
◆　平成２７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 農業関連施設 　河川管理についてですが、５月３１日付で窪木の排水機場への非
常用発電機の設置の要望をしておりますので、その進み具合・検討
具合について知らせてください。

産業部次長 　発電機の設置と安全施設として手すりなどの設置の２点について受
付をさせていただいています。発電機の設置になると、排水機場には
高圧の電力がきているので、ここに発電機を設置するとなると、莫大
な費用が掛かってしまいます。市内１０か所程度の排水機場につきま
して、まだ１か所も設置したところはありません。今後検討していき
たいと思います。
　もう一つの要望である、作業時の安全施設の手すりについては、今
年度の事業で、農林課で実施するようにしています。

2 河川・橋 　河川改修について。国府川の改修が進んでいるが、従来から蛍を
はじめ、魚の住める川作りをしてくださいとお願いしている。しか
しその証が見られない。昨今、他団体からも蛍の住める川という事
でお願いしているが、一向に受け入れられないまま、現在に至る。
もう４年くらい経つ。

建設部長 　蛍などが今年も非常に飛んでいたという状況を見させていただきま
した。以前から、環境に優しい工事を随時進めていますが、なかなか
そういうふうに受け取っていただけていないという状況だと思いま
す。今後も調査しながら環境に優しい工事を続けていきたいと思いま
す。

3 学校教育 　教育について。小中学校の授業は、正常に行われているのか。授
業が壊れてないかという事をお聞きしたい。

教育長 　現在６年目になりますが、子どもたちの社会性を育てるプログラム
「誰もが行きたくなる学校づくり」というのを行っています。このお
かげで、中学校は不登校がほぼ半減近くなっています。また、中学生
の補導・検挙が１０分の１くらいになりました。補導員の方々にいろ
いろと話を聞くと、ほとんどそのような生徒はいないと言っていまし
た。岡山県内では、非行が逆に増えていますが、総社だけは特別な状
態にあって、少しずつだが、効果が出てきているという状況です。特
に教室が荒れているという状態は、数年前に比べると非常に安定して
きています。子どもたちの社会性を育てるため、引き続き教師の専門
性を高める研修でもある「誰もが行きたくなる学校づくり」を続けて
いきたいと思っています。

4 計画・企画 　地方創生事業の補助率は何パーセントあるのか。 総合政策部
長

財政課長

　地方創生の補助率ですが、国から交付されている地方創生交付金に
ついては、補助率１００パーセントになっています。第１弾は終わり
ましたが、第２弾を予定しています。

【発言者】
　額はいくらですか。

【財政課長】
　商品券の事業とそれから今後予定しております地方創生関連事業で
１億５０００万強と考えています。
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5 その他福祉 　生活保護者について、近年非常に増えているということをニュー
スなどで聞く。そのなかで非常に悲惨な事故もあると聞く。その反
面、所得があるにも関わらず、ないと申告をして受給したり、働け
る状態であるのに健康不良を訴えるなどの不正行為で受給している
人をよく耳にする。なかには、外車にも乗り、日中はパチンコに入
りびたっているという話をよく聞く。支給されてからの追跡確認、
調査など、そのようなことをしているのか、一通りのことをお尋ね
したい。

市長

保健福祉部
参与

　生活保護をもらいながら外車でパチンコに行く人がいると、市民か
らよく聞いていましたので、これは絶対にだめだと思い、追跡調査を
して、対処しました。現在は、善良な生活保護者だと思っています。
社会的に弱い方々に対して、われわれが生きていく術を提供するとい
うのは当然の義務です。それは責任をもってやっていきたいと思いま
す。生活保護から離脱し、がんばって汗をかいて市民税を払う側に
回ってくださっている方々もいることも事実です。本当に悪質なもの
は、絶対に許さないということで臨みたいと思います。

【保健福祉部参与】
　ただ今生活保護の世帯数は総社の場合、６月末で３２３世帯となっ
ています。資産の情報とか収入の状況というのは毎年調査をしていま
すし、また、銀行などに対しても職権で預貯金の調査ということをし
ています。しかし、生活保護者が外車に乗っているというのも事実と
して過去にありました。その場合職員が、見つけ次第、警察とも協力
をして、不正受給ということには徹底的に厳しい態度で臨んでいま
す。孤独死などにつきましては、担当のケースワーカーが訪問や電話
をかけたりということを日々しており、状況をできるだけ把握をして
寄り添いながら生活の立て直しということに努めています。

6 まちづくり支援 　自由枠交付金について。この服部地区では１年の準備期間が掛か
り今年度で２年目になります。他地区の交付金のあり方、あるいは
支給された活動費など、他地区の交付金の使い方の様子が市報で
載ってくるかなといつも目を通しますが、掲載されていない。参考
になることがあると思う。われわれの地区が偏った方向に行っては
ないだろうかと気になるので、他地区での活動内容などがわかるも
のがあれば、知らせてほしい。

市民生活部
長

　地区によってそれぞれ工夫を凝らしておられます。服部地区につい
ては防災倉庫の新設をしており、神在地区では、防犯パンフレットを
作成したり、緊急時のＡＥＤの購入などに活用しています。ユニーク
なものとして、山手地区は合併１０周年記念事業ということに活用し
ており、写真展をやったり、１０周年を記念したタイムカプセルの埋
設などに使っています。池田地区では、３世代交流の活動や、３年間
積み立てをして、各町内にガラス戸つきの掲示板を設置したりという
ような使い方をしています。また、本年度全地区スタートしたという
ことで、この地域づくりの協議会連合会というのを各地区の会長の皆
さまで開催しました。次回は、１０月に開催する予定にしています
が、ここで皆さんからの市に対するご要望をお伺いしたいと思います
し、お互いに意見交換をしてもらい交付金の活用なども情報交流・共
有をしていただいたらと思っています。

2 ページ



◆　平成２７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

7 防犯・交通安全 　サンロード吉備路の前に信号が付いたが、その反動で、黄色信号
になった瞬間にアクセルを全開にする。そして、上林、下林の辺り
を抜け道として通る。それとすみれ保育園のところは７時から９時
の間は右折禁止だが、抜け道として入ってくる。警察に言って、標
識は前よりは見やすくなったが、総社小学校の前のように道路に進
入禁止であるということを明示してもらいたい。地元の人も知らず
に次から次に入ってくる。昔は取り締りをしていた。

市長 　私から警察に申し上げたいと思います。

8 その他教育 　中学校の生徒が横３列縦２列で帰っており、こちらがクラクショ
ンを鳴らしても避けない。おそらく総社東中の校長、副校長はどう
いうところを通って生徒が帰っているか知らないと思う。この前、
副校長と電話でそのことについて話をしたら、「すいませんです
ねぇ」と答えた。初対面でそういう物言いはないと思う。命にかか
わることなんで、早急に協議をしてもらいたい。

教育長 　誠に申し訳ないと思います。そういう対応をするというのはけしか
らん話でありますので、厳しく注意をしようと思います。中学生の交
通マナーですが、３列通行などはやってはいけないと教育はしていま
すが、現認ができていないということです。チェックのシステムを作
らなければならないと思います。

9 教育施設 　私には、孫がいます。今年、中学校に入ったが、暑い日に中学校
はエアコンが効いて涼しいんだと家に帰って話をしていた。小学校
は扇風機だということで、エアコンはいつ付くのかということを教
えてほしい。

教育長 　私が着任した年に、中学校は県の学力テストでものすごく成績がよ
かった。市長からご褒美だと言っていただいて中学校にエアコンを設
置しました。小学校も付けようとしましたが、小学校はクーラーより
も教員の加配がいいということで、教員を増やしました。中学校は１
年ちょっと掛けて、４校すべてに付けました。小学校も欲しいと市長
に申し上げています。今年、整備計画を作っていますが、来年以降で
きれば２・３年くらいでやりたいと考えています。これは私だけでは
だめなので、市長よろしくお願いします。
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10 計画・企画 　東部地区の活性化について。新しい都市像を描くとのことだが、
どの地区を大学の南と言われているのか。私は田んぼをしていて、
ここは１０年先、２０年先にどう変わるのかなというのをよく考え
ます。総社バイパスと２０・３０年先にできるＬＲＴの線路との間
が現在農地ですが、将来はどのように市街化になっていくのかとい
う希望がある。鬼ノ城交番から西のエリア。そこが今は広い農地に
なっています。広さはざっと１８ヘクタールくらいあると思う。き
れいな農地ですが、おおむね半数以上は地主ではない小作が現在
作っている状況です。極端に言えば、田んぼはありますが、田んぼ
を作れないから誰か作ってくださいということで小作にまわしてい
る。それをほとんど無料でまわしている状態。今は何とかやってい
ますが、僕らが死んだ後の２０年、３０年先、それまでずっと田ん
ぼを作るかといったら無理だと思う。総社市の東部地区といえば鬼
ノ城交番の西のエリアもそのように入るんじゃないかと私は思いま
すが、市の考え方として、そこは農地だというのか、それともそこ
まで構想としてはもっているのか、そのあたりをお聞きしたい。

