
◆　平成２６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 財政・行財政改革 平成の合併から10年が経過し、交付税が減額される。そこで、行政
機構の改革、すなわち支所の改革が必要だ。費用対効果だけで判断
は出来ないが、避けては通れない。試算をしたところ、10年で10億
くらい減額できる。（山手と清音で）

市長 合併後の初動が大事と判断し、支所を残して適材適所でやってきた。
しかし、来年からは交付税が減額される。行政改革を考えていかなく
てはならないので、支所機能をどうするか考えていく。しかしサービ
スは落とさない。

2 防犯・交通安全 女子中高生を狙った痴漢や強姦事件が週１回は起こるような物騒な
世相だ。少なくとも山手と東中あるいは総社高校あるいは岡山へ通
う女子学生の安全の確保を。これは現代の責任だ。山手、総社市が
これから発展する上での要道だと思う。ぜひこの対策をお願いした
い。

市長 街路灯をつけます。しかし、ウンカの問題等があるので農家との問題
がある。しかし、子どものことを考えるとぜひやりたいと思ってい
る。市は、夜空ピカピカ大作戦と銘打ってこの種の予算を5倍にした。
農家との相談にはなるが、粘り強くやっていきたい。

3 まちづくり支援 一括交付金について、今まで補助金は５月に入っていたが、今年は
６月に入ってきた。職員はきちんと１５日に給料を貰いボーナスま
で出る。小額かもしれないが、貰うものは早いほうがよい。

市民環境部長 山手地区は山手地域づくり協議会をいち早く立ち上げていただき、運
営していただいていることに感謝申し上げたい。お金を早めにという
ことですが、申し訳なく思う。今後出来るだけ早めにお支払いさせて
いただこうと思う。今後ともよろしくお願いしたい。

4 吉備路マラソン そうじゃ吉備路マラソンで宿地区は去年、一方通行だった。今年は
２時間くらい全面通行止めと、途中から一方通行。市長は1万8000
人と言っているが、みんながマラソンを好きというわけではない。
市長は好きなのかも知れないけど、私はどちちかと言えば反対。走
るのはかまわないが、秦で走ってください。山手は通行止めにして
ほしくない。マラソンはフルとハーフがマラソンで、10キロ、
3000、5000は違う。あまりマラソンを本気にしないように。

市民環境部長 そうじゃ吉備路マラソンは今回で６回目。吉備路マラソンということ
で吉備路の象徴である国分寺周辺を走っていただく、早春の吉備路を
走っていただくということで、地域の皆さんには通行止め等で迷惑を
掛けている。春の吉備路を駆け抜ける特色をもったマラソンというこ
とで推進をさせていただいている。全国からも大勢の人が来て、総社
を知ってもらう、このあたりはいいなあという発信にもつながってく
ると思う。地域の皆さんには、通れないということもあって迷惑を掛
けると思うが、ご理解をしていただいてよろしくお願いしたい。

5 情報化 ふるさと通信放送「オフトーク」という平成3年に山手村役場のこ
ろに導入したものがある。行政情報、イベントなどの開催の情報、
緊急時の防災の情報、お悔やみ、そういう情報も入ってくる。山手
随一の情報が入る手段。平成３年に出来上がって相当古くなり、部
品が入らないということで、来年の２月にこれがなくなるというこ
とを聞いている。しかたがないと思うが、３月以降についてはこれ
に代わるシステムがどういう形になるかお尋ねしたい。

オフトークが山手からなくなると、行政の情報が全然入ってこなく
なる。ケーブルテレビも山手にはない。今後の課題ということだ
が、われわれとしたら今後の課題では済まない。当面１番は緊急時
のことも含めて、何か具体的な対策を３月以降にぜひお願いした
い。

山手支所長

総務部長

【山手支所長】
オフトークは、来年の２月末をもってNTTがこの業を廃止するというこ
とで、全国的に使用不可能ということになっている。オフトークに代
わる防災的なものとか必要かと思われるが、山手地区のみだけではな
く、全市的に防災がらみの関係で倉敷ケーブルあるいはFMと提携し
て、連絡体制を取れるものが出来たらいいと考えている。いつから具
体的にというのは決まってない。今後の検討課題と考えている。

【総務部長】
来年の２月で廃止になるということだが、市も防災関係の無線につい
ては、検討をしているところだ。多額の費用がかかるので、全市的に
もう少し検討させていただきたい。緊急時の連絡体制だが、本年度か
らメールマガジンを充実させていただいた。防災情報についても、事
細かにお知らせが出来るように変えさせていただいた。引き続き全市
的な防災関係の情報をどうするかということについてはよく研究して
いきたい。
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6 下水道 下水道事業だが、昭和60年に山手地区が供用開始されて、山手の人
口が伸びる 初の要因になっている。しかし、相当古くなってい
る。その中でも特に農業集落排水については、浄化した水を再びた
め池に戻して、農業用水に使っている。しかし、アオコが大量発生
したり、水質が悪くなっている恐れを感じる。また、山手の人口が
もうすぐ5000人になる。下水道施設の容量・能力は心配しなくてよ
いか。

水道部長 下水道の事業ですが、各処理区については、年数がかなり古い処理場
については、今後見直しをしていかないといけない。一方、山手地区
においても今年度、機能強化で岡谷地区のトレンチの改修を計画して
いる。そうしたことで見直しをしていきたい。水質については、現場
で調査させていただいて、結果を報告させていただきたい。今後の人
口増加ですが、ここ数年については今の現状で処理はできると計画し
ているが、その後についてどのぐらいの人口が増えるかということも
含めて、総社の下水処理場の区域の見直しも含めて検討していきたい
と考えている。

7 財政・行財政改革 支所の問題ですが、平成17年3月22日に合併して、山手村役場から
支所になった当時、合併協議の中で、当分の間という話があった
が、本来３年、長くて５年だったのが10年も存続している。国の特
例債の内容や交付税の問題などもあり、いずれ存続が難しい時代が
来ると思う。廃止する時期が来たときに、出張所という機能にする
のではなく、市役所の行政と住民とが協働でやっていける内容、あ
るいは役割分担をしていけるものを山手に行政の拠点として残し
て、同じような活動が出来るそういうものをぜひやっていきたい。

市長 一考に値する、住民自治という観点から考えていきたい。

8 市政全般 それぞれの地域に精通した地域事情を知っている職員を指名して市
民に知らせ、どこの部署とか関係なく情報を得て、お互いが共有化
していくということをしたらどうか。このことによりコストパ
フォーマンス、安全安心、志の高い市政を行う上で重要なポイント
だ。回答いただくというよりは提案させていただきたい。

市長 素晴らしい提案。私も伊原木知事に同じことを言っている。大災害・
有事の際に県庁の職員はどこにいるのかと。4000人超の県職員は、全
然総社市に助けに来てくれない。役割があるから県庁に出勤する。県
の仕事は、情報調査だから、それはそれでいい。ただ、総社出身の県
庁職員３人でいいので、総社担当をつけてくれと。その人が有事の際
は総社市役所に出勤してくれと。なんとコストパフォーマンスなんだ
と言うんですが、県は「はい」と言わない。だが私は今の意見に対し
て「はい」と言いたい。地域の方々と連絡をし合える体制をつくる。
それをやりましょう。これはものすごく重要なこと。秦には秦の人
間、新本には新本の人間がいるわけだから、僕は福祉部ですからしま
せんとか、有事の際はそんなこといっていられないので、貴重なアイ
ディアとして取り上げたい。

