は上がらないが、いろいろな政
策を行っているがゆえに今の状態となっています。現在、市の税収は
約７５億円。個人の市民税が３０数億円、固定資産税が約３５億円、
法人税収が約４億円。総社市は比較的法人市民税が少ない。企業誘致
により約２億円程度の増収が見込まれるのではないかと期待されま
す。今日の数字は９２％であるが、平成２３年度は８８％程度になる
のではないかと思います。積立金もできるだけ積み増し、もしもの時
にという思いでやっています。ご理解をお願いします。
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◆　平成２４年度「ガラス張り公開市長室」意見・提案集約　◆

整理
番号 分　　野 発　言　趣　旨 答弁者 答　弁　概　要

4 入札・契約 　入札について。新架橋工事では多額の増額が必要になった。入札し
たからには入札した金額で工事を請け負うべき。そうでなければ入札
を行った意味がない。入札で落選した業者の中には、増額した金額よ
りも低い金額で工事を請け負えた業者もあったのではないか。入札に
指定業者制度などがあるなら、そういった業者は指定業者から外すべ
き。外されるということであれば絶対に業者は注意するようになると
思う。市長は２か月減給処分を受けているが、議会もそのペナルティ
ではすまないと言うべき。

市長 　新架橋の工事を進めていくと、予定外に地下の土質が違っており、
予定価格では工事を完成することができなくなりました。そこで予定
金額の変更が生じ、議会の承認を得ずに工事を続行してしまいまし
た。変更の要因が、当初、本当に予見できなかったものかどうかをよ
く確認し、結果として認められるものだけを払うようにし、事後的に
議会へ報告しました。二度とこのようなことが起きないように審査会
を設置しました。私自身の判断で、２か月間給料を１０％減額しまし
た。担当職員に悪意があったものではないと確認できたため、３か月
ではなく２か月間の減給処分としました。

5 その他総務 　総社市史の見直し、発行について。総社市、清音村、山手村が合併
し、合併後１０年となる平成２７年を目途に新市の市史を発行してほ
しい。特に子どもたちに正しい総社市の歴史を知ってもらう基礎資料
になればと思う。（総社H10、清音S55、山手H16に、それぞれ市（村）
史を発行している。）

総務部長 　市史については以前から検討しています。現在も年表等から準備し
ている段階で、いつまでにとは申し上げられないが、合併後の統一し
た総社市史を編纂する予定で進めたいと思っています。

6 環境保全 　昨年、鬼城山ビジターセンターで行われた秋の自然観察会には、市
内外を問わず誰でも参加できた。今年の春の自然観察会では、参加は
市内に在住、在勤の方に限るとなっており、市外在住の知人が参加で
きなくなった。鬼ノ城を市外にもアピールすべき。募集条件を変更し
てほしい。

市長 　鬼ノ城については、全国発信したいと考えています。どんどん市外
の方に来てもらえたらいいし、それを拒む理由もありません。迎え入
れるようにしていきます。

7 環境保全 　本日も小規模であるが、地域応援課の方に俊敏な対応をしてもらい
感謝します。
　しかし、環境課の動きが悪い。ゴミがあっても土、日は休みでダメ
と言われ、騒音があると言っても計測に来ない。市に言えば県だと言
われ、県に言えば市だという話になる。昭和地区には４か所採石場が
ある。２か所が富山地区にある。騒音や発破の振動などで迷惑がか
かっていると環境課に言うと、業者も市民、納税者だと言われる。ま
ずは業者と話をするためにも騒音や振動の数値を計ってほしい。そこ
から業者と話を始める。みんなが我慢している状況。６月中に計りに
くると言われたが来ていない。

その他 　（環境課長）
　この問題については何回も話し合いをしてきました。結論から言い
ますと、騒音の測定をするのが１番ですが、業者や県との関係があり
ます。業者に対しては、県と合同で指導していくことになっていま
す。時間はかかるかと思いますが、よろしくお願いしたい。
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◆　平成２４年度「ガラス張り公開市長室」意見・提案集約　◆

整理
番号 分　　野 発　言　趣　旨 答弁者 答　弁　概　要

8 まちづくり支援 　消費生活相談ボランティアをしている。先月にも市役所を巻き込ん
だ還付金詐欺事件があり、約３０件の相談が警察署にあった。市で
は、毎月第３水曜には県の生活センターから相談員が来る。昨年の実
績では、市への相談件数は２５件。県の生活センターへ総社市の市民
からあった相談は６５０件。市の方へ相談に行きたいが、行けない状
況にあると思う。市では今年から嘱託の専門員を設置して対応してい
る。県内の人口６万以上の市では、玉野と総社には専門職がいないし
センターがない。今後、人口が増加していけば、被害を受ける人も増
えると思うのでぜひ考えてほしい。

市長 　実際に還付金詐欺の被害にあわれた人も１人います。専門員の導入
については前向きに検討します。

9 防犯・交通安全 　街路灯をLEDにしているのを見かける。総社大橋から新本の防犯灯の
交換はどうするのか。

その他 　（人権・まちづくり課長）
　防犯灯については、県道や大きな道は市で交換しています。地元の
中は、地元が市の補助を受けてやるという役割分担になっています。
西部縦貫道は昨年指摘を受け、今はすべて付け替えていて、点灯して
います。

10 防犯・交通安全 　交通事故防止に向けた取り組みをしてほしい。小学１年生の児童２
人が、陸橋を渡らず道路を横断し、１人が車にはねられるという現場
を目撃した。全校生徒で帰る機会もあるかと思うが、１年生だけそん
なに早く帰らせる必要はあるのか。

市長 　交通事故は清音地区では、古地の土手が危険。この前も正面衝突す
る死亡事故が起きました。山手でも夜間に４台の車にはねられて１人
が亡くなる事故が起きました。サンロード吉備路の出入り口の事故で
も、倉敷の夫婦が亡くなっています。新本でも高齢者の女性が車には
ねられて亡くなりました。死亡事故連鎖が起きているので、みなさん
も気をつけてほしい。我々も危険箇所については、注意を払っていか
なければならないと思っています。いろんなところに目配せをしなが
らやっていきます。

11 生活交通 　自宅から市役所に来るときに踏切を通るようになるが、以前と比較
し吉備線の本数が増えた。東総社駅から総社小学校のあたりまで、吉
備線を高架にしてほしいという希望がある。現実的には厳しいと思う
のであくまで希望。

市長 　吉備線の横断については、東総社駅の裏などは人口が多いのに狭い
踏切しかなく、すごく迷惑をかけていると実感しています。ＪＲとは
協議をしているが、線路の総延長のなかで踏み切りの面積が決まって
いるとのこと。例えば東総社駅の西側の踏切を広げると、県立大学の
近くの踏切を狭くしなければならなくなる。しかし、ＪＲに対しては
これからも要望していきます。