市長 　私はこの東部を都市化していくというのはひとつのチャンスだと
思っています。ただ、市がむやみやたらに、ここを市街化編入するエ
リアだと思っていますというのは大変失礼な話です。今農業をやって
おられる方を目の前にして、ここは市街化に編入しましょう、と言う
つもりはありません。ただ都市化するには課題があります。それは、
ここの農地は非常に優良だということです。農業振興地域であり、南
部かん排の受益地。これは、田んぼを続けなさいという指定地域で
す。その規制を解除したとしても都市計画法というのがあり、市街化
区域編入をするというのは非常に難しいです。それを打ち破っていこ
うということです。それには、考え方として１番優位性の高いところ
から市街化編入の話を進めていかなければなりません。優位性という
のは、県立大学が近くにあるという優位性。ＧＬプロパティーズ、日
本郵政という大手の企業が集積し、雇用が確保されているという有益
性。それから、これからの議論になりますが、将来的にＬＲＴの沿線
地域であるとか。そういう物的地理的優位性をもったところでしか、
市街化にはならないと思います。それらを踏まえた上で、優位性の高
いところから先行して県と国と話を進めざるを得ないと思います。今
現在、そこには地主の方がいて、田植えをしているわけですから、こ
こだということは言いませんが、われわれが議論を進めていくのは、
整合性がある場所、企業が来たい場所になると思います。ただ、企業
側も土地が難しいところには来ませんから、企業や国・県と相談しな
がら１番優位性の高いところに割り当てていきたいと思います。
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11 防犯・交通安全 　防犯カメラについて。今総社市では防犯カメラをどのように付け
られているか。国道４２９号線であるとか、真壁線であるとか、ど
んどん道路が拡張されてきて、通学路で子どもがその道路を渡るよ
うになっています。できたらそのような危険箇所に、防犯カメラの
設置を、何か所か重点的にやっていただけないかとこういう要望で
す。防犯カメラの設置を検討していただきたいと思う。また、管理
をどのようにするのか。例えば、自由枠交付金でカメラを設置した
として、そのカメラはどのように管理すればいいのか。全体的に防
犯カメラについて市がどのように考えられているか。

教育長

市民生活部
長

　学校関係では、小学校・中学校それから幼稚園の門の近くには付け
ています。ただ、通学路までになるとなかなか難しいです。今回なぜ
できたかといいますと、県から半分補助金が出たからです。防犯カメ
ラの管理は、県が作ったすごく厳しい管理基準があり、それに則って
やっています。ですからむやみやたらには情報を開示できないように
なっております。

【市民生活部長】
　現在付けているのは先ほど言った学校、それから総社駅、清音駅、
常盤の防災公園、このあたりに付けています。今後警察とも協議をし
ながら必要があるところは市として付けていくことも考えていかない
といけないと思います。補助金の関係で、地域内の防犯は地域の中で
やろうということで、地域で防犯カメラを付けたいということでした
ら、これは市で補助金を出させていただいています。本年度も予算計
上しており、１地区上限６０万円までの補助をさせていただくという
ことになっています。ただ、その場合、管理について、防犯カメラの
管理するパソコンをどこの家におくかについては、セキュリティの問
題もありますので、十分気をつけていただきながら推進していただき
たい。具体的なことは相談をさせていただきたいと思います。窓口
は、人権・まちづくり課です。

12 学校教育 　「幸せとはなんだろう」という言葉を、小学校の２年生の女の子
が私に言いました。「宿題がなかったら幸せかもわからない」と私
は答えました。こういう言葉を私らの小学校２年生のときに言った
かどうか、全然そういう経験はない。今の子は違うなと思った。い
ろんなことを思って、言っているんだと思います。

市長 　学力テストの点数がよくていい大学に行って、それが幸せかという
とそうではないと思います。やはり心豊かな子どもを育てることが幸
せにつながるのだろうと思います。

13 職員 　気配り・心配りについて質問します。総社市の民生委員協議会の
会長という立場上、役所との連携・連絡は多いのですが、電話をか
けた時、「少々お待ちください」、「ちょっと待ってください」、
と言われて、だいぶ待たされる。その間の電話代はこちらがもつ。
相手の番号を聞いて、かけ直すような指導や、教育はなされないの
かどうか。問題は、電話代ではなくて、そのような気配り・心配り
をする、あるいは、気配り・心配りができる職員がいない、という
ことです。

総務部長 　大変ご迷惑をお掛けしておりまして、申し訳ございません。おっ
しゃられるとおり、あまりにも調べるなどで時間が掛かる場合、電話
番号を聞き、後ほどこちらからお電話をさせていただくのが当然で
す。こちらにつきましては、今のご意見当然でございますから、全職
員に対して周知徹底をして、指導してまいりたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。
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14 まちづくり支援 　自由枠交付金の８０歳以上対象の福祉・敬老会交付金について質
問します。今まで、事業計画書は提出していなかった。しかし今年
から、事業計画書を２通出さなければならない。同じく報告書は今
年から２通書いて、領収書も添付するようになった。それから交付
金は、ＪＡで引き落として、吉備信用金庫へ入金するようになっ
た。このように私たちの負担が増えている。また、ＪＡから吉備信
用金庫への現金運搬中なにかあったら、どこが・だれが責任をもつ
のか。振り込み手数料は地区社協が払いますので、直接吉備信用金
庫へ振り込みはできないのか。

市民生活部
長

人権・まちづ
くり課長

　事務的な負担について、市としてもできるだけ、事務の負担の低減
をしていただきたいと思います。しかし、公金のお金で、金額的にも
高額でありますので、厳格にしていただいて、事業計画書と決算報告
書については、ご面倒をお掛けいたしますが、お願いしたいと思いま
す。領収書も、レシートなどでも結構ですし、普通の領収書でも、写
しなどでも結構ですので、どうかその点については、ご苦労お掛けす
る部分はあると思いますがよろしくお願いいたします。お金を運ぶ移
動の際に、盗難や事故があった時にどうするのかということですが、
そのようなことがないように、気をつけてくださいとしか、現状では
言えないと思いますが、よろしくお願いいたします。
【発言者】
　吉備信用金庫への振り込みはできないのですか。振り込み手数料は
地区社協が払います。交付金を地区社協の私の口座に振り込めないの
かということです。ＪＡだったら取りに行かなくてはなりません。
【人権・まちづくり課長】
　農協への振り込みというのは、昭和の役員会で協議し、事務担当の
人ができるだけ簡素にできるようにということで決まったことです。
自由枠交付金ということで、敬老会だけの交付金ではなくなりまし
た。割合の決め方が、８０歳以上ということだけで、敬老会の経費
は、今までの予算通りで分配させていただいています。割合は８０歳
以上の地域の人口割りということで配分させていただいています。
【発言者】
　８０歳以上ということは、今のところ敬老会が８０歳以上の高齢者
の福祉のために、使いなさいよということ。それがどこでも使えるな
んてことはありえない。
【人権・まちづくり課長】
　改めてお話しさせていただきます。

15 道路 　建設部長のマニフェストのなかにある、「市道の詳細点検100ｋ
ｍ」について。

建設部長 　国が、平成２６年から５年に一回必ず、市道という道路はすべて点
検しなければならないという決まりをつくりました。これは、建設し
た構造物や道路が老朽化していますので、それを５年に一回、必ず点
検しなさいということで始めている事業です。市内のなかも、道路が
多くあるので、それを５年間に分けて実施するうえで、今年は100ｋｍ
という規模でやるという意味合いのマニフェストです。
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◆　平成２７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

16 道路 　水内の昭和公民館水内分館から影谷川の東側を通って、高梁川の
中島清水の橋のところにごみステーションがある。そこから、稲荷
のごみステーションの間ですが。公民館から清水のごみステーショ
ンまでは、舗装されていますが、そこから、稲荷のごみステーショ
ンの間は、普通の道路で、雨が降ると、路肩がずれる。軽四で急い
で行ったりしていると、左側の田んぼに落ちそうになることがあ
り、非常に危険なところだと思う。かなり交通量が多いところだ
が、その区間だけが舗装してない。ぜひ一度点検していただいて、
路肩を強化するなど安全な方法を講じていただきたい。

建設部長 　市道の認定というのがあるが、舗装していないところというのは、
市道になっていないということです。あくまでも、「谷の堤」という
位置づけです。現地のほうも、以前からそのような話を聞いているの
で、確認に何回も行っています。また、堤になると県との協議も必要
になってきます。県にも要望しておりますが、今後とも、要望を続け
てまいります。

17 その他産業 　この前の日曜日、高間やまびこまつりがあり、名簿に載っている
人数だけでも３２０人の参加者がいた。ボランティアも含め、全体
で４００人くらいはいたと思う。商工会がやっていることだが、市
職員の顔が全く見えない。４、５人が水を持って上がって、流すだ
けだった。市外の人や子どももたくさん来る。４００人も集まるの
だから、市もボランティアで商工会に協力してほしい。日曜日では
あるが、ボランティアで協力願えれば、地元としてはありがたい。

産業部長 昭和地区の地元の方、本当にありがとうございました。台風の翌日
でしたが、さまざまな準備をしていただき、ありがとうございまし
た。当日の参加者は、３２２人。ほとんどが総社市内の人だろうと思
います。そして、ボランティアは当日だけでも９０人。本当にありが
とうございました。スタッフですが、これは、実行委員会をつくって
おりまして、もちろん総社市も入っています。吉備路商工会昭和支
所、富山分館や高間地区の皆さまも参加していただいています。今の
ご意見をいただいて、今後このような実行委員会のなかでも話はさせ
ていただきたいと思います。ただ、やまびこまつりにつきましては、
地域の方が主体で、いろいろやっていただいています。そのようなこ
とも必要なことではないかと思います。今後実行委員会で話をさせて
いただきます。

18 まちづくり支援 　ずっと前、市長に一括交付金はなぜやるのかお聞きしたら、職員
を減らすためと言われた。いざ一括交付金を始めたら、私土木担当
をしているのですが、土木担当は、前年度より報酬を一割カットさ
せてくれと言われた。職員を減らすと言っていたのに、そのような
予算を減らすのかと思った。