9 河川・橋 新しく橋が完成したら八代の道もたくさん車が通る。新本川の上を
一方通行にしてもらえればよいと思う。

市長 新しい橋ができ、新しい交通の流れになったときに、柔軟な発想で変
えるべきところは変えていこうと思う。新本川の相互一方通行は相談
させてください。警察との話にもなるが、今でさえ八代の交通量が多
いでしょうから、善後策が取れるのであれば検討したい。
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10 消防 ４月始め、ウェルサンピアの西側で小さい山火事が発生した。その
時消火栓が空いていた。なぜこの消火栓を使わないのかと思い、現
場に行って聞いたら、消防職員が「あの消火栓は使えない」と言っ
たそうだ。火災が発生する１、２か月前には消防車と救急車が点検
に来ている。点検しているのなら使えるはずだが。点検は本当にし
ているのか。また、点検で救急車も消防車も来ないといけないの
か。

消防長 山火事ということで、竹やぶが燃えた火事です。約8.4アールほど燃え
ました。消火栓ですが、年に大体３回は総社市内全部の消火栓や防火
水槽、全て点検して回っている。
西出張所の車両は、救急車と消防車が同時に行動します。何かあって
もすぐそこから救急車が現場へ出動する、あるいは火事があったらそ
こから出動する体制をとっているので、日常の点検等あるいは管内調
査はいっしょに出て行って点検をしている。消火栓が使えなかったと
いうのは、私が聞いた話では、団の方がそれを使おうとしたときに、
消火栓と吸水管をつなぐ金具がたまたまなかったから使えなかったと
聞いている。消火栓は使用できます。

11 農業関連施設 総社中学校を南に行ったら、新本川の土手のつけねにポンプがあ
る。そのポンプから東へ上原へ行くと、上原の工場があるが、その
間の水路が非常に悪い。中学生の通学路になっているらしく、暇な
ときはいいが、忙しいときに縁に寄って中学生が通るのを待って通
る状態で、水路はどうにかならないものかなと思っている。田んぼ
に水を入れるのにかなり時間がかかる。U字溝も何も入っていな
い。草がかなり生えて、水がなかなか来ないので、どこへ行っても
あんな水路はない。担当者は行って見てください。

産業部長 一の口ポンプ場からの水路だが、職員に来週早々にもどういう状況か
見に行かせ、土木担当と相談します。

12 農業関連施設 ４・５年前から（上記の件は）要望書を地域応援課を通じて土木さ
んのほうへ書類はまわっていると思う。去年、一昨年だったと思う
が、土木担当の部長ともう一人、いっしょに現場を見ていただき、
何らかのアクションが起きるかと思っていたら全然起きない。あそ
こは通学路になっているし、軽四がようやく通れるだけで、あれ以
上荒れている水路は総社市全体を探してもない。ぜひ早急な対応を
お願いする。道路を４メートル、それに合わせた水路をU字溝を入
れてもらい、スムーズな農作業あるいは交通安全に対しても寄与で
きる道路・水路にしていただきたい。

産業部長 現地を一度見て、その後市のほうからの報告がなかったということ
で、大変ご迷惑をお掛けしました。再度来週現場を見て、その後どう
するかということを土木担当へ連絡したい。

13 市政全般 【マイクを使用せず 前列で喋ったため、上手く聴き取れていませ
ん】
部長マニフェストについて、具体的な活動内容はどうなっているの
か。役割分担しているのか。マニュアル、ＰＤＣＡが出来ているの
かどうか。

政策監 マニフェストの実行だが、部長の仕事、課長の仕事、係長の仕事、決
まりがある。それに沿ってやっている。それぞれの階層別のいろんな
研修をやっている。これが上手く機能していかないといけないのだ
が、上手くいくように常に努力はしている。見守っていただきたい。

14 観光 【マイクを使用せず 前列で喋ったため、上手く聴き取れていませ
ん】
正木山の観光について、絶景の場所なので生かしていけないか。
人、もの、お金の支援をしてほしい。

産業部長 一概に何が出来るというのは難しいが、川西地区では一丁ぐろ古墳が
あったり正木山があったりと、看板等々できるものは市も助成させて
いただきたい。また、どういったことが必要かということは協議をし
ていただければその都度解決していきたい。
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15 生涯学習 【マイクを使用せず 前列で喋ったため、上手く聴き取れていませ
ん】
年輪ピックへの助成について、倉敷市は補助金が出るが、総社市に
は規定がなく出ない。学生だけでなく社会人にも補助してほしい。

教育次長 年輪ピックへの参加ということで、おめでとうございます。助成だ
が、全国大会等に進む部、チーム、個人への補助金は基本的には学生
を中心としたものになっている。一般の社会人の方に対して何かでき
るかどうか調べてみたい。またお話を聞きたいと思う、また教えてく
ださい。

16 農業関連施設 金子林道を業者が舗装工事した。しかし路肩に段差がついている。
舗装したら両サイド埋め戻しをしてもらわないといけない。あの段
差では通りにくい。幅員２．５メーターで仕上げてある。マサか何
か入れてもらって埋め戻してもらわないといけない。

産業部長 ご迷惑をお掛けしている。路肩が土が少なくて通りにくいということ
を確認して、悪いところは直したい。

17 地域の要望工事など わが家の西側に３ｍからの道がある。これ救急車も消防車も入って
これない。土木担当者から拡幅工事してくれという要望は出ている
はず。これもぜひやってもらいたい。

建設部長 なかなか難しい面があるのかもしれないが、改めて見させていただい
て検討させていただきたい。

18 河川・橋 新しい橋ができている。どういう橋の名前になるのか知らない。い
つ頃完成するのかも正確なところは聞いてない。そのあたりを教え
ていただきたい。せっかく橋が出来るのだから、例えば、正木山を
観光地にして観光客を呼ぶとか、企業を誘致するとか、これからの
橋の完成後の展望について何か分かることがあれば教えて欲しい。

市長 新しい橋だが、来年の４月の完成を目指している。名前については、
どういう名前をつけるか、公募制にするとか、相談させてもらえれば
と思う。そろそろ新しい橋の名前は考えなければいけない。ルートは
もう決まっているが、如何せん農地活用の農地法の壁が厚いので、一
概に企業誘致についても難しい高いハードルがある。川西地区にどう
いうビジョンをもってるかというと、更に企業を誘致して新たな雇用
を増やしていく。新たな新築戸建ての家を増やしていき、人口を増や
していく。そういう政策をとっていきたい。新興工業からワタナベ工
業、八代側の土手のエリアが地区計画となっているが、ここは新たな
企業を誘致することが出来るエリアになっている。更に農振のかかっ
ていない調整区域に企業誘致を促すなど、新たな促進策はとっていき
たい。全てを総合して、川西は悲観するものではない。来年総社が終
わるわけでも、再来年総社が終わるわけでもない。これから伸びゆく
形というのは十分もっていけるだけの能力は川西にはある。そういう
視野を入れながらがんばってすすめていく。
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19 まちづくり支援 昨年の話だったと思うが、一括交付金制度をやりましょうというこ
とだった。今のところ私どものほうには何の変化も見られない。ど
うなってるのか。これからもこの制度に向けて行政として何か後押
ししてもらえるのか。

市長 あおいハイツとそれ以外の久代に分けるかどうかが争点。久代と山田
を分けた。山田は出来ました。あとは地域の方々との話しになるが、
久代の大方の意見があおいハイツはあおいハイツ単独で、それ以外は
旧久代で統一してやったほうがよいという意見が多い。それを早めに
集約して決定すれば、それをやっていく。今まで学区学区と言い過ぎ
た。学区にとらわれて、例えば三須と服部が同じ東小学校区で、いっ
しょにやれと言っても無理だと言われるのをあくまでも東小学校とい
い続けたから出来ない。そこは聴く耳をもたないといけないので分け
た。常盤も分けたいと思う。地元の要望を聞きながら。あまり細かく
分けたらいけないが、分けてできるのならそれでやってもらえればい
いわだから、久代も皆さんの協議にゆだねたい。あおいハイツとそれ
以外の久代に分けるということがあれば、十分に、柔軟に受け入れた
いと思う。そのあたりの協議はこれからということになるので、是非
ご協力いただきたい。