12 生活交通 　雪舟くんの後について車で走ったことがあったが、スピードが法定
速度を超えていた。もっとゆっくり走ってはどうか。多くの人を乗せ
て、人命をあずかっているので、注意してもらいたい。

市長 　雪舟くんの利用は朝９時台、夕方４時から５時にかけての時間帯が
多くなっており、ドライバーが急いでいたためにそうなったのだと思
います。昨年度末で１日の平均利用者が１３５人だったのが、今年の
６月は２１６人/１日となっている。日によっては３００人を超える日
もある。事故を起こしてしまっては、雪舟くんそのものがなくなるの
で、十分気を付けるようにします。
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◆　平成２４年度「ガラス張り公開市長室」意見・提案集約　◆

整理
番号 分　　野 発　言　趣　旨 答弁者 答　弁　概　要

13 生活交通 　４月以降におかやま愛カードを取得した人が雪舟くんの補助券をも
らえる。しかし、今年４月以前に愛カードを取得した人の方が、高齢
者の事故を減らすという貢献度は高いと思う。補助券を４月以前に取
得した人に対しても交付すべきではないか。

市民環境部長 　おかやま愛カードについては、免許の返納者が増えてきており成果
が出ていますが、雪舟くんの補助券を４月以前の取得者に交付するこ
とについては即答しかねます。検討させていただきたい。

14 生活交通 　運転免許証の返納の推進がマニフェストに掲げられている。自主返
納については警察署へ行けばいいと思っていたが、マニフェストにあ
るので、市に返納した方がより有利なのか。警察署か市かどちらに返
納するのがよいのか教えてほしい。

市長 　運転免許証は警察署に返納することになります。運転免許証の返納
は勇気がいることだと思いますが、歳をとると車の運転が危険なた
め、免許証の返納を推進しています。免許証を返納したあとはどうす
ればよいか。そういった人にぜひ雪舟くんというシステムを利用して
ほしい。４月以降免許を返納した方には、雪舟くんの乗車券（３０枚
綴り）を配布しています。

15 介護保険 　以前は小地域ケア会議に老人クラブの代表が入っていたが、今は
入っていない。ぜひケアをしてもらう側、支援を受ける側も会議に参
加でき、意見が言える機会がほしい。

市長 　小地域ケア会議は、以前は市が行っていましたが、今年の４月から
は各施設に委託しています。そのことで予防業務が停滞する、入居者
の奪い合いがおこるのではないかという懸念がありました。改善する
ところは改善していきます。
　（保健福祉部長）
　現在、２１の地区に分かれて小地域ケア会議が実施されています。
高齢者をどう見守っていくのか、民生委員、福祉委員などが中心に
なって会議は行っています。地域によって違いがある。地域の方の意
見は重要なので、地域の特性や実情に合わせ、今後は会議に入れる方
向で進めていきたい。

16 農林業 　よく「地域」という言葉が出てくるが、私は地域の最小意思決定機
関は「講中」だと思う。私の講中の人数は４分の１になっている。高
齢化も進み、病院以外には出かけなくなっている。そんななか、細々
と家庭菜園をしている。家庭菜園は自分のためというよりは、子ども
や孫、友達などに出来た野菜をあげる楽しみでやっている場合が多
い。
　農業振興は安心、食育、安全な食べ物づくりなどいろいろあると思
う。家庭菜園をしている人の心のケアについて助言や指導をしてほし
い。

市長 　家庭菜園が心のよりどころになっているという高齢者が多いと思い
ます。現在、農業公社があります。公社では少量でも、キュウリでも
ジャガイモでもタマネギでも、形なんかは何でも良い、市民が作った
ものを全量、なるべく高い価格で買い取りたいと思っています。公社
と契約をしてからということにはなりますが、理想はお年寄りが作っ
たわずかな野菜でも私たちが買うことです。それがお年寄りの喜びに
なればと思っています。
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◆　平成２４年度「ガラス張り公開市長室」意見・提案集約　◆

整理
番号 分　　野 発　言　趣　旨 答弁者 答　弁　概　要

17 農業関連施設 　井山地区には、宝福寺、秋葉山という観光地がある。秋葉山へ登る
道を整備してほしい。３０年ほど前から人家がなくなり、イノシシが
出るなど荒れている。最近の大雨でも道が崩れている。小学生が秋葉
山へ登るという計画を立てたが、道が悪く結局断念した。土木担当か
ら話しをすると、担当が違うので農林課へ相談してほしいとの返答が
あった。どこが担当ということでなく、なんとか長期計画でもよいの
で整備を進めてほしい。

副市長 　土木課や農林課がということでなく、職員を現場に行かせて確認
し、早急に対応します。
　【後日の対応】
　現地を確認。現状の林道補修ではなく、年数がかかってもよいの
で、本格的な遊歩道整備をしてほしいとのことでした。単独（単市）
事業での整備となると非常に難しいので、遊歩道を整備する補助事業
があるかどうかを調べる時間をいただくということになりました。

18 農業関連施設 　城根池から山田池までのところに用水路がある。そこに危険な箇所
が１か所あり、昨年大雨で増水したときには消防ポンプで水を抜い
た。自分が土木担当をしていたときに改良した箇所もあるが、それ以
降できていないところもあるので、早急に改良してほしい。

市長 　建設部長から連絡をとり、現場を確認してから対応させてもらいま
す。
　【後日の対応】
　現場を確認。該当箇所の工事については、平成２５年度の県補助事
業に要望し、採択されれば平成２５年度の秋に工事着工する見通しで
ある旨を説明しました。工事延長が長いため、複数年での施工になる
ことも併せて説明しました。

19 農業関連施設 　黒田の地形は谷あいの地形で、昨年の台風の時には避難勧告も出
た。伯備線のあたりが冠水すると、出入りする道がない。住民投票も
行って、ふるさと林道を整備しているが、工事は途中で中止されてい
る。工事見通しを教えてほしい。

市長 　昨年９月の台風のときには、道が冠水したのは自分の目で見まし
た。黒田浅原林道については中止したわけではないが、今の財政で
は、開通させるだけの予算を措置するのは難しい。財政状況を見させ
てほしい。

20 農業関連施設 　黒田と小黒田をつなぐ道、大覚越え、浅原越えの３ルートは地区住
民で草刈りをしていたが、だんだん高齢化して整備が難しい。この３
ルートは正式に地図上に道があるのか。あれば確認して整備してもら
いたい。