市民環境部
長

　地域の人がやってくださる分、将来的に職員をできるだけ減らして
いきたいと思います。職員の人件費がいらなくなるので、交付金など
にまわして、地域に還元していこうと説明させていただいたと思いま
す。交付金は減らしていませんし、今後も予算は増やしていこうと考
えています。土木担当の守る会の報償費のことだと思いますが、これ
も地域によって、それぞれ課題が違いますし、自由枠交付金で、地域
全体としてお渡ししておりますので、配分・使い方は地域の実情に応
じて協議をしていただきたいと思います。

7 ページ



◆　平成２７年度「ガラス張り公開市長室」意見・提案集約　◆

整理
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19 生活交通 　吉備線のＬＲＴ化について。ＬＲＴにした際、単線のままとのこ
と。吉備線ができた時は、元々単線。今信号待ちすること自体が、
待てない人がほとんど。単線だった場合には、行き違いになる。そ
うなると、輸送力の向上にはならない。吉備線ができた当時は、
待ったからといっても、苦情がでないような時代につくられたと思
う。今後つくっていくのは、単線ではなく、高架にして、複線にし
て、電化するべき。そうしないと輸送力が向上しない。井原線も含
めて。いくら電化にしても、単線だった場合には今のままの状態。
複線にしても走らせる場合は、踏み切りでの待ち時間がでてきて、
苦情がでる。また、岡山―総社間だけではなく、やはり伯備線も
通って、倉敷・岡山・総社間を走ってほしい。県立大学の前にいろ
いろな都市づくりをする上で、通勤・通学も含めて、利用しやすく
なると思う。

市民生活部
長

　１時間に４本となれば、踏み切りが閉まる回数が今までより増える
など、もちろんリスクがあります。また、今言われた高架・複線・電
化について貴重な意見をいただきました。ＪＲがノウハウをもってい
るので、協議を進めていきたいと思います。

20 教育施設 昨年のこの会議で、隣の小学校の体育館に網戸がないから夜使う
のに大変困るという意見があり、１か月も経たないうちに網戸が完
成した。非常にありがたかった。私も小学校の体育館の夜間開放
で、バドミントンをやっています。雨が降った日に非常に困ってい
る。裏から階段を上がって、体育館へ入っていきますが、雨を避け
る庇がない。水しぶきが体育館の下駄箱置きまで上がってしまう。
できたら、階段も含めて、２階の裏口のところへ、雨をよける屋根
を作ってもらいたい。公民館も小学校の体育館を借りて、文化祭を
している。雨の日も開催するので、屋根があったらありがたい。

教育次長 　現場を確認し、どのようなことができるか検討させていただきたい
と思います。早速現場を見させていただきます。

21 子育て支援 　英語特区で子どもが増えてきている。これを陰で支えているの
は、「おひさま」という団体。市外から通っている子も含めて、放
課後「おひさま」が幼稚園児や小学校のお子様を引き受けてくれて
いる。そこへ預けることができるので、安心して親は昭和へ子ども
を送ってくる。その「おひさま」の施設がどんどん老朽化してきて
います。「おひさま」を利用したいという子どもが増えてきている
状況に合わないぐらい、老朽化が進んでいる。昭和だけというのは
難しいと思うが、そこをなんとかお願いしたい。

教育次長 　他のところだと一つのことに特化したものになっていますが、昭和
地区の「おひさま」は、放課後児童クラブや親子クラブ、未就学児の
保育、遊びの場「子育てサロン」などさまざま形で、地域として支え
てくださっております。子どもを預かっていただくなかで、いろんな
形での預かり方・子どもの時間の過ごし方を提供していただいてい
る、大変素晴らしい施設だと思います。もとは昭和児童館で施設の老
朽化が激しいということも承知しています。毎年ではないが、折々に
できる修繕などは対応しています。これを一度に建て替えるというこ
とは、すぐにお答えできるものではありませんし、いろいろな機能を
もっている施設だからこそ、いろいろな部署も含めて相談させていた
だきたいと思います。今ここで建て替えるというお答えができないこ
とは大変申し訳ございませんが、できる修繕や施設の保守はできるだ
けやっていきたいと思います。

8 ページ
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22 その他 　先ほど市長が岡山市のマラソンに出場しようと思っていると言っ
ていたが、大変いいことだと思う。岡山市・倉敷市・県と市長が仲
良くしてくだされば、われわれ市民も非常にありがたい。今後も仲
良くしてほしい。

市長 　倉敷市長、岡山市長ともお世話になっています。伊原木知事には、
吉備路マラソンを守りたかったので、物申しましたが、けんかをする
つもりは毛頭ありません。総社市も言うときは言わないとだめです
が、ゆずるべきはゆずり、理解し合いながらやっていこうと思ってい
ます。

23 生涯学習 　老人クラブで出前講座をお世話になっているが、この春教育委員
会の生涯学習課を通じて、ある課へ講師をお願いした。そしたら２
年、あるいは３年同じところの講座に行っているから変わってほし
いという申し出があった。当該の課ではなしに生涯学習課の担当者
から私に電話があった。私どもがお願いするのは、同じ事だとして
も、必要だからお願いしている。保健福祉部だったと思う。課が回
されて、全く違うところから話にこられたというのではないが、私
どもは、要望したところから担当者を派遣してもらえたらありがた
い。

教育次長

政策監

　大変申し訳ございませんでした。事情がよくわかりませんが、出前
講座は生涯学習課のほうで毎年メニューを定めて、希望をいただけれ
ば、そちらのほうへ派遣するといった形でやっています。毎年でも同
じ人でも理解していただけるまで、また地域の要望がいただけるなら
ば派遣するのが当然であります。なぜ生涯学習課がそのようなことを
申し上げたかはわかりませんが、大変申し訳ございませんでした。

【発言者】
　生涯学習課の人が言ったのではない。窓口を生涯学習課にお願いし
ている。当該の担当課のほうから、よその課に回すからと言われて、
生涯学習課から私に連絡があった。そのようなことがないように。生
涯学習課がどうこうというわけではない。お願いした部署のところで
何回お願いしても、了承してもらいたい。

【政策監】
　これはどこの部・課であっても、地域の方の要望に応えるのがわれ
われの義務です。大変申し訳ございませんでした。今後は、そのよう
な期待に応えられるようにどこの部であってもやってまいります。よ
ろしくお願いいたします。

24 子育て支援 　「おひさま」が使用している施設について。この建物は５０数年
経っていると思う。老朽化をしているのは現実です。私は日羽に住
んでいますが、日羽の人は、あまり設備が良くないし、汚れている
ので、他の施設に行っている人がたくさんいる。これから先の子ど
もたちをどれだけ大事にして育てて、昭和地区の後継者になっても
らうかが大切だと思う。設備を直してほしい。今日・明日という話
ではないにしても、子育てが安心してできるところにしてほしい。
義務教育で学校に入る前の子どもや、義務教育でも放課後、共働き
している人たちが安心して預けることができる施設・設備を充実し
てほしい。

市長 　子どもが増えることで起こる課題がこの地域で出るということは、
喜ばしいことです。考えていきます。やるときにはやります。
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25 市政全般 　市長選挙が１０月に行われる。市長、副市長が不在となるが、こ
の対応はどうするのか。

市長 　私は、任期の 後までがんばろうと思います。副市長については、
私が再選されれば、任期の初日から新しい副市長を迎えたいと思って
います。総務省の若手のキャリアを総社に迎えたいと思います。「ま
ち・ひと・しごと」という地方創生の時代。国と市役所の直接の結び
つきというのが非常に強くなってきます。再選されれば、冒頭の議会
で、人事案件を提出し、議会に審議をお願いしたいと思います。

26 河川・橋 　新総社大橋の西側、その下は田植えをしている。田植えの話し合
いは、すでに地権者とできているのか。

建設部長 　不自由をかけないように、周りの水路の工事を先にしています。不
自由をかけない状態で今年盛土をかけていきながら、来年の５月を目
指していきたいと思います。田植えの件で地権者から困ったことなど
は伺っていません。来年もまた同じような状況で進めていきたいと思
います。

27 その他 　来年からマイナンバー制度が始まるが、どのように対応ができて
いるのか。

市民生活部
長

　１０月５日時点の住民票に基づき、市民全員に地方公共団体情報シ
ステム機構から簡易郵便で通知カードが届きます。1月には、必要な方
は個人番号カードを申請して持つことができます。個人番号カードの
申請書と返信用の封筒、説明書が１０月の中旬以降から皆さんの元に
届きます。対応については市民課でさせていただきます。広報紙で詳
しい内容については説明をさせていただこうと考えている。

28 その他建設 　秦から神在へ水が流れている。新総社大橋の西側に２台ポンプが
ある。以前質問したときに県と交渉中との話だったが、いつできる
のか、何基できるのか。

建設部長 　現在、市が２基工場製作しており、９月の試運転を考えています。
その後、雨季が過ぎたら当面４台あり、残った県の工事でする２台を
引き上げます。そちらのほうも３月までにできるだろうとのことで
す。今度の雨季の時には、４台設置された状態になっていると考えて
います。

29 生活交通 　伯備線で特急やくもが高梁市には毎日停まるが、総社は朝と夜し
か停まらない。ステータスを高めようとするのであれば、少なくと
も総社には全部特急が停まるくらいの配慮はする必要がある。

市長 　ＪＲと、やくもを総社で停める、停めないで大激論しましたが、Ｊ
Ｒは停まれないと言います。ＪＲを納得させるためには、まず市のグ
ランドデザインを固めて挑んでいかなければなりません。人口を増や
して、停まる魅力のある市に変える、そこがスタート地点だと思って
います。
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30 生活交通 　ＬＲＴについて。なぜ現状だと１時間に３本、４本走らせること
が不可能なのか。フラット化するということになると、今の駅舎を
壊すことになる。それに伴う工事、そしてパーク＆ライドができな
かったら現実的ではなくなる。新たな負担はどうなるのか。新本に
は全くメリットがない。新たな負担というのは抵抗がある。