【市民環境部長】
以前各地区の代表の皆さんを集めて、説明会をさせていただいたり、
あるいはコミュニティ協議会の皆さんを中心に説明させていただいて
いる。これからも、地域に出向いていき更に説明会をさせていただき
たい。市長から説明があったとおり、地域の皆さまに理解をしていた
だかないと進めていけない制度なので、積極的にこれからまた進めて
いきたい。

20 防災・水防 平成23年の後半だったと思うが、自主防災組織を作ったらどうか、
作りなさいと勧められた。その話が途中で途切れてなくなった。こ
の制度はまだつくる段階にあるのか。どういうふうになっているの
か。作らざるを得ないのか。作らないといけないのなら、どういう
後押しをしてもらえるのか。

総務部長 今回もマニフェストに掲げているように自主防災組織については、積
極的に結成をして取り組んでいきたい。いざ大きな災害が来ると、組
織の活動というものが大変重要になってくる。地域の方で十分話し合
いをしてもらいながら、できるだけ早急に結成をしていただけたらと
思う。総務課が対応するので、説明会等結成についての「どういうふ
うにすればいいのだろうか」というようなことがあれば、言っていた
だければいつでもうかがい説明させていただく。

21 下水道 あおいハイツは下水場設備を設置しているが、将来それを市で管理
してもらえる見通しがあるか。今から15年ほど前にその件について
は予算がないので、とても出来ないという返事を頂いて年数が経っ
ている。これからもどういうふうに取り組んでいったら良いのか。
住民の負担を考えると、大変な負担になってくるのではないか。将
来こちらのほうで下水道が進展するのはいつ頃になるのか。また、
それは永遠に望めないものなのか、その辺の見通しを。また、一括
交付金はそういう事業には使うことは出来ないのか。

市長 民間が造成したあおいハイツ、泉、山手の西坂台同じ悩みをもってい
る。民間が開発して下水処理施設を自己管理をしているところが修繕
とかパンク状態で、全部の団地がそう。出来ればやりたいと思うが、
今すぐにというのは非常に困難な問題がある。いずれの時期か財政が
豊かなときに、川西地区にも下水が通るよう、新たにできる橋にもパ
イプがつなげられる設計にしている。すぐにとはいえない。全体で50
億を越える金額がこの下水事業に必要。そういうことも考えながら今
すぐにとは言わないが、絶対にだめですとは言うつもりはない。努力
しながら遠い将来になるかもしれないが、全く否定するものではな
い。ただ今は非常に厳しい。
一括交付金については、相談させてください。もしあおいハイツ単独
で一括交付金の受益エリアになって、皆が下水にそのお金を全部使わ
せてくれというのであれば、相談させてください。皆が望むのであれ
ばですけれども。
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◆　平成２６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

22 子育て支援 久代幼稚園の園児数が全体で２４人。３歳児が６人、４歳児が７
人、５歳児が１１人。来年１１人の年長児が卒業すれば、４歳、５
歳両方で１３人。複式学級の対象になるのかと思う。４歳児と５歳
児の発達は全く違うのにいっしょに複式で指導するという、先生も
大変だろうなと思うし、とても悲しくなった。園児数の減少を止め
るには、預かり保育、延長保育をするしかない。集団には適正人数
があるので、複式もやむを得ない。それから集団の教育時間を長く
すること、これが教育の意義どうこうということは別として、園児
数を増やすには預かりしかないのかと。中央の辺りでは預かり保育
を実施しているのではないかと思うが、周辺の小規模園にも広げて
いただきたい。地域の幼稚園、幼小中の連携の中で地域の自然環境
に関わりながら、地域の人たちとのかかわりの中で、育っていく子
どもたち。それが学力向上にもつながると思うので、ぜひ小規模園
の何か手立てを。

市長 子どもが少ない現状であれど、保育・教育の質を上げていく努力を進
めていく。今の減少をそれほど恐れる必要はない。子ども・子育て支
援新制度が始まることを踏まえ、認定こども園を含めて地域の子育て
環境を考える必要がある。例えば、秦幼稚園とすずらん保育園と一体
化するということを決断すべきかもしれない。久代幼稚園と第２すず
らん保育園と一体化することが必要かもしれない。こうした議論がこ
れから避けて通れないようになってくる。あくまでもわれわれは子ど
も本意であって、質を落とさないということに全力を尽くしていく。
新制度に対応して、例えば井尻野幼稚園を総社保育所と合体してどっ
ちかを倒すとか、小規模保育を周辺部の幼稚園で始めるとか、新たな
子どもの数に応じた形に変えていこうと思っているので、議論を既に
行っている。相談にのっていただきたい。

23 生活交通 日羽駅のことです。駅が結構高いところにあり、風が強くて小さい
子は吹き飛ばされそうになる。そして以前はホームの中央に待合が
あったが、今はホームの端っこのほうに、改札のための屋根がある
程度。椅子はあるが、横に壁がない。雨が降ったり雪が降ったりす
ると、小学生はそこで１時間半くらい待つことになるが、吹きさら
しではなく、待合をホームの中央につけていただけたらという要望
がある。老人の方、年配の方も利用される。 初のころは若者なの
でさっさと乗れるが、やはり年をとると助けが必要になる。なぜか
というと段差がかなりあるんです。小学生・小さい子どもは床に手
をついて電車に乗る。老人は若者の助けを借りて乗せてもらってい
る。この件に関してはずっと以前から言っているが、やはり市の口
添えがないと、小、中学校の先生もいろいろと働きかけてくれた
が、出来ないということ。この件を改善していただけたらと思って
いる。

市長 日羽駅のことはＪＲに言いますが、ＪＲは人の言うことを聞かない会
社。ＪＲにお勤めの方がいたら申し訳ないが、ほとんどの要望は無理
だということになりがちな会社。なぜかというと、駅そのものが公共
性を伴うので、なんやかんやするんだったら金はそっちが出せという
ような事になりがちで、非常に融通が利かない会社です。作原の踏み
切りのところの問題も一苦労した。ちょっと拡幅することは出来たけ
れどもそういうことも含めて、ＪＲに市から申し上げたい。

24 介護保険 長いこと寝たきりの方がいる。その方が少し休むためにショートス
テイを利用したいと。しかし、老健には受け入れてもらえない。ど
ういうことか。命の保障はありませんという脅すようなことを言わ
れ、老健で受け入れてもらえないというのは、おかしいのではない
か。老健であるならば、きちんと引き受ける努力を試してみると
か、家で見ていることが老健ではできないというのが理解できな
い。

保健福祉部長 その方の状況を具体的に調べてみないと分からないが、基本的には介
護保険の認定を受けていただき、必要な介護保険サービスをご案内さ
せていただく、ケアプランを作らせていただくということになろうか
と思う。昭和だと、さくばらホーム内に地域包括支援センターが設置
されているので、そちらか市役所の方で相談をうけたまわる。いずれ
にせよ、ショートステイと老健というのは別々のサービスなので、そ
の方が利用できるサービス、然るべきサービスを案内させていただく
ためにも、その方の状況を教えていただければと思う。
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◆　平成２６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

25 農林業 日羽で自慢できるものは美しい自然と人。美しい環境を守り、維持
するためにはどうしたらいいのか。企業は誘致されても日羽の人を
正社員として雇ってくれることはない。日羽にとってはあまりメ
リットはない。秦と日羽の米はおいしいと昔から言われている。日
羽の米をブランド化して、いろんな農作物とうまく換金できるシス
テムを作りたい。企業誘致ばかりでなく、自分たちで起業したいと
考えている地元のほうにも応援をよろしくお願いしたい。