副市長 　道については、図面で確認させてほしい。
　【後日の対応】
　３ルートの道について、道路台帳に林道として認定されている旨を
回答しました。
　３本の林道の整備については、避難道として、現在予算がなく休止
状態になっている林道黒田浅原線の整備と総合的に考えなければなら
ない旨を説明しました。また、３本の林道のうち、応急的に県道倉敷
清音線へ抜ける、地元に一番近く延長の短い林道から人夫賃を支払っ
て地元で草刈り等をしてほしいとお願いしました。
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◆　平成２４年度「ガラス張り公開市長室」意見・提案集約　◆

整理
番号 分　　野 発　言　趣　旨 答弁者 答　弁　概　要

21 商工業・企業誘致 　企業誘致により、人口を増やし、市の発展につながることは、ある
一面そうであると思う。ただ、今の総社市をつくってきたのは地元に
住む人たちである。
　平成２２年６月に中小企業憲章が閣議決定され、それにそって各地
方自治体が条例を制定している。全国で早く取り組んだのが北海道の
帯広市、大阪府の八尾市、東京都の墨田区など。総社市でも昨年の９
月議会で、中四国トップで中小企業振興基本条例が制定された。条例
施行後、具体的にはどのような形で進められているのか教えてほし
い。

産業部長 　総社市では昨年１０月から中小企業振興基本条例を施行していま
す。その後の具体的な取り組みとしては、市と中小企業者との対話を
推進する、中小企業振興特別委員会を設け、４月２７日と６月２１日
に会議を実施しています。また、市主催の就職面接会の開催も決まっ
ています。商工会議所からは倉敷ケーブルテレビを活用した企業の紹
介などの案も出ています。今後も委員会を軸に協議を重ね、市内の中
小企業振興に努めていきたいと思います。

22 商工業・企業誘致 　産業の育成について。市は自動車関連産業が中心、支えとなってい
る。自動車も環境技術の変化でハイブリット、電気自動車への移行が
進んでいく。すると今の３万点ある部品数が１万点になると言われて
いる。ここ５年で確実に自動車関連の仕事が減少し、市を支える産業
の一つが衰退していく。市では産業の誘致を進めているが、ぜひ、総
社市の将来を担っていけるような産業の誘致、今、総社市を支えてい
る自動車産業については、他の産業に切り替え、新しい力を持てるよ
うにしてもらいたい。

市長 　５月３０日に三菱自動車本社の益子社長を訪問し、要望を伝えてき
ました。三菱が水島製作所を手放すということはなく、１００億円か
けて耐震補強を行います。新型車の生産も行い、１年半後には水島製
作所で４０万台製造する活気ある状態となる見込みです。自動車産業
は、円高など景気の影響を受けます。今は食品メーカー、運送、倉庫
業の誘致にシフトし、力を入れています。食品メーカーは、最後は手
作業が必要なため、雇用も生まれる。将来的には、高梁川の清流を
使った食品産業の街へと変えていきたい。

23 観光 　最近出版された二つの書籍があるが、日本全国の巨石や磐座を紹介
している。その巻頭で総社市内で２か所掲載されている。自分でも年
２回、情報誌を出している。そこで総社の磐座を連載している。磐座
は秋葉山、正木山、福山、豪渓など市内各所にある。パワースポット
が近年ブームとなっており、総社はそのメッカになれる可能性があ
る。ぜひ古墳と磐座をあわせた掲示を駅などへしてほしい。総社の観
光資源になりうるものだと思う。

- 　回答不要と言われたため、回答なし

24 観光 　観光プロジェクトに、ボランティア観光ガイドの会長などを参加さ
せてほしい。

その他 　（商工観光課長）
　観光ボランティアが協議に加わるのは画期的なこと。観光に携わっ
ている方が前向きに協議をしていただけるのは大変ありがたい。それ
ぞれの会の会長にも相談しながら検討したい。

25 道路 　国道の改修工事について。市の方からも対応してもらい、国の担当
の人が来て現場にも立ち会い、説明も聞いた。過去にしていることは
できないと言われ、応急処置をしただけだった。危険だということが
確認できた以上は、時間がかかっても改修してほしい。市の方からも
国へ働きかけをしてほしい。

副市長 　まずは現場を確認してから、国へ強く要望します。
　【後日の対応】
　岡山国道事務所に要望しました。
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◆　平成２４年度「ガラス張り公開市長室」意見・提案集約　◆

整理
番号 分　　野 発　言　趣　旨 答弁者 答　弁　概　要

26 道路 　知人の夫婦が夜、自宅から総社駅まで散歩をしている。総社駅から
市民会館までの歩道は改良されていて良いが、市民会館から総社宮あ
たりまでの道は路面が悪く、足首を痛めてしまうとのこと。沿道に店
舗等もあり難しいとは思うが、歩道を改良してほしい。

建設部長 　総社駅から市民会館までの道については、歩道と車道の高さを同じ
にして整備しました。市民会館から東については、まだ整備できてい
ない状況。費用面との兼ね合いもありますが、順次整備するよう検討
します。

27 道路 　植木から溝手の道幅を早急に拡幅してほしい。残り１５０～２００
ｍ程度を拡幅できれば完了するのだが。

建設部長 　言われている道路の拡幅については、承知しています。なるべく早
急に要望に応えられるようにしていきます。

28 道路 　金子池線の道路が狭く、草が生えている。草刈をしていた人が５月
７日にトラックにはねられた。道幅が狭いため起きた事故。竹やぶが
あり、カーブも多く危ない。昨年秋、待避所をつくってもらったもの
の、危険箇所が多く、道幅を広く、金子池の左カーブにも待避所をつ
くってほしい。事故が起きないよう改良してほしい。

建設部長 　昨年改良しました。金子池線を整備する計画はありますが、予算に
ついて財政課と協議していきたい。計画はありますが、時期等は今の
段階ではいつまでにとは言えません。できるだけ早く対応したいと
思っています。家もあり、用地買収の問題がある。山を削る訳にもい
かない。放水路に柱を立てて拡張するなどの方策を土木委員とも相談
しています。２年も３年も待っていただくことはないと思います。

29 道路 　市長になった暁には、身近なことから、道や土木担当などこまめに
やっていくと言っていた。自分の家の近くの道が舗装されていない。
土木担当を通じて要望したが、予算の都合でできていないと聞いた。
通学路になっているが、最近事故があった。登下校中の通学路での事
故が多い。安全な道を通学路にと思うが、道が舗装されていないた
め、雨の日は路肩が悪いし、足元も汚れ、危険だ。早急に対応してほ
しい。

市長 　地域主義を掲げてきた。できていないというご指摘はごもっともだ
と思います。しかし、土木委員、担当の総額予算は平成１９年から減
らしていません。足元の予算はきちんと確保して、増やしていきたい
と思っています。今後、前向きにやっていきます。
　（建設部長）
　予算に変更はありません。要望箇所は、危険なところから、緊急性
があるものから優先して対応しています。現在、土木担当は１３９
人。それぞれから要望がたくさん上がってきています。できるだけ早
急に対応していきます。