市長

市民生活部
長

　ＬＲＴを何が何でもやりましょうと言っているわけではありませ
ん。総社のセンター部分にどんどん家が建っています。しかし都市の
あり方というのは、センターに住むところがなくなり、周辺に拡散し
ていく像を期待して見ていかないといけません。新本も将来人口が増
え、子どもが増えていく形にするためには、近くに利便性の高い交通
機関があるのはひとつの武器です。全く関係ないということはないと
思います。
　新本に人口を増やす政策をやっていきます。新本の学校に新しい特
区制度を作っていこうと思っています。子どもが外部から来る仕組
み、子どもが新本を求めて来る仕組みをこれから世に問うてやってい
こうと思っています。

【市民生活部長】
　ＬＲＴですが、現在検討・協議をしています。交わせる場所がな
い、列車が長いなど、技術的な問題もあるとＪＲから聞いています。
パーク＆ライドは、当然駅前の整備もしないといけないので、駐車
場・駐輪場などを含めて２次交通との連携も検討している段階です。
どれくらい金額がかかるのかという事も含めて、計画素案のたたき台
を作っています。

31 道路 　総社中学校を出たところのさざんか道に、水溜りができる。中学
生が通学時に車に水を散らされ、家に帰って着替えて学校に行った
と聞いた。学校側に聞いたら、そのことは承知で市にも要請すると
言っていた。中学校を出たところの信号付近で２か所ほど溜まって
いた。

教育次長 　水溜りで水がはねるというのは伺っています。要望もあがってきて
いることと思います。県道なので、県にお願いしていきたいと思いま
す。

32 道路 　総社中学校のマラソンで冬に新本川の堤防を走っている。堤防に
枯れた木が立っているが、そのなかを中学生が走っている。足をけ
がして血が出た子どもがいると聞いている。土木担当だけでは堤防
の草刈りなどの対策はできない。土木担当でできないのなら小規模
工事で１年を通じて土手をきれいにすることを要望する。

建設部長 　地域応援課で伺っています。県道なので県にもお話はさせていただ
いています。言われている状態もよくわかっています。新本川も県の
管理なので、草刈りなども県になるのでお願いしています。
　小規模は、あくまでも地元の方にしていただける工事で２０万以下
であれば、材料を支給したり、危ないところにコンクリートを流した
りしています。各地区に土木担当がいるので、ご相談していただいた
上で、市に依頼していただければと思います。

33 地域の要望工事など 　久代の浦越地区のガードレールがグラグラしているところがあ
る。直してほしい。

政策監 終了後に詳細を聞き取り

34 地域の要望工事など 　浦越池の護岸が崩れそう。直してほしい。 政策監 終了後に詳細を聞き取り
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35 防災・水防 　災害弱者の名簿の公開について市はどのように対策を考えている
のか。

総務課長 　昨年度から名簿を整備しています。整備中なので、今の段階では公
表ということには至っていません。障がい者、要介護者の方などを
ピックアップしています。精神疾患の方も含めて県と協議をしなが
ら、災害時要援護者の方々の名簿を作っています。自主防災組織と共
有できるようにしたいと思っています。該当者の同意を得なければな
らないので、順次行っていきます。

36 その他建設 　空き家になったまま、相続人がいるかいないかもよくわからない
家がある場合、市で相続人を探していただき指示をお願いしたい。

悪の場合は代執行までできるのか。

建設部長 　特定空き家を確定させるのが難しいです。平成２５年の数値だと、
通常の住宅が２万８０００戸ぐらいあります。空き家の総数が４５０
０戸ぐらい。そのうち、使用のない空き家、破損などの空き家が約２
０００戸くらいだが、空き家として決定するのは難しいです。市とし
てもこの空き家をどうするかというのを、検討しながら考えていこう
という状態です。

37 河川・橋 　現在は、久代から八代へ抜けて、新本川を渡らずに下原に行く道
の通行量が多い。新しい橋ができたら、大変渋滞すると思う。要望
だが、久代から八代、下原へ抜ける新本川の両方の土手を一方通行
にして、アスファルトで整備してもらえたら、ラッシュ時、あるい
は登校時にいいのではないかと思う。現在、久代から八代を通る道
は朝大変車が多い。橋ができたらそれ以上に多いと思う。

建設部長 　清音神在線ができた段階で、流れが変わってくると思っています。
一回できた状態で確認したいと思います。宍粟真備線もあるが、そち
らも県道バイパスのお願いをしています。十分考えながら行っていき
たいと思います。
　新本川の片側通行は、ひとつの案と思います。県にも地元はこうい
う意見があるという話をさせていただきます。何か気が付かれたこと
があったら、土木担当員が地区にいるので、連絡をしていただきたい
と思います。そちらから市役所へ話は上がってきます。随時できるも
のから検討していきたいと思います。

38 その他産業 　４・５年前、新本川にヌートリアが出て駆除してもらった。今年
の春先、ヌートリアが新本川へ大きな穴を田んぼ側へ開けていた。
すぐに埋めてもらったが、段々増えている。八代には八代池と、い
しり池がある。八代池はゴルフ場が見つけ次第駆除してくれるが、
いしり池に住み着いて新本川にも多い。駆除をお願いしたい。ま
た、イノシシが非常に増えている。ハンターを増やし、駆除しても
らいたい。

産業部次長 　市内全域で非常に苦慮しています。猟友会の駆除班にもお願いし
て、市内全域で、イノシシ、ヌートリアの駆除を行っていただいてい
ます。期間についても、１年続けて駆除ができるように県に申請して
います。市としても、ヌートリア・イノシシ捕獲のかごなどを今年度
も購入して駆除班に貸し、駆除していただくようにしています。ハン
ターは、猟友会だけでは追いついていない状態です。自分たちで地区
を守ろうという方に、補助金を出して免許を取っていただき、捕獲を
していただく制度もできていますので、活用していただき、駆除に協
力をお願いしたいと思います。
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39 その他福祉 　救急車で倉敷などに搬送されるということが非常に多いような気
がする。聞く話によると、たらいまわしの状態もあるということ。
他の市町村は行政が関わった施設をもっている。子どもの医療費無
料化とあるが、やはり高齢者が増えてくる。行政として１次・２次
救急ぐらいの病院をもつと、市民の安心安全が増えてくる。そうす
れば人口も増え、住みやすいまちになる。１次・２次救急の２４時
間体制を行政は先頭を切って、医師会とも調整をしながらやっても
らいたい。
　ハイメディック（救急車）は２・３千万円かかるが、ハードを増
やすとなれば、人を増やさなければいけない。職員を減らすという
のは逆行して整合性にかける。

市長 　これは、私が選挙で訴えるべきことですが、市内に１次２次救急の
２４時間体制の病院を建設することについて、検討を加えていきたい
と思います。ただ、行政病院は作りません。民間病院と協調しながら
進めていいですか、ということを問いたいと思います。その上で、倉
敷中央病院、川崎医大附属病院、倉敷平成病院、３者と連携して救急
搬送体制を速やかに行うという協定を結びました。倉敷中央病院、川
崎医科大学附属病院、倉敷平成病院と吉備医師会が役割分担をしなが
ら１次救急については総社が行います。ただ２次救急の扱いについ
て、われわれはウイークポイントをもつので、そこを補完するものと
して民間病院で２次救急病院、２４時間体制というのをつくりたいと
思います。 初の初期投資は行政が手伝い、運営は民間に委ねる病院
を作るということを選挙公約としようと思います。

40 まちづくり支援  土木担当をやらせていただいている。要望ですが、一括交付金を
いただけたのが、去年は６月３０日。今年は、なんとかならないの
かと言ったら、６月１５日だった。少し早くなった。６月では、
４・５・６月の３か月間、お金なしでやっていかなくてはならな
い。それをなんとかしていただきたい。４月はじめにいただけるよ
うにお願いしたい。

市民生活部
長

　一括交付金、今年度から自由枠交付金と名称を変えさせていただき
ました。昨年も言いましたが、できるだけ市のほうも、早く交付金を
出したいと思います。しかし、各地域で総会を開催し、事業計画を提
出していただき、それからの支払いとなっています。したがって、市
の方に提出していただきましたら、できるだけ速やかに、交付金を出
すようにしていこうと思います。

【発言者】
　山手で改善できるということですか。

【市民生活部長】
　総会で協議していただき、市に事業計画を提出するようになるので
はないかと思います。そのあたりを改善していただければ、早くなり
ます。

41 まちづくり支援 自由枠交付金について、年度末に聞いたときは、繰り越しは許さ
れないとのことだった。先の説明で繰り越しが可能と言っていた
が、これはどうなるのか。

市民生活部
長

　昨年までは、繰り越し・積み立てをするお金は２５パーセント以内
でした。今年から「自由枠交付金」ということで、皆さんからの意見
もいただき、やはり繰り越しも認めてほしいとのことでした。あるい
は、年次的に地域で積み立てをして、もっと大きなものを買いたい・
大きなことをしたいとの意見もあったので、本年度からは、自由に繰
り越し・積み立てができるようになりました。
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42 その他総務 　合併の原点であり、核心でもある、行財政改革は、いまも途上
で、その遂行は、不可欠と捉えます。山手支所は出張所に改善され
ましたが、残る有効利用。また、特例債による清音駅東側の広大な
買収地など、急務物件が残っています。これら合併資産の活用につ
いては、検討中だと拝察いたしますが、執行部・議会あげて早期の
結論を願います。