市長 地食べ公社という私が理事長をしている農産物買取会社。これが、平
成２５年度の決算で、１４万円の黒字になった。ずっと赤字だった
が、スーパーマーケット８店舗、学校給食への投入、内部留保もあっ
て２５０万くらい自由に使えるお金が出来た。その中でどんどん農産
物を作る起業というのをやってほしい。現在２７０世帯の方々の契約
農家を作ることに成功したが、毎日出してくれる人が１００件くらい
ある。スーパーに置いたら結構売れる。売れるが、実は野菜がない。
ですから、どんどん増やしてもらいたい。日羽の米もブランド化して
地食べオンラインショップというところで米を売ってるんですが、そ
ういうのも相談しながらつくっていければというふうに思っている。
農業はどんどん力を入れてやっていきたいテーマだと思っているの
で、また相談させてください。

26 農業関連施設 日羽に水路があるが、生活排水と農業用水がいっしょになってい
る。合併浄化槽の水がそのまま農業用水に入るようになっていた
り、国道１８０号の水も雨の時にはそのまま田んぼに排水が入るよ
うになっている。水路の整備を急には無理でしょうが、新しく水路
を作るときには生活用水と農業用水用の水路を別々に作っていただ
けたら、改修の時に徐々に改修できていくのではないか。

産業部長 用水と排水を分離できないかという質問ですが、水路は実際問題用排
水兼用の水路がほとんど。これが分離できているところは、ほ場整備
等で便宜的に基盤整備が出来たところは用水と排水が分離できている
が、水路の１本１本を分離するというのは地理的なこともあって基盤
整備をしなければ難しい。水路を改修ではなくて新設する場合だった
らできるのではないかということですが、その場合はできるところも
あるかもわからないので、土木担当委員と協議をさせていただきた
い。

27 まちづくり支援 五つ星学園子どもまつりを市民提案型事業に採用いただき、ありが
とうございました。この事業は１発花火ではなく、来年も補助金は
保障されますか。

市民環境部長 基本的には毎年毎年ということになる。基本的には３回までというこ
とになるので、毎年毎年審査をさせていただく。

28 広報・広聴 市の広報紙は全世帯に配られているとは思うが、新しく市外から総
社市に転入してきた世帯はどうなっているのか。広報紙は大変重要
なものが書かれている。全世帯に配っているのではないかと思う
が、希望者には渡すと市役所が言ったと聞いたので全世帯に配るよ
うに。併せて、ここの地域に誰が転入したというのは分かるわけだ
から、そこへ広報紙を配っている人もかかわっているわけだから、
配っている人にここにこういう人が来たので配ってくださいという
ことは言っていただきたい。それは個人情報ではない。

市長 お互いよく意思を疎通しながらやっていきましょう。

【総務部長】
基本的には全世帯にお配りする。転入の方等たくさんいるが、市のほ
うへ相談いただければ、地元の配る方とかで配布組織等があるので、
その配布組織へ加入していただけませんでしょうかというお願いをし
ている。個人によっては、組織よりも直接送ってくださいという方も
いるので、そういうお願いをしているが、直接どうしてもという方に
ついては、直接お送りをしている。そういう方がいたらぜひ市役所の
総務課へ言っていただければと思う。ただ、誰がいつこういう人が入
りましたというのは、個人情報の関係で中々難しい。
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◆　平成２６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

29 その他建設 槻の市道、幹線道路を舗装している。この従業員が、農薬も化学肥
料も一切使わずに米作りをしている田んぼへタバコの吸い殻を捨て
ていると。捨てているのを見たんじゃないんですよ。捨ててあるの
を見たと。その責任者は誰だと注意をした。こういうことは土木関
係だと思う。そんなことをするのならこの工事をやめてくれと言っ
た。建設部長ちゃんとしてください。

建設部長 　私のほうから厳重に話をさせていただく。全般の話として、そのよ
うなことが無いように、改めて指導していきたい。

30 生活交通 英語特区で維新幼稚園へ１人が市内の東部から来ている。この園児
の送迎について、毎日ではないが、免許証を持ってない保護者が連
れてくるときに、美袋駅まで電車で来て、駅からは雪舟くんを利用
している。雪舟くんを利用すると、帰るときに子どもを校門で降ろ
してすぐそのまま乗って帰ることが今のシステムでは出来ない。次
の便を待たなくてはならないが、この方は歩くことで地域のことが
良く分かるといって歩くことを苦にしていない。しかし、いつまで
もこういう方が英語特区だからといって維新幼稚園に来てくれるわ
けではない。雪舟くんの利用について検討していただきたい。英語
特区に来てくれる人に限っては、例えば共用エリアの部分から昭和
の五つ星学園のほうへ行くための雪舟くんを１時間早く出すとか、
それに乗ってきて子どもを降ろしたらそのまま雪舟くんに乗って帰
ることが出来るということを検討すれば、英語特区が生きてくるの
ではないか。

市長 　前向きに検討していく。この英語特区事業、特に幼稚園は、送迎が
すごく命になってくる。これをやりすぎると、なぜ昭和ばかり、山田
ばかりやるのかということになりかねない。そこは調整したい。実は
山田幼稚園に行きたいという親の方々が常盤幼稚園だけでも２５人い
た。それだけ希望者がいたが、送り迎えがかなわないので諦めたとい
う方がほとんど。英語特区への通学方法については、もう少し方法を
考えたいと思う。雪舟くんのシステムについては工夫をできるかどう
かを考えて、また返事したい。

31 まちづくり支援 一括交付金の説明会が足らないのではないか。末端の人まで届いて
いない。課のほうへは何回も電話しているが、回答も返ってこな
い。

市民環境部長 昭和小学校区、維新小学校区で今進めさせていただいている。全体と
しての説明会はやらせていただいた。詰める段階で各コミュニティー
協議会の会長の皆さん、地域の皆さんとかで具体的な組織作りをどう
やってやるかということを今進めさせていただき、ほぼできつつあ
る。今後は土木担当、民生委員、それぞれの皆さんに、話を詰めてい
かなければいけない。積極的にやらせていただこうと思う。

32 子育て支援 昭和に昔からある児童館跡、教育委員会へお話させていただいてい
るが、なんら回答が返ってこない。約４０人の子どもが不便な児童
館の中で遊んでいる。駐車場もなく、非常に不便で、見た目も非常
に汚れてきている。市は手が出ないのか。

保健福祉部長 市としては、放課後児童クラブということで、小学校に入った方の保
育について委託をさせていただいている。その限りにおいて、健全な
子どもの育ちが確保できるように修繕等もしていく。今要望いただい
ているところでは、まずシャッターを直して欲しいと伺っているの
で、20万ほどかかるそうだが、いきなり全部とっかえて新築というこ
とはできないので、できる所から少しずつ修繕していく。
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◆　平成２６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

33 道路 種井賀陽線、県道だが、新成建材の採石があった。県道の上にベル
トコンベアーで採石を運ぶものがある。これが非常に古くなり下か
ら見ても錆びてトタンが飛ぶ部分がある。県の採石分野の係へお願
いしたら、安全には支障はないとのこと。話にならないので道路補
修課へ電話した。そうしたら公務員の俗に言う縦割りで、採石が大
丈夫といっているので問題ないと。１回現場へ来て立会して地元の
声を聞いてくれといっても聞いてくれない。話にならないと思い市
へ電話した。率直に動いてくれたが、やはり県と市の違いがあっ
て、市とすれば県へ言うことは言っているが、あとは県の動きを待
つしかないという返答だった。県議に会って話をしたら、地元から
「すごくアピールしなさい、地元から強く言わないと県も動きませ
ん」といわれた。できれば市を交えて県へお話していただければあ
りがたい。

建設部長 お話は今日聞きました。今は県の担当者に連絡しているような感じで
すが、私から責任者へ連絡する。その結果をまた見てほしい。

34 教育施設 昭和小学校の体育館に網戸をつけていただきたい。いろいろなイベ
ントに児童館のおひさまだったり、ミニバスケットボールクラブが
使ったりするが、夜には虫が入るので全部閉め切って練習をしてい
る。その中で熱中症になったり、体調を崩して練習がまともにでき
ないときもある。避難場所にもなっているので、出来れば付けてい
ただきたい。