30 道路 　市道（幹線道路）の拡張工事の見通しについて。美袋槻線が、５０
０ｍぐらいあるが、毎年２０～３０ｍ進んでいて３/５ぐらいできてい
る。残り３００ｍほどあると思うが、予算のついた年度末に工事を
行っている。住民に説明できる工事の工程表がほしい。また、地元の
希望する場所から工事をしてもらうことはできるのか。

建設部長 　美袋槻線、全５００ｍのうち、１７９ｍが完成している状況。工程
表については作成し、土木担当を通じて渡すようにしたい。また、要
望の箇所があれば土木担当とも相談して、優先的にその箇所を工事す
ることはできます。
　【後日の対応】
　できるだけ早く整備したいと思っていますが、予算の状況により整
備延長も変わるため、いつ完成するか工程表は示せない旨を説明しま
した。
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31 道路 　市道ナガサ線（地元の通称）の整備について意見を申し上げたい。
高滝山の道の整備を４年かけて、地元有志の協力により５ルートを整
備した。市道ナガサ線の奥に高滝山への駐車場があり、同じ道を通る
新山治療院の患者の利用と合わせて年間４００台の車が通行する。こ
の道路を通行する人から「道が狭い」「路肩が悪い」と言った声を聞
く。
　槻地区に入る橋（通称ナガサ橋）も狭く、雪舟くんも入れない。こ
れは去年要望したが、まだ改善されていない。何とか改善できない
か。

建設部長 　現場に担当者が見に行き、確認します。要望箇所全部を一度にはで
きないので、必要な箇所から順に対応していきます。
　【後日の対応】
　市道ナガサ線（地元通称）は下倉支線３００４号道。
　現地の状況を聞きながら確認。地元で調整後、土木担当を通じて要
望書を提出してもらうようお願いしました。

32 道路 　岡山市で３歳、４歳児が水路に落ちて死亡するという事故が起き
た。市内では絶対に事故が起きないよう、危険箇所の総点検を行って
ほしい。水の事故、交通事故も多い。子どもが痛ましい事故に巻き込
まれないようにしてほしい。

市長 　先日の金曜日から土曜日の未明に、１時間あたりの雨量が４５ｍｍ
という雨が降った。それだけの雨が降るとは予想だにしないことが起
こる。想定外の事も検討し点検していかなければいけない時期に来て
います。河川敷のグラウンドでは、復旧に３０００万円かかる被害が
出ています。川で思いあたるのが、中原川、井手川、前川、十二箇郷
の周辺。我々が思ってもいない逆流現象が起きたりするかもしれませ
ん。注視しなければならないと思っています。

33 道路 　マニフェストに道路パトロール１７０回実施とあるが、ワタナベ工
業㈱の東側にある市道が北から１５０ｍほどアスファルト舗装され
た。どのように手続き、要望したら実施してもらえるのか。

建設部長 　地元には土木担当員がいます。市との窓口となってもらっていま
す。土木担当員から要望書をもらい、現地を確認し、必要があれば予
算をとって対応しています。土木担当員が誰か分からないということ
であれば、市から担当員をお知らせします。

34 道路 　都市計画税については、計画的に使用してもらっていると思うが、
ワタナベ工業㈱の西に用水路があって、大雨の時などには道路が冠水
する。今日も雨で冠水し、子どもたちは川のような道を歩いて帰って
いた。６年ほど前に市へ要望書は提出したが、回答はない。早急に対
応してほしい。

建設部長 　着工が遅れていて申し訳ありません。いつ出来るとは言えません
が、なるべく早く整備します。

35 道路 　柿木の旧公民館の南西の交差点に夜間になると点滅する安全灯が埋
設されてある。支所の西、ふれあい農園の西の交差点にもある。これ
はどういう手続きで設置されたのか。また要望すれば設置してもらえ
るのか。

建設部長 　道路に埋め込まれた安全灯ですが、道路の改良と同時に交差点の危
険性を知らせるために設置しています。これも地区の土木担当を通じ
て、要望してもらえれば検討します。
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36 河川・橋 　前川について尋ねたい。２級河川である前川を堰きとめている。水
が必要な時にだけ堰止め、すんだら上げるなどの樋門の操作をしても
らえないか。土地が低くなっているところは、水に浸かってしまうこ
とがよくある。昨年の台風の時には、稲の穂まで水に浸かってしまっ
た。凶作になった。堰を上げてほしい。行政指導ができるのか。

市長 　樋門のコントロールも大事ですが、前川の川底の高さの問題があり
ます。６月１９日の大雨で実際に冠水しました。すぐに備中県民局の
職員を呼び、いっしょに現場を確認してもらっています。備中県民局
長にも強く要望し、来年度はかなり予算をつけ、川を掘って改善して
いくという返答を得ています。
　（建設部長）
　県民局長からの話しでは、来年度には今年の３倍の予算をつけて、
川の掘削と橋を架けるとのこと。なかなか工事が進んでいないのが現
状ですが、来年度は確実に行うということでした。
　（農林課長）
　前川の改修が進まず、揚水ポンプが使えない箇所もあり４～５年前
から地元の方に迷惑をかけています。改修を急ぐよう県の方へ要望し
ていきます。

37 河川・橋 　一昨日の大雨で、国府川の土手が決壊した箇所がある。担当課の職
員に見てもらったときに、あぜをつくっておき、９月の補正予算がつ
けば修繕するという対応だった。田んぼに水は漏れ、何箇所も決壊し
ている。その場所は次の買収予定地になっている。もう一度大雨が
降ったら危険だと思う。９月補正までこのまま放っておくのか。

建設部長 　昨日、担当職員が、訪問したときには、９月の補正予算で対応との
話しでしたが、もう一度地権者と相談します。水が漏れるようなら、
ただちに対応していきます。買収の件もありますが、田んぼに稲を
作っている状況なので、収穫できるように対応はしていきたい。明日
以降、地権者と話しをします。
　【後日の対応】
　９月補正での対応ではなく、早急に応急処置をとることとしまし
た。

38 河川・橋 　木村川に砂がたまって川が増水している。泥をとってもらえない
か。

建設部長 　現場に担当者が見に行き、確認します。
　【後日の対応】
　現場を確認。土木担当と相談してもらい、要望書を提出してもらう
必要がある旨を説明しました。

39 河川・橋 　ナガサ橋（地元の通称）は舗装がされてなく、雪舟くんの乗り入れ
もできないし、Uターンができる場所も少ない。雪舟くんの乗り入れが
できるように改善してほしい。