市長 　さまざまな市の財産については、整備・縮小・統廃合をやっていか
なくてはなりません。山手・清音がもっていたさまざまな物件を統廃
合して、どう有効利用していくかということを、合併して１０年経っ
たので、判断していくことが必要です。まず代表的なものとして、山
手村役場については、来年の４月１日から市役所のどこかの部・課を
山手に動かすということをやっていきたいと思います。山手の拠点に
なるように変えていきたいと思っています。それによって市役所本庁
舎は、空きができるので、これを子育てと教育のワンストップ化にし
ていきます。山手出張所への移転と重ね合わせながらやりたいと思い
ます。

43 文化財・文化振興 　美術・歴史博物館建設の要望です。昨年のこの会議で、市長は早
く決めるとの考えを示されましたが、その後の動きが見えません。
博物館建設のプロセスは明らかで、まず基本構想の策定、専門職の
確保、収蔵品、それに財源と運営問題だと思います。いくつかの他
都市の博物館を調査した市文化課の報告書を読ませていただくと、
どの都市でも、基本構想の確定からオープンまで、約７年から１０
年の年月を要したとのことです。市民の意向アンケートをするとい
う話しも耳にしますが、現在市民は、博物館についてなにも聞かさ
れておらず、それで行うアンケートというものは、愚計になりかね
ません。博物館の意義・イメージを広く示してからのアンケートで
ないと、統計上の力をもたず、市民の正確な意向の集約は不可能で
す。私は、博物館構想というプランを市民がつかめば、それは文化
的、物質的な力に転化する。これが、社会の発展法則だと思いま
す。今の総合計画には、博物館建設の字句も抹消されたままです。
近く策定される新総合計画では、古代吉備を継承するにふさわし
く、歴史を深く吸い込んだ志の高い明確なフレーズが必ず明記さ
れ、文化的進化の証として、博物館始動の一歩となることを衷心か
ら願い要望を申し上げます。

市長 　私は、博物館ではなく美術館ということを思っていたのですが、総
社市立のミュージアムを議会で作ると言いました。これは早晩、形に
変えていきたいと思います。これまで、極力ハード事業は避けてきま
した。借金を５０億円減らし、貯金を増やしました。学校の耐震化は
やりましたが、新しい道路や建物を作る余裕がありませんでした。大
型ハード事業というのは、差し控えて、できるだけ市民に身近な、特
に弱い立場にある方々への政策を重視しながら、ソフト政策をきっち
りやってきたつもりです。これからは、その上にグランドデザインを
描いていくという判断をしなければなりません。これは、線路であっ
たり、民間活用による第２次の救急病院の２４時間体制構築であると
か、困っている部分のハード事業について、これから進めていこうと
思います。ただ順番というのがあって、昭和の 終処分場や、総社小
学校の建て替え、学校給食調理場の建て替えなど、１０億を超えて建
設していかなくてはならないものを多く抱えています。美術館・博物
館については、タイミングは見ますが、いずれは建設するという方針
でやろうと思います。総合計画のなかにも掲載をして、示していこう
と思います。美術館なのか、博物館なのかはこれから話し合っていか
なくてはなりません。総社にはいくつかのウイークポイントがあり、
それは美術館や博物館。人口６万８千人のまちにないというのは、恥
ずかしいことだと思います。

44 教育施設 　山手幼稚園のＰＴＡ会長をしています。山手幼稚園の園庭に、蛇
が出ます。毒をもっているマムシやヤマカガシが出る。ヤマカガシ
が出ることが多い。園児だとかまれた場合に重症化しやすい。出に
くくしてほしい。

教育長 　山手だけではなく、秦も維新も蛇は出ます。総社というのは、そう
いうところです。いかにそれをケアしていくか。薬をまいたりはして
います。先生たちも、ノウハウがあります。自然と共生しているとこ
ろが総社の良さです。ケアしながら、共生していくことを考えないと
いけません。
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45 教育施設 山手幼稚園の南の山が、木がよく茂っていて、冬場になると園舎
に日が当たらない。所有者が誰かわからないが、市の力を借りて、
南の山を整備し、木の数を減らしてもらいたい。

教育長

市長

　個人の所有のものなので、所有者の了解を得られないと難しいで
す。山を全部買い取れば問題ないが、過去に何回か交渉してもできま
せんでした。もう一度交渉してみます。しかし、交渉する場合、地元
の総意でないと、市役所だけでは難しいです。地元といっしょにな
り、皆さんからの意見が主体となって、交渉していかなくてはなりま
せん。協力してください。

【市長】
　交渉したいと思いますが、地元の方にも地主との間に入っていただ
き、協力していただきたい。力を貸してください。

46 まちづくり支援 交付金について。平山の場合、事業を４月から行っているので、
どうしても支払いを早くしたい。市は、請求書が来たら、２週間以
内に支払いを行っていると思う。土木で作業していただいた方に、
できれば市と同じように、２週間以内に支払いしたい。全額をくだ
さいというわけではなく、前年度の２割か３か月分ぐらいのお金を
正式な書類がない状態で、いただきたい。

市長 　これから改めます。年度計画が、年度が始まって提出されてからお
金を出すのだから、６月になります。年度前に申請を出していただい
て、４月１日に交付できるように研究させていただきたい。
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47 農林業 　地頭片山は、昔からの百姓が多いところです。今のこの周辺の農
地の様子が、大変様変わりしている。２・３代目の人や退職者が農
業する場合がだんだん減ってきている。放棄された土地を、山手の
地食べ公社が引き受けてやっている。しかし、手が回らないから、
条件のいい田んぼしかできない。小さな田んぼや水利の悪いところ
は、ほとんど放棄地に近いものになっている。本当に自分でやって
いる百姓は少ない。農業についての、市の捉え方ですが、農林部と
いうのが昔はあったけど、今は産業部のなかにある。部長マニフェ
ストに見ると、農業に関しては、１項目だけしかない。農業は決し
て魅力のない産業ではないと思う。貴重な財産なので、しっかりと
政策を見極めて誘導してくださったら、将来があると思う。ぜひ農
業にももう少しお金を掛けてほしい。ふるさと納税の見返りの品と
して、米を買い上げてくださるという話はうれしかった。しかし、
話はいいのだが、一反に一俵。１０００俵取った人でも１割。手を
掛けていただいても、たったの１割。農業が総社市の場合では、総
生産でどれぐらいのウエイトを占めているのか。農業の将来につい
て、どのようにお考えなのか。お聞きしたい。

市長 　日本全国で独自の農業政策をやっている市はほとんどありません。
その中で、小さいことかもしれませんが、唯一農業政策をやろうとし
ている市は、総社市だと思っています。小規模農業に主眼を置いた農
業政策をしています。秦では、一人の代行業務者が２０町ぐらい作っ
ています。その人は７８歳です。その人が倒れたら、秦は荒れ野原に
なると思います。どこの地域も同じです。集落営農がある７地域にお
いても、オペレーターの人の平均年齢が７６歳ぐらいです。そのなか
で、代行業務者の平均年齢を調べて、どこにどう穴が開いていくのか
というのを予測して、その代行業務者の代行をだれがやるのかという
補完システムを作ろうと考えています。また、地・食べの契約農家が
２００人を超えてきました。スーパーマーケット売りで、一日平均９
万８０００円となっています。作ったら必ず売れるシステムを今作ろ
うとしています。米以外を作る農家をどれだけ増やすか、ということ
と、代行業務者が亡くなった後の代行業務者をどうやって補完してい
くかということを、これからの課題としてやっていこうと思います。
ふるさと納税の米は、 終的には、１万２０００俵くらい全国から注
文があると思います。今でも９０００俵くらいは、売れています。こ
れからも総社米をブランド化していき、販売していこうと思っていま
す。総社は農業についてたくさん政策をやっていると思います。

【政策監】
　産業部には、商工観光課や企業誘致対策室などがあり、それぞれ係
もありますので、農業に関するマニフェストが１つになりました。農
業分野が産業などのなかで、どれくらい占めているかについては、１
割程度だと思います。はっきりした数字はもっていませんので申し訳
ございません。山手地区は、耕作放棄地などがあります。しかし、こ
この地区は、桃・果樹の新規就農者が、毎年１・２人程度は入ってい
ます。山際の耕作放棄地などは、果樹園に転換していきたいと考えて
います。

48 道路 　以前から意見は言っているが、柿木の堤内本線の改良の件。平成
２３年のガラス張り公開市長室でお伝えしたが、当時の部長は快く
受け入れ、やることをその場所で言われた。道路が狭いために対向
ができない。踏切も狭い。すぐに改善していただきたい。

建設部長 　土木担当員から要望いただいております。土木担当員という制度が
あるので、なるべく担当員を中心に地域のなかで話しを進めていただ
きたいと思います。

49 防犯・交通安全 　古地の西側の入り口について、ずっと要望書を出しているが、一
向に改善されない。信号を早くつけてほしい。

市民生活部
長

　平成２０年９月１０日に感知式の信号を設置してほしいという要望
を、古地地区長ほか皆さんからいただいています。そのあとすぐに警
察署を通じて県に言っており、平成２１年１０月に回答していただき
ましたが、交通規制の計画へ上申をしているということ。それがまだ
一向についていません。再三に渡り言っていこうと思います。以前大
きな事故があったことも十分承知しています。引き続き、警察にもお
願いしたいと思います。
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50 学校教育 　先般、中学２年の男子生徒がいじめにより自殺した。新聞には危
機意識の欠如や教育の情報の共有についての手落ちがあったという
ような反省の記事が載っていた。教育の関係で市長が責任をもつと
お聞きしたが、教職員に対して、何らかの指示あるいは教育があっ
たかどうか。