教育長 つける方向で考えます。予算の都合があるので、９月補正予算で調整
します。

35 河川・橋 志鳥谷川が、昨年の秋の大雨で、３箇所にわたり護岸が崩れた。土
木担当委員が何年にも渡ってお願いしているが、いまだ改修できて
いない。今回も見に来ていただいたが、どうなったか聞いていな
い。護岸が壊れる原因は川底に堆積した土砂。それを工事のときに
取ってくれといったら、「それは市役所の仕事だ。市役所に頼んで
くれ」ということで、市役所の土木課にお願いをした。見に来た際
に、「雑草が生えているからよく分からないので雑草を取ったら見
にくる」ということだったが、その後の話は一切聞いてない。市へ
お願いをしたときの返答は返して欲しい。市民の皆さんの陳情書を
出したほうがいいのか。そういう指導も市からしていただければ。

建設部長 誠に申し訳ない。どういう事情で返答をしていないのか分からない
が、聞かれたことに対して何らかの形でお話を返すというのは当たり
前のこと。私どものほうでも厳しく指導する。近日中に、言われた具
体的な箇所について、あらためて調査に行かせる。その回答はさせて
いただく。

36 生活交通 雪舟くんを利用させてもらいとても感謝している。ありがたい乗り
物をつくっていただいて。段々年をとっていくが、そのときには免
許を返上して、雪舟くんにお願いしようと思っている。ありがたい
乗り物を与えていただいて満足している。

答弁なし

37 教育施設 小学校の玄関、女子トイレが雨漏りする。とても困っている。先日
教育長にも来ていただいた。６０歳過ぎの人は、床が濡れていると
滑る。早急に雨漏り対策、防水をお願いします。

教育長 予算がついており、見積もりまでしたが、業者が指名停止になったの
で再見積もりを進めている。現状を見ました。かなりひどい。急いで
やります、予算は措置済みです。
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◆　平成２６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

38 その他教育 清音公民館にお茶席が２つ、３階と２階にある。一度高齢化で出来
なくなって途絶えた。せっかく立派なお茶席を作っていただいたの
で、小学校の児童２０人近く、４年生、５年生、６年生にお茶を教
えている。こども課の方にお世話になっている。お礼を言わせてい
ただく。１１月の１日の土曜日、１日だけ、朝から終わりまで、小
学校の子ども２０人に茶道をやらせます。市長もぜひいらしてくだ
さい。教育長も子どもが一生懸命やってますので、お茶を飲みに来
てください。

答弁なし

39 広報・広聴 市の広報だが、非常にカラフルで良い。特に水戸岡さんのロゴで、
それ以降については抜群な広報紙だと思う。１０万都市くらいの都
市の中で、おそらく総社の広報紙は抜群だと思う。その点何かの順
番で見せるようなPRの仕方はないだろうか。加えて、広報紙編集後
記に４人の名前が出ているが、４人で編集しているのかどうか。金
額はどのくらいかかるのか。

江口課長補佐 広報そうじゃをつくっているのは、企画課の中山課長を中心に広報広
聴係の職員３人と嘱託職員が１人の４人でつくっている。大変身に余
るようなお褒めの言葉を頂き、日頃の残業が報われる思いで、本当に
ありがとうございます。１人の方でもそういっていただける方がいれ
ば、毎日頑張れる思い。予算ですが、大体月に１００万弱ぐらいか
かっていて、年間１２００万くらいの予算になっている。市民全戸に
配布をしているので、そのくらいかかる。人件費は別。印刷代だけで
す。

40 学校教育 昨年だったか一昨年だったか地元の農産物を学校給食に使えないか
とある人に話したら、それは非常に難しい、厳しい制約があると言
われた。考えてみたら、子どもの食費だからなるほどなと自分で判
断したが、地食べの関係もあり地元の産物を学校給食にどのくらい
使われているかお尋ねしたい。

市長

教育長

【市長】　
学校給食１日６４００食作っている。例えばカレーライスを６４００
食作ったらメークインの卵状のものが２００キロいる。学校給食は仕
込が前日できない。８時半から１０時まで、戦場のようにして作る。
だから給食調理場の職員は、全部機械でジャガイモを剥く。あと芽取
りというのがある。芽を取るのが手作業なんで、 も芽が少ないメー
クインに限るということで、北海道産を買っていた。地食べ事業をす
るときに、総社のジャガイモを使ってくれと、大論争になったが、交
渉で成り立っていった。それまでの長い学校給食調理場の歴史の中
で、１個たりとも総社のジャガイモを使ったことがなかった。地食べ
事業を始めて４年くらい前から段々投入していくようになり、重量
ベースで３５％の食材をを総社産の地食べ野菜にしようと。しかし３
５％が中々いかない。去年３２．１。出来るだけ増やしていこうとい
うことで、ぜひ農家の方もこれに参加していただきたい。

【教育長】
給食調理場の担当は私だが、非常にがんばってやっている。ただ足り
ない。（野菜を）作られる方が。間に合わない。突然来なくなる。採
れなくて。ある期間長く取れないとだめ。夏の間採れない、キャベツ
とか。そうなると他から入れざるを得ない。もしやるのであれば、冷
蔵庫とか冷凍庫とか保管しとけばもう少し上がるが、それも中々難し
いということで、３０％といったらものすごく頑張っている数字で
す。もう少し農家が増えれば選択肢も増えるが、本当によく頑張って
いる。
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◆　平成２６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

41 その他建設 空き家が総社市にどのくらいあるか調査しているか。当事者には注
意をしたことはあるか。行政撤去もありうる。周りの者の生命を保
つ意味で非常に重要。

市長

政策監

消防長

【市長】
７月１２日の山陽新聞に、空き家に対する所有権の規制緩和について
稲田行改大臣と会って特区申請したという記事が載っていた。空き家
については２通りあり、１つは廃墟の空き家、もうひとつは誰かに貸
して住んで貰うことが可能な空き家。 初にお尋ねがあった廃墟につ
いては９月の臨時国会で、空き家対策法が提案される。廃墟と化した
ものを、市役所が撤去して更地にすることが出来る権利というのが国
会で法律化される日が近い。今 後の調整段階に入っている。もう１
つ厄介なのは、壊すに至らない新しい空き家。借りたい人はいっぱい
いるんで、誰かに借りて欲しいと。この所有権を巡っては、今私が国
と折衝しているところ。

【政策監】
はっきりした数字は分からない。全国では７５０万戸と言われてい
る。それを類推すると、総社市でも相当な数である事は間違いない。
行政代執行も決まりとすればあるが、現実問題中々できないのが実
態。全国的な問題として、いろいろな決まりごともルールも出来て行
こうという時代。本当に注力をしていかないといけない。

【消防長】
空き家など危険な箇所があれば、ぜひ知らせていただきたい。

42 消防 去年消防署からアンケートが来た。消防行政のアンケートと、消防
行政に対する意見を言ってくださいということで、住宅用火災警報
器を３０００円程度で斡旋しようということだった。３０００円で
売るよりは、必要な家庭に配り、無駄を排除して全員に配ったほう
がいいのではないかと書いた。設置していなくて火災になったら、
損失が住宅用火災警報器を配るより大きいと思う。アンケートを書
いたので返答を。

消防長 住宅用火災警報器は、平成２３年から各家庭で義務設置ということに
なっている。あくまでも自己責任の範囲で行っていただきたい。アン
ケートの結果は、８０％の世帯で設置されている。
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◆　平成２６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