建設部長 　拡張するとなれば、用地買収、予算などの兼ね合いもあります。担
当者が出向き、現場を確認（Uターンの場所など）して対応したい。
　【後日の対応】
　橋（下倉支線３００４号道１号橋）付近の舗装については、施工予
定である旨を説明しました。
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40 河川・橋 　道水路関係を地域応援課へ３件要望を出した。早急な対応をしても
らいありがたい。
　作原団地は水害が多い。台風が３日続くと浸かってしまう。難しい
問題だと思うが、増水が危険な地域なので川幅を広く、深くしてほし
い。
　排水路を出たところに木があり、ごみや瓦礫が流れてきてたまって
いる。環境的に悪いので、国、県と協議してなんとかしてほしい。

市長 　昨年９月、台風１２号のときには実際に増水した川を見ましたが、
濁流が流れてくるのは大変恐いと思いました。そのときには、１トン
の土のうを積んでもらったり、国土交通省から排水ポンプを借りて対
応しました。それだけでは追いつかないことは分かっています。先
日、国土交通省へ行き、事務次官などへ作原の河川の問題について対
応してもらうよう、お願いしてきました。今後も要請はしてきたい。
　（建設部長）
　暗渠のごみは、現場を見に行き、早急に対応します。
　【後日の対応】
　現場を確認に行き、備中県民局管理課管理班へ連絡しました。

41 河川・橋 　前川について。国道４２９号の設計時点で、西郡地域が冠水区域と
なることが確認されており、農マル園芸があるあたりまでつかるとさ
れた。４２９号を改修し、橋を架けるときには約２ｍ下げている。ほ
場整備後には、続けて水路を改修していく計画だったが、いまだに進
んでいない。市の方からも県へ働きかけをしてほしい。

市長 　６月１９日にも大雨で冠水しました。その時に県民局へ連絡して現
場を見に来るように依頼し、県の職員といっしょに現場を見ました。
県民局長へも強く要望し、川底を深く掘って橋をかけてもらうという
約束してもらいました。来年度中には予算を３倍に増やして、前川の
改修工事を行うということです。
　（建設部長）
　県の話しでは、三須のほ場整備が完了するまでには前川の改修も終
わる予定だったが、実際はまだできていません。来年には３倍の予算
をとって、川底を掘って、幅を広げて土手を盛り上げる。急ピッチで
やっていくということです。県の予定では４２９号線までが１期工
事。そこからも続けて改修してもらえるよう県へ要望していきます。

42 地域の要望工事など 　市が買収した土地に雑草が生えている。その土地の草刈りについて
はどうするのか。昨年はシルバー人材センターへ委託したと聞いてい
るが、年に１回で作業も粗い。シルバー人材センターへ委託するので
はなく、地元へ草刈りをまかせてもらうことはできないか。

建設部長 　国府川の買収地のことだと思いますが、地区の人で草刈りを行って
いただけるなら、内部で協議して結論を回答します。
　【後日の対応】
　シルバー人材センターへの委託から、地元へ委託することとしまし
た。

43 地域の要望工事など 　高齢化に伴い、草刈が大変負担になっている。約２キロの区間。年
４回していたのを２回にした。住民から「きつい」「やっていけな
い」との声があり、シルバー人材センターへお願いすることにした。
シルバーへの委託料は年間で約２０万円かかり、４６軒の各戸で４３
００円ずつ負担している。草刈の補助は、自治会へ５万円まで現物支
給されているが、シルバー人材センターへの支払いに充てたいので、
現金支給にすることはできないのか。

市民環境部長 　現在上限５万円の現物支給をしています。（自治組織活性化補助
金）この自治会への補助を現金で支給することは現段階では難しい。
ただし、補助金の見直しは行っており、どう対応できるか検討してい
きたい。
　（建設部長）
　草刈をしている現場を確認し、市で対応できるところがあれば市で
やっていきたい。
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44 地域の要望工事など 　土地を放棄し、移住する人が増えている。そのため、荒れた田が増
え、環境が悪化している。休耕田の雑草の管理を２、３人で対応して
いるが、難しい状況にある。シルバー人材センターへお願いするよ
う、地主に交渉している。できるだけ自分たちの手でするようにした
いが、ガソリン代とか市から補助はないか。どこに聞けばいいのか。

市長 　昭和地区で出てきた意見は、４、５年前から交通の問題、道路の拡
幅、草刈りの問題が続いてあります。ただ、今はどこの地域の人も草
刈りにギブアップしていると思う。この意見をしかと受け止め、皆さ
んが楽になるシステムを考えていきます。何か知恵を出していこうと
思います。

45 都市景観 　街路樹について。落葉前にすべて伐採されてしまっている。他県な
どから来た知人を案内するのが恥ずかしい。木へ虐待ではないか。子
どもたちにとっても、木の１年、芽吹きから落葉までを教えることが
自然教育であると思う。

市長 　街路樹については、沿線の人からのゴミになって困るという苦情と
自然保護という２つの問題があります。近隣の人の迷惑を軽減するよ
う考慮しなければならないし、伐採時期を遅らせるなどの対策も考え
られるかもしれない。今後検討していきます。

46 都市景観 　新屋敷地区の公園の入り口付近で、雨のときに土砂が流れるので何
とかしてほしい。

建設部長 　現地を見て、状況を確認してから対応します。
　【後日の対応】
　既に現地確認済。施工に向け、予算面での調整を行っている旨を説
明しました。地元役員へも説明済。

47 その他建設 　土木担当の区域については、担当区域が図面で示されているが、隣
接した部分の溝や道路など細かい所の判断が難しい。どのように区域
のラインを理解したらよいのか。区域の判断がつかない場合、どちら
が申請するのか困るときがある。

建設部長 　担当区域については、川や道路で区切っています。例えば、道路の
道幅が広くなるなどして境界が分かりにくくなった場合には、協議の
上でラインを変更できます。また、区域の担当者の判断が難しい場合
には、どちらの担当からでも申請してもらえば対応します。

48 その他建設 　旧国道（金井戸）沿いの地区内に民有のかなり古い廃屋がある。劣
化がひどく崩れないか心配。危険な状態。私有財産であるが持ち主へ
の働きかけをしてほしい。

建設部長 　廃屋の場所や状態を確認します。持ち主を特定し、協議を行ってい
きます。善処いたします。
　【後日の対応】
　家屋の場所と所有者を確認し、所有者に連絡をしました。

49 その他建設 　採石場の崩落事故の現場では、今でも一人の方が埋まっている。事
故後、しばらくは採石作業は中止されていたが、今はその埋まってい
る人を掘り出すという名目で採石が再開し、どんどん採石している。
天候を問わず行っており、雨のときなどは危ないし、粉塵、騒音と
いった被害もある。市民憲章にも美しい環境をまもるとある。それが
守られていない。採石をすることで、昭和地区に得られる利点、プラ
スは何か。