教育長 　６年前から、子どもの社会性を育てるプログラム「誰もが行きたく
なる学校づくり」を広島大学の教授と連携し実施しており、教員研修
も年間２０日程度行っています。中学生の不登校率が６年間で半減し
ました。もうひとつ非常に効果があったのは、中学生の補導、検挙数
が１０分の１程度になりました。ただ小学校の不登校率は、発生率は
低いが減少していません。支援を必要とする子どもが非常に増えてい
ます。子どもの社会性が育ちにくい状態で、学校は非常に大変な状態
です。幼稚園で社会性をはぐくむプログラム「誰もが行きたくなる学
校づくり」を一昨年から始めました。また、子どもは３歳から４歳の
ときに前頭葉が発達しますが、この時期に支援を必要とする子どもの
ために、４歳児発達支援というプログラムを２年前から導入しまし
た。去年は特定の幼稚園と保育所でしたが、今年から全幼稚園・保育
所でやっています。総社は比較的先進的にやっています。
　１学年６６０人いるが、生まれるのは５６０人です。１００人が他
市から入ってきます。この転入してくる子どもは、そういう教育を受
けていないので、社会性が十分に育っておらず、いじめなどいろいろ
な問題を起こす可能性が高いため、転入生のためのプログラムの導入
なども考える必要があると思っています。

51 高齢者・障がい者福
祉

　部長のマニフェストの中に認知症のサポーターの養成数５００名
と書いてある。非常にいいことだと思う。以後順々に増やしていく
のかどうか。サポーターの活用方法をどうするのか。

保健福祉部
長

　認知症サポーターは４年前くらい前から行っています。昨年の末ま
でで２５００人受講しました。今年度はさらに５００人。これからも
増やしていこうと思っています。認知症ということを理解していただ
き、地域にいる認知症かもしれない方に優しい目で支援をしていただ
くのが大きな目的です。認知症に限らずレジのところで、困っている
高齢者に対して優しい目で見られるようになったというご意見も聞い
ています。

52 職員 夜間勤務や日直勤務において、市の職員の代行業務を 近まで５年
間くらいやっていた。新しく民間が入ったと聞いた。入札制度なので
安いほうがいいのはよくわかるが、ちゃんと指導してほしい。

市長 　長い間本当にありがとうございました。５年契約が終了し、一般競
争入札を行った結果、違う業者が落札されました。全ての市民に対し
て、夜間の代行業務といえども、市役所の職員だと思って、気持ちの
良い対応をしてもらうよう、社長に強く申し上げました。電話は必ず
「お電話ありがとうございます。こちら総社市役所でございます」と
言ってから、市民の言うことをまず聞いた上で判断するようにと申し
上げました。トラブルや不都合があった場合は、５年の契約ですが、
単年で契約破棄させてもらうこともあると申し上げました。厳しく、
そしてチームワークよくやっていかなければならないと思っていま
す。
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◆　平成２７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

53 教育施設 清音公民館の跡地についてどのような状態に進んでいるのか。 教育次長 　合併時に清音で計画されていた生涯学習センターがそのままになっ
ているということですが、生涯学習施設の建設審議会を平成１７年に
設置し、そのなかで検討していただきました。そのときに公民館につ
いては清音支所の２・３階に公民館を整備しました。生涯学習セン
ターは、音楽ホールとして、音楽に特化した施設ですると決まりまし
た。山手の村民センターが３００席、総社市民会館が１０００席。そ
の間にある中ホールとして、５００席程度のホールを作るという意見
が審議会で出ましたが、それをやるとなると、約２０億円掛かりま
す。ほかにもいろいろな問題が山積しており、現実的には着手すると
いう状況にはなっていません。

54 ごみ 　市の取り組んでいるごみ減量化で、雑がみの量は現在どのくらい
集まっているか。ゴミステーションへ行ってみると、ごみの中に雑
がみが残っている。

市長

環境水道部
長

雑がみ交換が非常に増えており、ありがとうございます。総社市は
有料ごみ袋の値段をごみの総量によって増減させています。２年前に
７％ごみが少なくなったので、１袋２５０円から７％減らして２３０
円にしました。３年ごとに更新するが、来年ごみ袋の値段を改定しま
す。今のところごみが増えており、このままだとごみ袋を値上げしな
いといけなくなります。市民と行政が約束をして決めていることなの
で、総量が増えたらごみ袋は値上げしたいと思っています。もう少し
期間があるので、さらなるごみ減量化にご協力をいただきたいと思い
ます。

【環境水道部長】
平成２６年度の実績ですと、年間１１２トン回収しています。延べ

人数は２万４００人です。市役所環境課においては毎日３０・４０人
に持ち込んでいただいています。より一層気をつけていただき、ごみ
減量化に協力していただきたいと思います。

55 ごみ 　用水に何でも流す人がいる。土日に発泡スチロールの原料か、小
さい粒が大量に流れている。どこが流しているのか、市で突き止め
ていただきたい。

環境水道部
長

　後ほど場所など、状況を教えていただきたいと思います。
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◆　平成２７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

56 環境保全 　大気環境についてです。西村では、10年来、黒い粉じんが飛来し
堆積して、家の屋根や壁・ソーラーパネル・ビニールハウスなど、
黒く変色しているところが多くある。町内でアンケートを実施した
ところ、半数近くの人が迷惑しているとのことだった。現在分譲住
宅が増えており、子どもが多くなってくると思うのでどうにかして
ほしい。粉じんがなんなのか特定していただきたい。どこから発生
して、人体に対して、どのような影響があるのか知りたい。有害な
ものであれば、数値化して基準を作っていただきたい。基準があれ
ば、注意喚起ができ、対策ができる。また、粉じんの測量計のよう
なものがあれば、常設してもらい、監視してもらいたい。県議や市
議の人にも協力していただいているが、問題が大きいので、なかな
か話しが進まない。

市長 　できるかぎり協力をして、原因究明に努めたいと思います。大型工
業系のことであれば、県の管轄であるなど、さまざまなルールがあり
ますが、市としてできることは、 大限していこうと思います。

【発言者】
　測量計などはどうですか。

【市長】
　そういったことも含めて検討させていただきたいと思います。

57 道路 　農協の前から信号までの歩道がデコボコになっている。そこを平
地にしていただきたい。今年で要望は５回目。電信柱は道路の縁に
立っていて、とても危ない。何回お願いしてもそのままになってい
る。資金は私が出します。ですからぜひやってほしい。条件とし
て、私がしたということを永久に残るようにしてほしい。それと見
積もりから施行まで全部関わらしていただきたい。その２点を条件
に私がやります。よろしくお願いいたします。

建設部長 　昨年も現場の確認をさせていただきました。あの道は、国道ですの
で、国が補修している状況です。問題が大きいとは思いますが、今年
も国には、絶えず見てもらうように連絡はさせていただいています。
少しずつですが、コンクリートを塗るなどの改修はしています。ご理
解よろしくお願いいたします。

【発言者】
　電信柱は、中国電力などが位置を変えてくれる。位置を変えるだけ
でも、だいぶ歩きやすくなる。それは、経費が掛からないこと。あ
と、出たところを削ってください。簡単にできることだと思う。よろ
しくお願いいたします。

【建設部長】
　また、現地に国の担当者を連れてまいりますので、電柱も再度確認
させてください。
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◆　平成２７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

58 観光 　私は、観光ボランティアガイドをしている関係で、備中国分寺に
は週に何回か行っています。先月のこと、県外から来た観光客から
聞いた苦情ですが、国分寺の北の駐車場にトイレがある。県の管轄
になっている。県外の観光客がトイレに行った際、和式トイレが一
つしかなかった。手すりもついていない。高齢でしゃがんだら、も
う立ち上がれない。もう一つの個室を開けたら、掃除の道具がばら
ばらと出てきた。身体障がい者用のトイレに入ったら、鍵が壊れて
いた。鍵を掛けることができない、という苦情があった。市の観光
課へ電話したら、県の駐車場だから、と言う。観光客には県も市も
関係ない。観光の名所になっているのならば、トイレが一番。とり
あえず現場を確認してくださいと言って、来てもらった。観光客の
ために、すぐに県に連絡して直してもらわないといけないと思う。
小野県議にも連絡した。すぐに来てくれて、県の埋蔵文化課に依頼
してくれた。県もトイレについては、少し時間をいただくが、鍵に
ついては、すぐに直しますと回答してくれた。県とか市とかは関係
なしに、連携をとって、観光行政を考えてほしい。

産業部長 　言われるとおりです。観光において、県も市もありません。そのよ
うなことをお知らせいただければ、今後市としても、県・国の施設で
あっても、早急に対応したいと思います。

59 子育て支援 　保育園の件。教育次長のマニフェストにおいても、子ども・子育
て支援事業計画に基づく、保育定員の確保というのがある。総社市
内にも何人かの待機児童がいると思うが、待機児童の解消ととも
に、もう一件。産休のときは、保育園にも通えるが、育児休暇に
入ったら、保育園を退園しないといけない。また、新たに保育園に
入園しようと思うと、非常に困難で、入園できないという場合もあ
る。子育て王国そうじゃの取り組みとして、ぜひ、そのようなこと
を全国に先駆けて解消してほしい。育児休養のときでも、保育園に
通えるように。子どももたらい回しにされている。我が家もそうで
す。若い母親たちが働きやすい場所にするため、これらの問題の解
消を前向きに検証してもらいたい。