43 その他 集団的自衛権と、原発再稼動問題。市長の考えをお聞かせくださ
い。
東日本大震災の瓦礫を受け入れればよいのでは。

市長 集団的自衛権を閣議決定したことに反対です。日米安保条約を結び、
世界の国連に戻ったときの当事者の気持ちと言うのは、２度と武器を
握らないというのが基本原則にあって、一切のことを放棄するという
ことであったと思う。サミットに２回、国連総会３回、APECに３回く
らい行っているが、 後日本が発言したときに絶対に負ける。国際会
議で。それは武器を持っていないから。 後は日本は黙れということ
になる。その現場をずっと見ていた。それから 後は日本は金を出せ
という議論になる。本当に情けない議論だ。ただ、それは耐えるべ
き。それを耐えながら武器を持たないことをこの国是として国民を守
るために持つべきだと。その武器を手放す勇気というのはすごく悔し
いこと。G7とかG9がある。首脳会談、サミットが起きるときに開催す
るために、ルールがいろいろとある。いろいろな決まりがある。アメ
リカという国はエアホースワンと言ってスカイブルーの大統領専用機
がある。一番 後に来て 初に帰って行く国がアメリカ。日本は一番
早く行って一番 後に帰る国。それぐらい武器を持たない国の悲しさ
というのを持っている。常任理事国入りもそれ。だけどこの国はその
悔しさを先の大戦であれだけ大変なことになっているのだから、我慢
しないといけない。ちょっと調子が良くなって右翼系統のことを言う
と、ヒーローになるような時代に変わって来たけれど、もう１回日米
安保を結んだときの国交回復したときの、武器を２度と持たないとい
うものに返らないといけない。ただそれをやると世界１位は取れな
い。経済でも何でも。世界１位は取れない。その他大勢の国になるか
もしれない。ただ、それはいいじゃないですか。もっと守るべきもの
があると思う。
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◆　平成２６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

44 その他 集団的自衛権と、原発再稼動問題。市長の考えをお聞かせくださ
い。
東日本大震災の瓦礫を受け入れればよいのでは。

市長 原発については、原発絶対NOというつもりはない。相馬市に行った。
相馬は今何と戦ってるというと差別です。今、相馬市長の立谷さんが
困っていることは、原発から４０キロ離れた相馬市の子どもたちは、
相馬の子と結婚するなとがんになるから。相馬の中学校が修学旅行に
行って入った風呂の残り湯には入るなと、がんがうつるからと。いわ
ゆる広島・長崎の原爆の特別差別と同じことが相馬市で起こってい
る。だけどこの国の産業を支えていく上で原発というのは非常に大事
なもの。三菱自動車工業も自社発電しながら電気量を足してやってい
る。だけど、もう１回再稼動するためには、ものすごく厳しい強い
ルール、メルトダウンしたときでもバックヤードに水冷システムが絶
対に消えないとか、キツイ再生に対するハードルを作り、それに合格
しないものは、再稼動させていくべきではないかと。産業を思ったと
きに、日本の国民はやっぱり武士は食わねど高楊枝では生きていけな
い。日本人の生活の水準というのは保っていかなければいけないん
じゃないか。ただ、ものすごく厳しいルールが必要なことは確かだと
いうふうに思っている。２０いくつものモノがどんどん再稼動してい
くようなものではなく、ものすごい高いハードルというのを用意して
おくべきと思っている。

震災瓦礫について
受け入れようとしました。やろうとして宮城県などに投げかけた。伊
東市長と僕は高城市まで瓦礫を見に行って、あのときが２００シーベ
ルト以下のものであればOKという時代だったが、それは全部アンダー
だったのだが、宮城県側と復興庁側が、私が受け入れますよと言った
ときに、宮城県内で自分で燃やすからいいですといわれた。実際もう
なくなっているが、その時の瓦礫は僕は伊東市長と相談して真備町の
焼却場で一部焼却ということを、灰になったらそれが凝縮されるん
で、当初ベクレルより増えていくが、それを検討した上でうちは迎え
入れる用意があるということを申し上げたら、その時の判断で宮城県
側が自力で焼却処分しますということだった。

45 環境保全 総社市はエコ運転の推進のまちとしてどうか。エコ運転すると、エ
コだけじゃなくて、非常に安全運転になる。

市長 それは検討します。

46 地域の要望工事など 暮れに１回、土木工事等の地区の問題点を申請しているが、その申
請について進捗状況等全然連絡がないし、知る機会がない。地区の
人もそう、土木担当員もそう。現場の地域応援の人と話をすると、
リストを作ってちゃんと上に上げているみたいだが。却下されると
予算がつかないし、翌年また同じものを出さないといけない。ホー
ムページに公開して、きちっとしたルールを作って、情報公開する
という形にしていただきたい。

建設部長 出来るだけ要望していただいたものについては、何らかの形で土木担
当員にお返しをする形をとっていきたい。お話があった分について
は、結果をお返しするということに努めていきたい。
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◆　平成２６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

47 まちづくり支援 一括交付金について、服部地区のまちづくり協議会は、従来の方法
のまちづくり交付金の防犯、交通、防災について４月の中頃に窓口
に行った。すると受付が拒否された。服部地区のまちづくり協議会
については市長が熱い思いをもっている。少し動きがあるので、し
ばらく待って欲しいということだった。そのとき係から説明があっ
た市長の熱い思いをこの場で市長から直接お聞きしたい。

市長 一括交付金についての熱い思いというのは、政治家たるは嫌われたと
しても、後世に残すものとして、国からおりてくるお金が減ったとし
ても総社市は地域にお渡しするお金を減らさなかったという市にした
い。そのためにはよっぽど強い思いと、市民の皆さんの協力が不可
欠。われわれも将来職員を減らしていく。減らしていき、地域の方は
地域で出来る仕事をやってもらう。いわゆるお互いが支えあう仕組み
を本気で作っていこうと思っている。今は不平不満だらけ、船出をす
るときには不満しか出てこないが、ここ１年で全市でやるようになっ
たとき、この１０年後２０年後はやっていて良かったと言われるよう
に、今は辛くとも頑張ろうと思っている。

48 子育て支援 幼稚園、保育園の制度を来年度辺りから大きく見直すということを
関係者から聞いている。幼稚園の先生方がそのことを非常に心配し
ていた。服部幼稚園はこのままだとどこへ行くのか。保育園といっ
しょになるのか。いっしょになればなったで保育園は保育士の資
格、幼稚園は幼稚園の職員の資格、ある人、ない人、どういう動き
になるのか。市としての方向性、進めていこうという思いをお聞か
せ願いたい。

市長 来年度から認定こども園制度が改正され使いやすくなり、国がその設
置を推奨している。それに乗っかるのではなく、あくまで自分の考え
であるが、われわれは幼稚園と保育園を統合化するという方向で政策
を進めていく。
また、いくつか私自身で決めている事があるが、１つは保育、教育の
質を絶対に落としてはならないということ。次に、子ども本意である
こと。それからいくつか具体的な案があって、例えば、総社保育所と
井尻野幼稚園を、秦幼稚園とすずらん保育園を統合し、認定子ども園
にするかどうかといったような議論がある。その際、事務方は、統合
や新設の論議の中で子どもが増えている地域に施設や定員を増やしま
せんかと言うと思う。常盤とか総社とか。そこに待機児童がいっぱい
いるわけだから、そこの施設や定員を増やせと。でも、そうではなく
て、できるだけ東の方や、昭和とか川西地区とか、辺地において新し
い試みを行っていきたいと基本的には考えている。議論は既に始まっ
ているが、簡単にこれだけ定員が足りないから常盤に増床いくつと
か、総社に増床いくつというものではない。市域全体と地域の状況を
見て、まちづくりとして子育て環境を整えていくようなあり方を基本
的には思っている。

49 まちづくり支援 一括交付金は非常に良いアイデアだ。進めていけばいいと思うが、
現場では地域の住民に対して、十分説明がされていない。どの部分
がどう変わっているのか、ＨＰ等でリアルタイムに広報していただ
きたい。地域づくり協議会自体が山手、清音地区というのは１０年
位前からあるが、現実はイベント推進会みたいなもので、行政の末
端をするには訓練が足りていない。高齢化が進んでいるので、なか
なか対応できる体制になっていない。市役所にもサポートする体制
を作っていただきたい。