建設部長 　平成１３年３月１２日に起きた落盤の状況については、県に確認し
ています。当初は平成２３年９月までに崩落の起きた地点まで水平に
きり、全体復旧は平成２８年頃を予定していました。しかし、現場の
石が硬いことや切った石については売らないといけないが、近年の不
況で思うように売れないといったこともあり、計画を２度変更。最終
的には平成３７年までに上の部分を水平に、階段状にし、下にある土
のうを取り除いてしまう予定です。粉塵、騒音については県からも指
導しており、市と合同で取り組んでいくと聞いています。地元の意見
は県に伝えます。
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◆　平成２４年度「ガラス張り公開市長室」意見・提案集約　◆

整理
番号 分　　野 発　言　趣　旨 答弁者 答　弁　概　要

50 その他建設 　崩落事故のあった採石場について、今、河に落ちている土砂を取り
除くということはできないのか。河の流れが悪くなり、そのせいで大
雨のときなどは対岸にある畑などが浸水被害を受ける。大きな川の流
れにならないか。

建設部長 　下側から土砂を取り除いていくと、当然、山が崩れてしまう。豪渓
秦橋から上流については、県の管理となっていますが、地元の要望が
あることはきちんと県に伝えます。

51 下水道 　農業集落排水の使用料が、４月１日時点の世帯の人数で決まってい
るが、基準の見直しできないか。人数は４月１日以降、増えたり減っ
たりするので、不公平ではないか。

その他 　（水道部次長）
　使用料の基準は市の例規に定めていますが、不具合が生じないよう
検討していきます。
　（副市長）
　農業集落排水の使用料の基準は新本だけでなく、総社市全体の問
題。全体的に検討していきます。集落排水は地元の組合で運営してい
るので、いつまでに基準を変えるとは言えませんが、検討していきま
す。

52 下水道 　平成２４年３月１８日（日）午後８時頃に自宅の下水が詰まり、市
役所へ電話連絡したがなかなか来ないし、連絡もないので自分から再
度連絡した。１時間後に職員が来た。職員は１５分、業者も３０分あ
れば来れるのではないか。また詰まっているときには、トイレや風呂
は使用できるのか。何年か前にも下水が詰まっており、なんとか改善
してほしい。
　また、日中の時間なら「お電話ありがとうございます。総社市役所
の○○です」という電話応対をするが、その時は住所と名前を聞くだ
けで電話応対が悪かった。名前を聞いても返事がなく電話を切られ
た。夜間、休日の電話対応等については委託しており、市の職員が対
応しているのでないと聞いた。ボランティアなのか、それとも給与が
発生しているのか。その後については、どうなっているのか教えてほ
しい。

市長 　市民の方への対応が市役所にとって一番大事なこと。３年前から宿
直業務は職員ではなく、クラレテクノへ委託しています。そのため、
給料も発生している。契約締結のときには、クラレテクノについても
職員と同じように電話応対もするよう伝えています。３月１８日に
あったことは、よく検証し、厳しく注意指導します。今後、二度とこ
のようなことが起きないようにします。
　（水道部長）
　休日については当番を決めて対応しています。当番の職員は、宿直
から電話連絡を受けるとすぐに現場に向かうようにしているが、今後
気をつけます。出来るだけ早く対応できるようにします。下水が詰
まっている間は使えません。下水が詰まる原因等については、現地を
見て確認します。
　【後日の対応】
　現場を確認し、市が管理するポンプの不具合により下水が詰まった
ことを説明しました。また、クラレテクノに指導しました。

53 議会・議員 　議会だよりについて、視察に行ったという記事は掲載されている
が、その学びがどう生かされたのかが掲載されていない。学びを実践
していないのでは。今後、実りある視察研修にしてほしい。

その他 　（西森議員）
　議会だよりの編集については力を入れています。連動性のある議会
だよりにしてほしいという声がある。分りやすく報道したいと思いま
す。
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◆　平成２４年度「ガラス張り公開市長室」意見・提案集約　◆

整理
番号 分　　野 発　言　趣　旨 答弁者 答　弁　概　要

54 教育施設 　市図書館について。高齢になると階段での２階への昇り降りに苦労
する。せめて２階までエレベーターを設置してほしい。

教育次長 　図書館の階段は急であり、エレベーター設置の要望はあります。建
物の構造上の問題等があるが、利用者の利便性を十分考慮し検討しま
す。

55 教育施設 　北公園や山手スポーツ広場、武道館は指定管理になっているが、そ
の施設にある多目的室は、スポーツ関係でないと使えないことになっ
ている。空いていても使えないのは、宝の持ち腐れではないか。施設
管理にお金をつぎ込んでいるのだから、スポーツ関係でなくても使用
できるようにし、使用者を広げることができないか。いろんな講座で
も使えるようにしてほしい。

教育次長 　スポーツ施設、公民館、文化施設などは、それぞれ目的をもって設
置しています。会話講座やお花の講座などは分館を使うと安く使えま
す。目的外使用も可能となっていますが、基本的には使用できませ
ん。目的にそった施設を利用してほしいと思います。
　（市長）
　使えるようにできるよう、検討します。

56 教育施設 　山手小学校の南側の斜面にはムカデやマムシが多く出る。特にマム
シが多く、過去何回か教室などに侵入してくることがあったが、教
員、保護者、児童が注意を払っており事故なく終わっている。ＰＴＡ
の方などが草を刈るなどの対応はしている。楽な面は草を刈れたが、
勾配がきついところは草刈り自体が難しく、業者に頼んでいる。南側
の法面をコンクリートやブロックで固めて、雑草が生えないようにし
てもらうことはできないのか。実際に現地を見て、管理を行ってほし
い。
　また他市の教育委員会の対応には不信感を持っているので、それも
払拭してもらいたい。

教育長 　着任して３か月で、幼稚園、小、中学校全３８か所を全て見てま
わっています。もちろん山手小学校の斜面も見ており、危険だという
認識はあります。マムシが出るというところは他にも７か所ぐらいあ
ります。全てに対応していかなければならないが、順次危険なところ
から対応していきます。
　各幼稚園、小、中学校からの要望をリストアップしました。３億円
ぐらいかかりますが、３年程度の期間をかけて取り組みたい。どこも
けっしておざなりにしているわけではありません。優先順位を決め
て、必要なものは行っていかなければならないので、計画をつくって
いる段階です。
　学校に対する不信感については、誰もが行きたくなる学校づくりを
始めて、現在は３年目に入っています。この取り組みは素晴らしいと
思っています。先生方の努力で授業が落ち着くなどの成果が出ていま
す。いじめ、不登校の問題も取り上げてきました。教育委員会も現在
の取り組みを見直し、情報は開示し、説明していきたいと思います。