市長 　この国のルールはおかしいと思うので、総社は変えようと思いま
す。国と話し合いをしながら、変えていきたいと思います。この意見
はとても多いので、厚生労働省のトップに対しても訴えていきたいと
思います。
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◆　平成２７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

60 生活交通 　吉備線のＬＲＴ化について。これは、本当にやるのかどうか。い
ろいろ検討していると思うが、今の総社市は、非常に財政も厳しい
が、今後の発展も考えれば、ＬＲＴ化もやるべきだというのは、よ
くわかる。全体でどれほどの金額が掛かるのか。また、４０年間吉
備線を利用して通勤していたが、ピーク時に乗る人数はとても多
い。２・３両のＬＲＴに乗れるのかどうか。そして、財政的な負
担。赤字になった際の、補てんなど。総社市に本当にできるのか。

市長 　私は、市民にＬＲＴを実現させたいと訴えていこうと思います。な
ので、政治家としては、総社市は、ＬＲＴをやるべきだと考えていま
すので、これから皆さんと議論を深めていきます。まずは、沿線周辺
の土地活用を変えていくこと。これがどこまでできるのか、指し示す
ことができなければ、ＬＲＴの議論のなかに信ぴょう性がでてこない
と思います。総社―岡山間の吉備線は２０ｋｍ。そのうち６ｋｍが総
社市分。６ｋｍのうち４ｋｍが農地。試算では約１６０億円。土地活
用の在り方のビジョンが示せないままに、ＬＲＴをする・しないは判
断できません。国とも徹底的に掛け合いながら、同時進行で進めてい
きます。１６０億の中身について、これからＪＲと岡山市と話しを進
めていきますが、その議論のなかで、われわれがＬＲＴをやるのかや
らないのか、決めている市にならないと、発言権がありません。われ
われは土地活用の在り方も含めて、できるだけ早い段階でＬＲＴをや
る・やらないを市民総意で決めた上で、岡山市・ＪＲと協議していか
なくてはならないと思います。財産はもちたくない。運行主体もわれ
われがやるべきではありません。ＪＲの子会社がやるべきです。線路
も買うべきではありません。車両などの初期投資は必要となってきま
すが、赤字の補てんについては、できる限りわれわれで負担しない方
向でいきたいと思います。やる・やならいの判断がまず大事です。そ
れには、市民との議論を深めていきたいと思います。全員反対なの
に、強引にやっていくような話ではありませんので、多くの人の意見
を聞いた上で、判断していきたいと思います。

61 文化財・文化振興 　吉備路文化館について。ずっと運営できるのか。山手の考古館を
ご存知ですか。一度行ってみてください。無残な形で陳列されてい
る。ちゃんとしたところに展示するべきではないのかと思う。服部
にある埋蔵の館やまちかど郷土館についても非常に残念だと思う。
吉備路マラソンと同じように文化のほうにも力を入れた政策をして
ほしい。文化ということを真摯に受け止めて、実直な政策をしてほ
しい。

市長

教育長

　文化行政についてはできるかぎり、いろいろな催し事をつくりなが
ら、人を集めて、発信していきたいと思います。吉備路文化館に駐車
場がないこと、車で入っていけないことが問題で、東からの入口と、
駐車場の確保が大事なことです。がんばってリードしたいと思いま
す。

【教育長】
　現在調査を始めています。ほかのところの美術館は１０年掛けてつ
くっています。山手の考古館。私も見ました。どのように収納してい
くか。美術館ができたら、そこへ持っていくことも考えられます。今
の吉備路文化館には、それを収蔵する場所もありません。山手の方々
と相談しながら、やりたいと思います。文化財審議会がありますが、
そこでも話題にでています。埋蔵の館についても、保存や補修するた
めの設備です。ですから、設備を拡充して、皆さんに見ていただくこ
とが大切だと思います。駐車場もないし、そのような設備になってい
ません。美術館にはこのような設備を入れて、複合的に活用できるよ
うな仕組みを考えたいと思います。
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◆　平成２７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

62 子育て支援 　前の人が意見されていた、保育園に関する意見と同じです。検討
お願いいたします。

答弁なし

63 国保・年金 　国保の１万円キャッシュバックについて。健康体でいたら、１万
円キャッシュバックされるものなのか。持病をもった健康体でない
人が一生懸命生きている。その人たちは、一年でも長く生きたいと
思って、生きている。その人たちが、キャッシュバックを見たとき
どう思うか。弱者に対する思いがあれば聞きたい。

市長 　例えば要介護３・４・５で特別養護老人ホームに入っている人一人
当たりに、皆さんの税金が、１年間で３３０万円使われています。透
析をする人には５００万円。体が弱くなった人を守ることは保険の役
目、われわれの務めです。一方で予防というのは、やりにくい政策で
す。国民健康保険に入っている人に、いくら健康診断を受けてくださ
いと言っても、３０パーセントにも満たないのが現実です。７割を超
える人が耳を傾けてくれません。１万円キャッシュバックの制度は、
国民健康保険に加入されている人に、まず、健康診断に行ってもら
い、その家族が１年間健康で、病院を使わなかった場合、つまり健康
に気をつけている人に１万円を支給しています。結果赤字だった国民
健康保険の会計が黒字になりました。その分、介護サービスを充実さ
せます。弱い立場の人を軽んじる政策ではありません。むしろ健康で
長生きする人を助長していきたいと思っています。国民健康保険に加
入されている人で、健康診断を受けない人があまりにも多過ぎまし
た。みんなの健康を守りたいという趣旨で取り組んでいるので、１年
に１度健康診断を受けていただきたいと思います。
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◆　平成２７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

64 生活交通 　吉備線のＬＲＴ化について。一番大きい問題は吉備線がＪＲの子
会社になったとしても、ＪＲから離れるということが一番大きいデ
メリットだと思う。総社市は井原線で一度失敗した。総社から矢掛
まで行き、帰りに清音止めしかなかったからＪＲの運賃を払わされ
たという話をよく聞く。それと同じことが、吉備線を子会社化をし
たら起こりうる。東総社から倉敷まで行くのに今２３０円か４０円
でいけると思う。子会社化してしまうと総社で運賃を別払いしない
といけなくなって、岡山へ行くよりも倉敷に行くのが高くなる可能
性がある。ＪＲの子会社化という話をよく市の職員の方はされる
が、別会社であるという認識をもっていただきたいと思う。それか
ら検討会だが、委員の方で「市長を応援してるから、市長が言うん
ならすればいい」というような方が検討会の委員にいることを耳に
する。また、検討会の委員の方に先程市長が言ったように、吉備線
を利用する外の美袋の方とか清音の方が入っている。ちょっと本末
転倒じゃないかということを感じている。本当にやりたいならもっ
と総社のビジョンを考えてやっていただかないと、今の岡山案をそ
のままうのみにした案だと、総社に明かりはないと思う。観光面に
おいても、今吉備線以外に観光地に行く足はない。だったら今レン
タサイクルが多いのであれば、吉備線の車両の中に自転車が乗れる
ような車両、そういったものを考えたほうが、観光施策、市民の足
としても生きると思う。今写真でもあったような、ＬＲＴの車両だ
と自転車は乗れない。街中の者にとっては３００円の雪舟くんは高
すぎる。それとＬＲＴを結びつけたら岡山までいくらかかるのか。
われわれにもっと詳しい要件を提示していただきたい。

市長 　ＬＲＴ化は国土交通省の補助事業でやろうとしており、この設置主
体がＪＲ西日本だったら補助対象になりません。なので、子会社化と
いうことが大前提になってきます。岡山市の条件をうのみにすると言
われたが、私も同じ憤りをもっています。岡山市はＬＲＴをやるつも
りですが、総社はやるかやらないか決めていないので、岡山市に言わ
れっぱなしです。だからこそわれわれは市民の皆さんに言いにくいこ
とも言い、不便なことも言い、そういうことも含めて、総社の将来を
今生きているわれわれが、決めていかなくてはなりません。昭和地区
の一番山の上の人が総社市役所までタクシーで来ると６１５０円だ
が、雪舟くんは実質２５０円で運行しています。市民の皆さんは同じ
税率で払っていますが、倉敷ケーブルテレビも見られない、水道も井
戸水。そのようなところに住んでいる人が得をしているのが雪舟くん
です。総社市全体で考えたら、得している人も損している人もいます
が、やはり公平平等であるためには辺地の政策も充実させていかなけ
ればいけません。だからこそ、ＬＲＴ議論の委員に昭和・清音・川西
地域の人にも入っていただき、総社市全体でやるかやらないか決めな
ければならないと思っているので、そのような委員構成になっていま
す。
【発言者】
　ＬＲＴをすると明言しているのだから、もっと大きな意味で総社の
交通体系を考えた上で、ＬＲＴについて岡山と協議してほしい。
【市長】
　わかりました。ただ、やると言ったのは選挙に出る立場として、私
はＬＲＴを実現したいと訴えるという意味です。市長として、ＬＲＴ
化をすると言っているわけではありません。これから議員や市民の
方々と議論をして決めていかなくてはならないことです。そこは区別
する必要があると思っています。

65 上水道 　上水道の件について。昨日も水がでなかった。子どもも徐々に増
えてきている。なので上水道を必ず設置してほしい。

環境水道部
長

　小規模の飲料水の供給施設を新しくしました。雷などで水がでなく
なったということがあったと思います。上水道ですが、多額の経費を
要するということなので、設置することは難しいです。
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66 観光 　過疎地の活性化について。小学生が５１人ということで、非常に
少ない。過疎化が進むと、学校がなくなるのではないかと心配して
いる。豪渓という名所があるので、これが活性化の一つの原動力に
ならないかと思う。市にも、協力していただきたい。