市民環境部長 山手地区はこの４月からスタートしていただいた。ご指摘のように市
民の皆さんまで説明が出来ていない。代表の皆さんとそれぞれ話を進
めていきながら、山手の場合はそれぞれの組織があったので、それを
活用しながら進めて行き、地域づくり協議会を結成した。市民の隅々
まで行っていないという事なので、ＨＰ、広報紙などで示せるよう工
夫をしていきたい。今の地域づくり協議会はイベントが中心になって
いて、高齢化もあり、サポートを市にお願いしたいという話もあっ
た。もちろんやっていくつもりである。特に１年目ということもある
ので、さまざまな課題があると思うが、遠慮なしに相談していただ
き、サポートしていきたいと考えている。
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◆　平成２６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 情報化 電子市役所的なものを作っていただきたい。申請書類等を作成して
いくが、われわれ住民は大体１年間で役を交代していくので、５年
も６年もやる人はいない。全ての文章を電子媒体で次に引き継げれ
るように、ＰＤＦではなく、ＷＯＲＤ、ＥＸＣＥＬ等の文書で代表
者の名前だけ変えれば引き継げるということをやってもらえたら
と。今は個々に、各課の担当の方にお願いして、申請書をください
とやっている。そういった工夫もひとつお願いしたい。

総務部長 電子申請については、できるものから順次進めていきたい。

51 まちづくり支援 一括交付金の趣旨は非常にいい。敬老会についての補助金が出てい
る。総社市全地区が同じように出るのならいい。私がいる服部地区
は対象者が２０６人いて交付金が２７万４千円。秦で２０５人。１
人少ないが、３５万３千円。そういうことがある。池田は１６０何
人でうちよりずっと多い３１万５千円。地区の福祉を預かったもの
として、老人に対して金額が全く違ってくる。その辺をどのように
考えているか。一番大きな原因は中学校・小学校区で分けているこ
と。その辺で金額が全然違ってくる。前年と比べても少なくなって
いる。

市民環境部長

副市長

【市民環境部長】
言われたことは良く分かります。その辺りも検討させていただき、お
話もお伺いしてやっていきたい。

【副市長】
根拠ある積算を示します。

52 その他教育 去年、栢廃寺の看板が古くなって読みにくいので新しくしてください
とお願いしたら、新しくなってよく読めるようになった。また、入り
口に地蔵があるが、それが傾いて危ないので一度見てくださいと言っ
たが直ってない。危なくなければいいが、直すようお願いする。

教育長 あの後調べて、所有者が総社の人ではないことが分かった。なかなか
見つからずに勝手に触れないという状態です。その人を確定して移動
してもいいということならできるが、残念ながら了承はいただけてい
ない。勝手に触れない。そのように報告を受けている。

53 生活交通 岡山からＪＲ吉備線で総社へ帰ろうと乗車した。しかし、高松まで
しか行かなかった。今秋イオンも岡山にできる。自動車が混むと思
うので、岡山駅から総社行きへ乗ったらどの汽車も総社へ行くよう
にＪＲと交渉してもらえないか。

副市長 ＪＲの方にお願いだけはしておく。お願いは必ずするが、結果が必ず
しもＯＫではない。その点はご容赦願います。

54 まちづくり支援 電話による詐欺事件がある。副市長の前にあるプレート大の道具を
娘が買ってきて付けた。値段が２千円前後。それを付けて以後１か
月になるが、２件ぐらいしか電話がかかって来ない。ちゃんとした
会社の名前のところしかかかって来ない。電話が鳴った後、「この
電話は、防犯のため、録音いたします。どうぞあしからず御了承く
ださい」と言う。そうしたら相手は自然と切る。これを付けられた
ら詐欺はだいぶ防げると思う。

副市長 分かりました。
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整理
番号 分　　野 発　言　趣　旨 答弁者 答　弁　概　要

55 生涯学習 １０月に締め切って２月に発表の文学選奨に段々と選者が来なくな
る。総社市が昨年は、６部門に対して６６件。もう少し馬力をかけ
たほうがいい。少ない。

教育次長 豊かな地域文化の振興のためということで、詩や短歌、俳句、川柳、
小説などの部門を募集して、作品集を作って市民の文学系の振興を図
るためにやっている。ご指摘のような多少マンネリのもの、数が出て
いないというのもあると思う。あらためて力を入れてＰＲして多くの
方が参加いただけるように、レベルの高いものを目指していきます。

56 広報・広聴 今日のガラス張り公開市長室だが、市役所の職員が大体４０人くら
い、一般の参加者が６０人くらい。去年も一昨年も変化がない。と
いうことは新しい人はほとんど来ていない。広報、回覧板、ゴミ置
き場のチラシなど工夫が必要だと思う。８千人いたら１５０人から
２００人くらい集まる元気があってもいい。右へ習えが段々右肩下
がり、文化祭であれ運動会であれ、全てそういった傾向にある。そ
の辺の工夫、動機付けをお願いしたい。

市長 ガラス張り公開市長室の参加者が変わらないメンバーで段々減ってい
くということは寂しい。今日職員に言いたい。私は選挙で選ばれるの
で、集会の人数にこだわりをもっていて、少ないと心配になる。職員
は、開催日時を決め、公の市報に出したらあとは何人来ようが関係な
いというふうに思いがち。これが公務員のもっとも特徴的な気質。こ
れを変えていくのはすごく難しいこと。職員も能力的にすごくいいも
のをもっている。すごくいいものをもっているが、こういうことを
やったときに広報に出したら後は何人来ようが関係ないと、答弁は質
問に対してすればよい。そこがこの公務員の限界地点。けれど、それ
ではいけない。皆さんも協力してください。来年は。僕らももっとも
とＰＲして、増やしていこうと、聞いてもらおうという気持ちをもっ
て集めたい。言わなかったが、今回どこの地域も人数が減っている。
職員は当たり前だと思っているかも知れないが、それでは失格。徹底
して、もっともっと積極的に呼びかけていく市役所に変わらないとい
けない。官製談合からの脱却もそういうところにある。熱意をもって
次から次へ展開していこうという魂が、職員にあるかないか。それは
言い続けたい。

57 道路 農協付近の歩道のガタガタを平らにしてほしい。ずっと待っている
が、まだ出来ていない。今年気が付いたことは、東総社駅から東の
歩道がとてもきれいになっている。西はそこそこ。その西は、セメ
ントのような白い塊で直している。応急処置としてはまあまあ。す
ぐに壊れてかえって危険。農協付近は全然ガタガタで、平らになっ
ていない。いつになることか。東総社駅付近からずっと東、あのあ
たりと同じような状態にもっていってほしい。同じ国道。同じよう
にやってください。今年で４回お願いする。本当にやってくださ
い。

建設部長 180号線は国の道路です。あらためて私から国へ強くお願いをする。今
しばらくお待ちいただきたい。明日、明後日にでも、お願いをする。
その結果をまた連絡させてください。

58 まちづくり支援 地域に関わる一括交付金について、具体的に十分周知されていない
という現実がある。現在一括交付金が成り立っていっているかどう
か。市の説明が十分行き届いているのだろうかという不安がある。