57 学校教育 　教育関係の仕事に従事していたが、その時からいじめの問題には
困っていた。現在もいじめが非常に問題になっている。私の経験で
は、学校を統廃合することで、親、子どもともに、遠くから知らない
人たちが集まることで問題が起きる。人数が減少している小学校もあ
るので、学校の統廃合をするときにはよく検討をしてほしい。

教育長 　いじめについては減少。学校の統廃合については周辺地域では人数
が減少し、中心部では人数が増加しており、過疎と集中と両方が起き
ています。議会に了承を得て、特別委員会を設置し、１年をかけて
じっくり検討していきたい。
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◆　平成２４年度「ガラス張り公開市長室」意見・提案集約　◆

整理
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58 学校教育 　学力の低下が問題となっている。岡山県は最下位に近い。土曜日を
登校日にすることを模索しているというが、岡山県教委はどういう見
解で、総社市はどう考えているのか。

教育長 　県教委は、土曜日の授業については、「考えていきたい」というあ
いまいな答えでした。小・中学校の学習指導要領が変わり、授業時間
が増え、時間に余裕がない状態です。学力の低下への対応やこういっ
た状況から考えると、市としては、「土曜授業を考えていい」と思い
ますが、考えるにあたっては乗り越えないといけないハードルがあり
ます。先生の労働時間の問題があり、東京都は先生の５０％が賛成し
ています。学校とよく相談する必要があります。保護者の９０％、生
徒の７０％はやってほしいと思っています。学校の理解を得ながら検
討していきます。しかし、来年にすぐ導入するという話ではありませ
ん。

59 学校教育 　柔道が中学で必須となっているが、市内の中学では今後どうするの
か。

教育長 　市内３校が剣道、西中は柔道をしています。

60 学校教育 　智頭町に、「森のようちえん」というところがあり、特別教育で、
思いやり、自立心、助け合いなど素晴らしい成果が出ている。県内外
から視察に訪れている。総社市も子育て王国と言っているなら、こど
も課や教育委員会の職員を派遣し、その教育方法を学び、生かしては
どうか。特に智頭町は、昭和地区と似たところがあるので、取り入れ
られないか。

教育長 　市は教育分野、特別支援には予算をかけています。視察に来られる
ことは多いが、視察に行くことは少ないと思う。先日、教育次長が九
州の先進地を視察しています。教育委員会には視察の予算が少ないと
いうことがある。出雲市での会議に出席する際も、有意義であると考
え、自分以外の職員に同行をさせようとしましたが、予算がない。交
通手段を電車から公用車に変更し、宿泊日数を減らし、何とか対応し
ました。今後、視察の機会も増やし、職員のレベルを上げていき、実
行したいと思っています。

61 文化財・文化振興 　総社芸術祭について。開催に向けての機運は高まっているのか。企
画の応募はどの程度集まっているのか。パンフレットでは高いレベル
のイベントを開催する、という記載となっており、応募者がちゅう
ちょするのではないか。誰でもが参加できるような形をとり、ぜひ来
年に向けて機運を高めてほしい。

市長 　国民文化祭が開催されたときに、総社では和太鼓、日本画、民話の
語り部、歴史シンポジウムの４つを行いました。その時にいいチーム
ができて、よい評価も得ました。それを一過性のものにするのではな
く、総社の文化、芸術の祭典をつくろういうことになりました。今ま
で施設の保守、点検などに重点を置き、総社の観光について人を育て
ることをしてこなかった。観光大学や芸術祭を通して、人を育ててい
きたい。
　（文化課課長補佐）
　赤と黒をテーマに、舞台部門と造形部門、パフォーマンス部門、も
てなし部門の募集を行いました。３０以上の団体から応募がありまし
た。応募者から内容をプレゼンをしてもらい７月中には審査をし、参
加者を決定する。８月１８日に実行委員会を立ち上げ、盛り上げてい
くよう頑張っていきます。
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62 文化財・文化振興 　観光行政について。鬼ノ城への入山を有料化してはどうか。全国的
に見ても観光地は有料のところが多い。また、鬼ノ城は維持管理に多
額の経費がかかっている。入場料をその経費に充てたらよいと思う。
鬼ノ城には入山するルートが何箇所もあるので、有料化はできないと
言われた。有料化が難しいなら、売店を設置し、総社特有のお土産を
売るなどの方法はとれないのか。

教育次長 　鬼ノ城の維持管理には多額の経費がかかっています。鬼ノ城は、日
本でも有数の史跡で、その一体が県立自然公園となっており散策する
人も多く、全国発信していきたい。鬼ノ城へ入られる人への有料化は
難しい。また、門が３つあり、それぞれの場所から入って行けるとい
うこともあり、今すぐに結論は出せないので、当面は無料ということ
にしたい。
　維持管理費をペイできるほどではありませんが、ビジターセンター
では、日本手ぬぐいや展示ガイドなどを売っています。鬼ノ城を訪れ
た人の記念になるようなものを考えていき、利益が上がるようにして
いきたい。

63 文化財・文化振興 　御所遺跡の発掘調査で歴史的な事実が確認できたことは重要。発掘
調査の図面や資料、小冊子を地区住民や保存会の人にもらいたい。現
在設置されている案内看板が古く、内容も不一致な部分があるので、
早急に文章を再検証してもらい、立て替えをしてもらいたい。東と北
の道路側の排水施設や老朽化しているフェンスを整備してほしい。

教育次長 　６月２日に現地説明会を実施したところです。説明板については、
発掘調査によって明らかになった新たな事実に基づいて、書き換えを
したいと思っています。また、発掘調査で確認できた事実も資料にま
とめしだい、公表したいと思っています。
　（文化課主幹）
　フェンスなども設置後、かなりの年月が経過しており早急に修繕し
たいと思います。

64 体育振興 　子育て王国の取り組みは評価している。今年の２月の吉備路マラソ
ンは盛況であり評価できる。しかし倉敷ケーブルテレビに、生後４８
日の赤ちゃんがマラソンに参加者したとして取り上げられていた。２
月という寒い時期、スタート時の人ごみの中にいたことは虐待なので
はないかと思う。子育てを分かっていない子どもの両親を非難するつ
もりはない。申込みを受付した市に問題があったと思う。参加を認め
た市は虐待を促進したというのに等しい。倉敷ケーブルテレビと市に
質問状を出した。倉敷ケーブルテレビからは文書で、真摯に受け止
め、今後の対応をきちんとし、主催者の市へもその旨を伝えるとの回
答を得た。市、教育委員会からは回答がない。こういったことが二度
とないような運営をしてもらいたい。

市長 　生後４８日目の赤ちゃんの参加を認めたのは、１万５千人の参加を
目指すあまりに起こった事だと思われる。生後４８日目の赤ちゃんが
参加するのはいけないこと。自分の声のかけ方がやりすぎだったと反
省し、お詫びします。今後は２万人の参加を目指していくなかで、気
をつけるべきところは十分注意していきます。