市長 小学校５１人。幼稚園９人。この減少を食い止めることが大切で
す。少なくとも、私が市長をしている時には、池田幼稚園・小学校を
廃園・廃校にはしません。ずっと続けていくための政策をしていきま
す。議会と相談しますが、６０人に満たない小学校については、何か
しらの特区制度を設けて、外部からも子どもを受け入れることができ
る幼稚園・小学校になる仕組みに変えていこうと思います。維新幼稚
園は、新入園者数が０人になりました。山田幼稚園も１人となりまし
た。しかし英語特区という制度を始めたら、昭和５校と山田幼稚園合
わせて、外部から５０人が住んだり、通ったりしています。池田に優
先的に、外部から子どもが通って来れるような新しい特区制度を検討
していきたいと思います。昭和地区では、英語特区で通う子どもをま
ち全体で受け入れています。地元の方にも協力していただきたいと思
います。

環境観光大使の野口健さんが宝と言った豪渓の景色を活用しきれて
いないというのが実態です。なんとか有効に活用、工夫していきたい
と思います。

67 施設・財産管理 　旧池田幼稚園のこと。池田神社にあるが、非常に古い。現在は、
草が生い茂っており、ごみ屋敷のようになっている。もともと池田
神社の土地であり、昔はそこで盆踊りをしていた。地域にとって大
切なところ。なんとかしてほしい。古い民具などを置いているが、
整理してほしい。草刈りも年に１回しかしていないのではないかと
思うが、地元にさせてもらえれば、適切な管理ができる。

総務部長 　旧池田幼稚園について。中に置いているものについては、精査を行
い、処分することを含めて、整理・整頓していきます。
　草刈りについて。現在は、業者委託させていただいています。それ
よりも地元で管理したほうが、適切に管理ができるというご提案をい
ただきましたので、来年度からは、相談しながら、地元にやってもら
うようにしていきたいと思います。また、現在空き家などが危険とい
うことで問題になっています。こちらについても、古い建物が倒れて
危険という場合もありますので、中の整理・整頓ももちろんですが、
建物についても、行政側で倒して処分するのか、早急に検討させてい
ただきたいと思います。

68 介護保険 　介護保険法が変わり、平成２９年の４月から、要支援１・２の人
は介護保険が使用できなくなる。総社市としてもいろいろ政策を考
えていると思うが、地域の力が必要になってくる。池田でも、百歳
体操を７か所、サロンが７か所、福祉委員・民生委員に手伝っても
らい開催している。そのような委員の人は、たいてい定年されてい
る人が多いです。これからは、働く人口が少なくなってくる。総社
市の雇用が足りなくなってくる。われわれの後に継いでやってくれ
る人がいなくなってしまうのではないか。サロンや百歳体操などを
している人に対して、有償ボランティアということを考えてほし
い。

保健福祉部
長

　有償ボランティアについても、地域の生活支援の基盤を整備してい
くなかでは、一つの案だと思います。これからも地域支援包括支援セ
ンター、市の職員、社会福祉協議会などといっしょに、そのような地
域からの意見も踏まえて話し合いを進めていこうと思います。
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69 その他建設 　空き家問題について。たくさんの空き家がある。それを建設課の
ＨＰで紹介してもらいたい。田舎でくらしたいという人が見るＨＰ
を作ってほしい。

総合政策部
長

　現在調査のための準備を進めているところです。情報を市内・市
外・県外にお知らせし、地域活性につなげていくことは、ぜひやって
いきたいと思います。まずは、調査をさせていただき、うまく有効活
用していきたいと思います。調査した情報については、個人情報など
がありますので、どこまで掲載できるか判断し、配慮しつつできるか
ぎりのものはお知らせさせていただきたいと思います。

70 その他建設 　空き家対策について。池田に人口を増やそうと思ったときに、空
き家対策が必要。ここは、調整区域なので、新しく家を建てること
が非常に制限された地域。危険で倒さなくてはならない家もあると
思う。空き家対策特別措置法を利用し、新しく小学校に通う家族を
増やしてほしい。

市長 　住める空き家・危険な空き家がありますが、両方とも、うまく活用
してやっていきたいと思います。地元にも協力していただきたいと思
います。連絡先が分からない人が多いので、近隣の人の協力が不可欠
です。移住してくる人には、脱原発の人、スローライフを楽しみたい
人、転勤の人がいますが、子どもの都合で移住してくる人を増やした
いと思っています。

71 その他 　子育て支援の一環で、子ども教室を開催している。２４人の子ど
もが参加している。子育て中の母親に手伝ってもらっている。手当
てをいただいているが、手当てに対して、減免をしていただきた
い。

総務部長 　手当てに対して１割程度の所得税ということですが、こちらに関し
ては、所得税法などの法律で規定がありまして、一定の人には、させ
ていただかないといけません。減免することはできません。やると
なったら、市のほうが法律違反となってしまいます。

72 計画・企画 　池田地区は非常に人口が減少しております。空き家も増えてい
る。人口が減少する原因について、たくさんあるが、池田中学校が
統合されたことが大きな原因だと思う。それと市街化調整区域で、
家を建てる場合に非常に困難。また、食生活の変化とか、燃料の変
化などで畑・山が荒れ、耕作放棄地が増えて、それらの手入れが大
変だということもあると思う。このようなことを調整していかない
と、問題は解決しない。また、企業立地により、労働者が増えるの
なら、池田地区に労働者向けの公営住宅を建てて、住んでもらうな
ど、そういう方法も考えられると思う。検討をお願いしたいと思い
ます。

市長

教育長

さまざまなことを組み合わせてがんばってみたいと思いますので、
ご協力をよろしくお願いしたいと思います。市外から働きに来た人の
住居に空き家を利用するとか、さまざまなことを検討していきたいと
思います。

市街化区域については、この仕組みをこれから私が先頭に立ち、
国・県と徹底的に協議し、変えていこうと思います。

【発言者】
学校の問題はどうにかならないのか。通学の問題とかたくさんあり

ます。

【教育長】
　検討させてください。

73 情報化 　ＦＭくらしきの受信範囲ですが、ここの地区は入るのか、入らな
いのか。２年半ほど前に、市役所のある方に、この地域に災害時の
緊急連絡のためにスピーカーを付けてくださいと言ったら、「費用
がかかるからできない。ＦＭくらしきを聞かれたら状況がわかりま
す」と言われた。今この地域はＦＭくらしきが受信できるかどうか
教えてください。

市長 　現在調査をしております。受信区域でなければ、違う手段を考えな
ければなりません。しかし、有事の際に総社のことだけをお知らせす
る番組はありません。総社の専門チャンネルを将来はもたなければい
けないという考え方から、現在調査にしているところです。もしそれ
が現実となれば、市民の助けになると思います。
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74 消防 　池田地区はものすごく高齢化が進んでいます。今現状で救急車と
いうのは総社市で何台あるのか。この池田地区は細長い奥のほうま
である。救急車を呼んだ場合、時間が掛かる時もある。助かる命も
助からない状態も出てくる。このようなことがあるから、若い人が
まちへ出て行ってしまう。また、池田地区から電車などに乗ろうと
したときに車で行った場合、駐車場が整備されていない。まちに行
くにも駐車場などの整備ができていれば、田舎にも住んでもらえる
のではないか。池田地区は調整区域ということで、家がもう建たな
い。高齢化・過疎化の原因だと思う。これらの問題をこれから協議
して、改善していただきたい。

消防長 　救急車について。総社市消防は本署に３台、昭和に１台、久代に１
台、計５台が稼動しております。池田地区には本署の救急隊が対応す
ることになっています。小寺から、この池田地区で一番遠い地区まで
は直線距離で１５キロくらいありますが、１８分ほどで本署から到
着。畑野については、１１キロくらい直線距離があり１７分ほど、上
の茶屋は、７．１キロあり１０分ほどで到着します。それから倉敷の
病院に搬送する場合、総社の市街地から倉敷の倉敷中央病院や川崎医
大付属病院には１０分から１５分で到着します。

【発言者】
　ほかの地域で事故があったり交通事故があるなどで、救急車が出
払ってたらなかなか来ないという状態が発生することもあると思う。

【消防長】
　そのような可能性もありますが、本署に３台あり、同時に３台の出
動はなかなかありません。３台で足らなければ、昭和から出動させま
す。池田地区だけではなく、当然昭和や久代でも足りなくなるという
現状があります。救急車を有効に出動させるような手配も、体制も整
えているので、ご理解をよろしくお願いします。

75 高齢者・障がい者福
祉

　一人住まいの高齢者の方の安全を守るのに、どうしたらいいか。
池田地区で、高齢者で一人暮らししているのが６０世帯強、高齢者
の２人暮らしと、老老介護をしている人を含めると、１３０とか１
４０世帯ある。われわれも近所にそういう方がいれば、気をつけま
すが、２４時間監視する訳にはいかない。行政のほうでも応援して
いただかないと、なかなか目が届かない。何か対策や考え方があれ
ば聞かせていただきたい。

保健福祉部
長

　池田地区は、見守りや福祉委員、民生委員が小地域ケア会議のなか
で一人暮らしの世帯を地図上に示すなど、見守りをよくされておられ
ます。市も地域包括支援センターを平成２４年から市内６か所に委託
しています。池田地区は泉クリニックがされている中央部北地域包括
支援センターが担当していますが、地域に出て訪問で声掛けをさせて
いただいていると思います。百歳体操で集まっておられるのも一番池
田地区が多いです。とてもたくさんの方が来られており、地域の交流
ができています。市のほうも協力していきたいと思っていますので、
よろしくお願いいたします。
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