市民環境部長 常盤地区は８ブロックに分けて、それぞれ町内会長等を通じながら、
今の組織を構築していく中で、いろいろご相談をさせていただきなが
ら、話をさせていただいている。常盤小は大きい小学校なので、常盤
小学校区１本でというのはなかなか難しい。今、８区に分けて説明会
をやらせていただいている。組織のほうも前に進んでいるが、一般市
民のところまで具体的なことが届いていない。今月号の広報紙であっ
たり、ＨＰに載せて、できるだけ詳しくお知らせしていきたい。土木
担当、民生委員、全体ではやったが、地区地区で開催させていただい
て、理解を頂きながら進めていきたい。１７地区に分けてスタートす
るようにやっているが、今８地域がスタートした。今までやっていた
組織があり、新しい地域づくり協議会をつくっていただいたわけだ
が、各地域の皆さんが協議をしてもらいながらスタートして、前に進
めている状態。市のほうもしっかりサポートさせていただく。
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59 農業関連施設 小規模工事という要望書。前任者からずっと出しているが、やるに
は負担金の問題が出てくる。明らかにそこの地域だけでなく、多く
の方が使用する公共性があるものについては負担金をなくしてほし
い。実際はそれは出来ないということだが、じゃあ誰が払うか。工
事をやろうと思ったら何百万もかかる。一部負担金といったら何１
０万も払わないといけない。要望書を出したところが払うのか、地
域全体として払うのか。そんなことだったらその工事がどうでもよ
くなってくる。払う者がいない。その決まりを改めてほしい。要望
書を出して良くなるように改善補修してもらいたいと思っても、負
担金が絡む以上どうしようもない。やってもらおうにもやれない。
お金がいる。何でボランティアの者が払わないといけないのかとい
うことになる。市もたらい回しにする。いつまでたっても出来な
い。それを何とかしてほしい。

産業部長 具体的のどこの水路で、どこからどこまでかというのをまた後ほど教
えてください。

60 教育施設 　武道館を平成元年から今まで、火曜の夜の７時から９時まで定期
使用している。運営管理を外部に出して以降、コンピューターで掲
示する形で管理している。そこには定期使用は全然反映がない。定
期使用は事前にそこの場所を予約して、確保すればいいという形に
なっている。私は居合道をやっているが、人口の少ない競技で、個
人使用しか可能ではない。団体使用で全面を借りるパターンと、個
人使用のパターンがあります。団体使用の場合非常に高いお金にな
る。２、３人で使う場合は、個人使用になるので小額で済む。私た
ちは平成元年に出来たときから定期使用ということでずっと２６年
間使わせていただいているが、その間制度が変わってから、市民の
ほかの方たちが把握できない。そのためいつでも使えるということ
で来て、使えないで憤慨して帰られる方もいる。お願いをしたいの
は、そこの掲示の部分を、団体使用があるのが分かるという形。そ
うすると中身が分かるので、不快な思いをする方もいなくなる。使
い勝手のいい方法に変えていただきたい。これはすぐに出来ると思
う。市の条例等を見ても市のほうがその辺りを変えれば出来る形に
なっていると思う。

市長 コナミスポーツが落札してやっている。体育施設を使ったときに何だ
これと思ったこと、皆さんあるでしょう。私も使ってある。外部委託
がいいことか悪いことか、本当に考えさせられることもよくある。も
うちょっと工夫してほしいという思いが僕もある。頂いた意見をコナ
ミ側にぶつけてお返事したい。

61 まちづくり支援 総社北公園の近くの街灯、総社小の街灯等良いものをつけていただ
いた。それ以外のところの街灯は、うちの町内が負担してつけてい
るということを町内の役員をして初めて分かった。自分の団地の街
灯は市ではなく、自分たちでつけているのは分かるが、市道の街灯
とか全部の総数からするとうちの団地についているのと同じくらい
の台数を保守しているのがうちの町内。球が切れたらよじ登って電
球を替えたり。総社市のほうに移管するのか、それともこれは一括
交付金なのか、市に街灯を頼むとそれは私たち頼んだほうが負担す
るシステムなんでしょうか。

市民環境部長 今のことは具体的に聞かせいただきたいが、基本的に町内で付ける防
犯灯、町内の皆さんが使っている町内の中での防犯灯については町内
の皆さんが申請をしていただき、それに対して補助を出している。電
気代についてはそれぞれの町内の方に出していただいている。幹線道
路で不特定多数の方が通る道路については市が設置し、市が電気代も
支払っている。言われたところについては一回現地を見させていただ
いて、お答えをさせていただきたい。基本的にはそういう考え方だ。
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62 子育て支援 　子どもの医療費だが、すごく助かっている。去年市長が言われた
うなぎ登りでどんどんお金がかかっているというのがあって見た
ら、医者とかがすごく高い薬を処方している。目薬が２万円。効果
があるならいいが、ないのならやめてくれとお願いしたくらい。歯
医者で診てもらうだけでも何百円。何人何百人でいったらすごい額
になる。耳鼻科にいって耳掃除をしてもらうだけで７００円。自分
たちは３割負担だが、総社市が全部出すといったらどうなるか。総
社市から病院に言ってもらうといい。出しすぎな感じがする。市か
ら指導してください。この制度は本当に続けてほしい。

市長 ２万円というのは初めて聞いた。これは医師会側と話をしようと思
う。一方で医療費を下げるためには予防接種などへの投資額を上げる
ことも必要だ。結構財政的な負担は大きいが、予防接種を増やしてい
くことを考えてやっていく。だから、予防接種の委託単価について
も、これから医師会と値下げ交渉という事をやらないといけない。こ
の小児医療費公費負担制度を続けていけれるように行政と市民が主体
的に医療費適正化に取り組んでいきたいと思う。

63 市政全般 部長マニフェストについて、例年この目標を数値等で上げている
が、その年度の結果はどうなっているのか。

政策監 結果は毎年度６月号の広報紙でお知らせをしている。ＨＰなどでもお
知らせしている。

64 市政全般 総社市役所という職場は、市民サービスが仕事ではないのか。それ
とも他に何か目的がありやっているのか。個人とすれば市民サービ
スが第一の仕事だと思う。

市長 市役所の仕事は、私を含めて皆さんの税金で働かせていただいてい
る。貴重な税金で全職員が働かさせていただいているわけだから、市
民の方々に向かい深々と心から頭を下げられるそういう仕事、それを
目指していく仕事ですので、生意気な職員がいたらぜひ叱ってもらい
たい。どんな崇高な表現が出来るものよりも、お年寄りの手を握った
ときにぬくもりをどう感じられるかということの方が大事な仕事。こ
れからも襟を正して職員教育をしていきたい。

65 広報・広聴 広報そうじゃ。今まで議会だよりや農業だより、シルバー人材セン
ター、いろいろ区間区間で挟まって入っているのがある。区間に
よって表裏ページを逆にめくらねばならないところがある。今回配
布された中は全て右開きになっていた。誰か気がついたんだと思っ
た。感謝している。ありがとうございました。

答弁なし

66 市政全般 　ある事業を開始する場合は、広報紙の頭に揚げて、その後どう
なったか分からない。中間報告が必要だ。 終目標は何年後か、ど
こに目標をおいているか、数値目標。半年毎でもいいし、１年後ご
とでもいいが、広報そうじゃを増刊号として、内容を進捗管理みた
いな形で、この目標に対して何パーセント行っていますということ
が知りたい。方向性、市の流れを的確に知りたい。毎号見るとその
ときの中身で必要な事項が載っている。だから毎回いろいろなもの
が出ている。これは要望なので出来たらお願いします。

市長 政策分野について、ざっくり短い時間でその後の政策の進捗状況につ
いて説明をしたが、何せここ２００人くらいの方にしか伝わっていな
い。質問のとおり政策がその後どうなったかという事について、数
値、あるいは目標を示していきたい。インターネットで総社のＨＰを
開くと、必ず毎日今日何人生まれたかという数字を出している。今日
何個野菜が売れたか、何円野菜が売れたかというのもずっと出し続け
ている。消防車が何件発動したかというのも出している。雪舟くんに
何人乗ったかも１日ずつ更新し、その日その日のデータをずっと出し
続けている。人口動態もそう、障がい者の雇用数も出し続けている。
分かりやすくその後の政策経過について出すように心掛けていきた
い。
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