65 体育振興 　生涯スポーツについて。いきいき総社スポーツプランを作った。以
前から、どうすれば生涯スポーツが普及するのかを担当職員へ相談し
ていた。病気で体を壊すよりも、健康で総社は生涯スポーツが進んで
いると言われたい。事業を単独でするのではなく、体協などと協力し
てやっていかなければいけない。一人ではできないので、人が動く、
動かすシステムづくりが大切。いきいきプランを進めていきたいの
で、人のことや予算も含めて取り組んでほしい。

教育長 　吉備路マラソン、教育など県下に誇れるものができてきています。
手のついていないところは今後、努力してやっていきます。協力をお
願いします。
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66 その他教育 　科学技術、科学分野の振興について。広報そうじゃを見ると、文科
系の話が多い。科学分野もぜひ取り上げられるようにしてほしい。市
民が科学技術に興味をもってもらえるような取り組みを検討してほし
い。最終的には起業化についても考えてほしい。

市長 　総社市のウィークポイントは、科学系の分野に浅いということ。社
会基盤を整備するためには、バランスをよくしていかなければならな
い。市と提携を結んでいる県立大学はどちらかといえば理系の大学。
卒業生が、最近では２、３人が総社市内に就職していますが、就職す
る人数が０人ということもありました。いかに理系の人が総社では職
場をもてないかということを示しています。しかし、いきなり科学分
野に取り組んでいくのは難しい。これから将来的に考えていかなけれ
ばならない課題。総社には自動車部品の工場が多いですが、これから
は、食品メーカーの工場を多くかかえた、景気に左右されない社会を
つくろうとしています。それに加えて科学系統の分野にも取り組むこ
とを考えていきます。

67 消防 　今年の４月１日下原・砂古で自主防災組織ができた。下原にはポン
プがあるが、砂古には正式にはポンプがない。実際は、２０数年前に
消防署へ引きあげられた古いポンプを貸し出してもらい置いている。
ただし、古く、使えない状態になっているため、地元から消防署に使
えるポンプをもらえないかと聞いたところ、ないと言われた。使える
ポンプをもらえないか。

その他 　（消防署長）
　引きあげのポンプで貸出可能なポンプがあるかどうか前向きに（早
急に）検討します。

68 消防 　高層マンションが増えているが、はしご車の油圧が故障していると
聞いている。災害の際にはどうするのか、大丈夫なのか。早く修理し
た方がよいのでは。

その他 　（消防署長）
　導入後１６年が経過し、オーバーホールもしてきました。平成２５
年度にもオーバーホールする予定です。毎年点検をしていますが、エ
ンジン停止時にわずかながら油圧系統に問題があることが分かりまし
た。作動している場合には支障はありません。
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69 市政全般 　市長は日本一、県内一のまちづくりを目指して、雪舟くんなど魅力
的な政策をされているのではと思う。部長マニフェストを見ると、市
長の熱意があまり伝わっていないように感じられる。その中で一点、
建設部長マニフェストのなかで、快適に利用できる公園の維持、各公
園を年４回点検するというものがある。これでは、市民に熱意が伝わ
らず評価されないのではないか。また、現在は時間帯を問わず、公園
の利用者が少ない。公園の機能は３０年、４０年前と変わっておら
ず、子ども向けの遊具があり、広い空き地があるというもの。子ども
はテレビゲームや塾通いなどで公園を利用しなくなっている。これか
らは高齢者が増えていくため、子どもと高齢者が共用できるような公
園づくりが望まれる。時代の流れにあった公園の再編成など、意欲的
なマニフェストを掲げてほしい。各部長も１つは達成が難しいかもし
れないが、チャレンジするようなマニフェストを設定してほしい。

市長 　当初は地方公務員が市民に対して、マニフェストを示すのはおかい
しという考え方もありました。目標が達成できなかった場合に、市民
から批判されるのでは、という守りの姿勢からスタートしました。そ
のため５年前には、目標達成が容易なものが多かったのを認めざるを
えない。しかし、だんだん困難な目標や自分たちがこうしたいという
思いのあるマニフェストが各部長から出てきています。現在変わりつ
つあります。本当にチャレンジしていくようなマニフェストは必要で
あると思います。
　（建設部長）
　総社市には公園が１０４か所あります。児童公園や常盤防災公園な
ど、健康遊具を設置している所もあります。事故が起きてはいけない
ので点検をしていかなければいけません。設置者の責任もあります。
そのため年４回、１０４か所を点検するというマニフェストを掲げて
います。最近では、まちかどの泉の噴水を再開しました。照明等は整
備中であり、近隣住民との関係もありますが、２０時頃まで点灯する
ようにします。利用する市民のニーズに合わせた公園も、徐々に整備
していくようにしたい。

70 市政全般 　昨年の建設部長マニフェストの結果で土木工事発注率がなぜ１０
０％を超えるのか。数値が工事金額のパーセントということであれ
ば、補正予算を組んだのか。件数を過少評価し、年度末で調整したの
か。表示方法が間違えているのではないか。入札残が出たので、そう
いう結果になったのではないか。マニフェストの結果は広報そうじゃ
に掲載されるが、１００％を超える場合は分かりにくいので、摘要欄
で補足すべきではないか。

市長 　来年から改めます。マニフェストの目標は、市民の方にどれだけ喜
んでもらえるかが大切です。ただ、行政には行政の難しさがある。あ
まりに高い目標をたてて、どうしてできていないのかという批判を受
けるのも困るということがあります。現在、幹部は高い目標を立てて
やっています。

71 市政全般 　マニフェストについて。国の補助が減っていき、市が独自で頑張っ
ていかなければならないなかで、市の良さを探して、いかに育てるの
か。そういった目を議員や職員がもつことが必要であり、そうしたも
のを取り上げるのがマニフェストである。今の部長マニフェストは、
頑張っていることはよく分かるが、現状維持となっている。どうすれ
ば市がよくなるのかを考え、市民に約束するマニフェストへと高めて
いってほしい。

市長 　マニフェストを始めて５年目。当初、マニフェストは簡単なものが
多かったが、今はだんだん難しい問題に着手し、数値目標をつけよう
としています。総社市が変わっていくためには、私自身が変わってい
かなければならないし、職員が変わっていかなければならない。職員
は前年と同じものを踏襲していくというやり方でしたが、雪舟くんの
運行、障害者千人雇用、「地・食べ」の取り組み、教育改革、部長マ
ニフェスト制度などで変えていこうとしています。今は１つのことを
行うときに、今まで以上の目標を持って取り組んでいます。期待して
ほしい。
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