
◆　平成２８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 教育施設 　総社西中について、消防署の北の丘陵地帯へ移転という噂をずっと前
に聞きました。その後、何にも聞きませんが、実際はどうなのですか。

教育次長 　西中の移転ですが、現在の西中、東中の生徒数がそれぞれ７８５人と８６３人で、県内でも大規模校になっ
ています。特に常盤小学校区は、流入してくる子どもが非常に多く、中学校が手狭になっています。ただ、こ
れからどういった形で子どもの数が増えていくか、推移していくかということを推計して、中学校の施設整備
を考えていくわけですが、今のところ市内の中学校の体制は、４校で維持していこうと考えています。以前話
題になったことはあります。さまざまな意見があったなかで、新しい中学校を作るのも一つの案かなというこ
ともありましたが、現在は、４校の体制でと考えています。

2 防災・水防 　以前市役所に行き、防災担当課へ話をしたことがあるのですが、洪水
が増えてきたが、避難する場所が無い。屋根があって、水が来ない２階
建て以上の場所が必要だと思います。現在、どのくらいの人数が避難で
きる状態でしょうか。私たちの町内会では、総社南高校に許可を得てい
るということを聞きましたので、そこに決定していますが、周辺から大
勢来たらあふれてしまいます。

総務部長 　災害発災後、すぐ逃げる場合は、１人にさほどの面積を提供することができません。１人１.何平米分で
す。２日目３日目と経過していくなかで、１人あたりの共有面積を広げていき、快適な避難所生活が送れるよ
うに努めさせていただきたいと思っています。１人あたり２平方メートルの面積が取れるとすると、おおむね
屋内だと１万７０００人程度が避難できます。地震が発生し、高梁川が決壊するなど、いち早く逃げていただ
く場合はそこまでの面積は取れないと思いますので、１人に１平米ちょっとということになれば、倍の３万４
０００人ということになります。
　今年、熊本の益城町でテント村の管理運営させていただきました。今後、このテントが避難所のあり方の一
つということで再考されると思っていますので、私たちは経験を生かして、テントということにも取り組みた
いと思っています。

3 教育施設 　清音小学校の玄関のじゅうたんのところが雨漏りがします。雨漏りが
すると子どもが滑ります。夏休みの間に早急に直していただくというの
は無理かと思うのですが、なるべく夏休みの間に直していただいたら子
どもが危なくないと思います。

教育次長 　雨漏りはなるべく早く修繕をかけたいと思います。今まで学校関係はまず耐震化の工事をしていました。そ
れから小学校にエアコンをつけています。まとまった財源をそういうところに集中的に充てていた関係で、少
し遅れていたと思います。できれば夏休み中にということで、事務的なことを相談して、どういった見込みに
なるか返事を差し上げたいと思います。

4 その他生活環境 　放置自転車が増えたので、要望で立ってほしいと言われ、清音駅に毎
日立っています。だいぶ撃退しました。市からも来ていただいて自転車
に貼っていただくとすごく効果があります。市の方が貼ってくださる
と、１０日間くらい置いて撤去してくれるので、それが抑止力になって
います。１か月とはいいませんが、２か月に１回くらいは市職員に来て
貼っていただくとありがたいと思います。

市民生活部
長

　駅の放置自転車の件、それよりもまず、駅のトイレを日々綺麗にしていただいてありがとうございます。市
の職員も行っていますし、地域の方も本当によく札を持って見て回ってくださっているのが現状です。皆さん
の力をお借りしながら放置自転車を根絶して、良い環境を保っていきたいと思います。

5 計画・企画 　昨年と今年の各部長のマニフェストがどう推移しているかチェックを
しました。総合政策部長がマニフェストの１項に各部長のマニフェスト
の達成１００パーセントと書いているので、おそらく総合政策部長が
チェックしていると思うのですが、各部長の去年のマニフェストがどう
推移しているか、そこを把握されているか、大ざっぱでいいので、どの
ように１年間に結果が出たか、それが分かればパーセンテージを教えて
いただきたい。

市長

総合政策部
長

　公務員は、市民に「できていないじゃないか」と言われるのが一番困ることなので、目標を立てても公約と
して外に告げたりしなかったのがこれまで。私はそういった意味では部長が８年前に立ち上がってくれて、公
務員が市民に数値目標を示すという危険な行為をしてくれたと思う。しかし、年月を重ねるうちに当たり前の
作業になっていき、こういった質問もだんだん少なくなってきている。「マニフェストが機械的になっていな
いか」ということをチェックするという意味で、栁澤総合政策部長の答弁に期待したい。

　全体的なパーセンテージで言うと、各部長とも平均すれば１００パーセントを達成している状況です。ただ
ともすれば目標が低いのではないかということもありますので、しっかりチェックをするのが私の役目と思っ
ています。今までは各部長がマニフェストを作り、自分で評価して市長だけがチェックをしていたという体制
でした。市長がこれではだめだろうということで総合政策部をつくり、政策について内部的にチェックをして
いこうという体制を昨年度から作ったところです。そういった私の役目もありますので、このマニフェスト制
度を活用し、目標に向かって全力でがんばっていくということを確認するということだけではなく、サポート
していきたいと思っていますので、幹部職員一丸となってマニフェストを１００パーセント完全に達成すると
いうことを目標にしていきたいと思います。

6 子育て支援 　チュッピーの関係ですが、どのような方法で実績を上げようとしてい
るのですか。７月１２日の山陽新聞に市長が各種団体６団体に要請をし
ているとあるのですが、それだけでは全国制覇はできないのではないか
と思う。どのようなＰＲを今後３か月間でする予定ですか。

市長 　これまで総社市が何かを全国１位にしたことはありません。「総社だって１位を取れるんだ」ということを
本気でやります。出生数が減っていくなか、出生数を増やした「子育て王国そうじゃ」の王様だから、まずは
チュッピーを連れて厚生労働大臣にあいさつに行きたいと思います。マタニティ用品・ベビー・チャイルド用
品などを販売する店舗や、日本保育協会といったところと連携しながら、大きく伸ばしていきたい。
　今回の戦いは職員がいろいろやっていますが、職員のやる気だけでは勝てません。願わくば、商工会議所、
青年会議所といった総社市の皆さんが立ち上がり、全国１位にしないかという機運を盛り上げてくれるよう働
きかけていきたい。
　昨年１位だった浜松市長にどうやって１位をとったのかを聞きました。企業、幼稚園・保育園が立ち上がっ
た市民力の成果。スズキ自動車や河合楽器は全社を挙げてやってくれたと。大きい会社がある浜松は恵まれて
いますが、一番コツコツやってくれたのは、学校や保育園・幼稚園の先生。そういう市民力が積み重なり全国
制覇した。夢や希望をもってチュッピーを押し上げていきたいと考えています。
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◆　平成２８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 市税 　昨今ふるさと納税が一種のブームになり、各地でこんなことをやって
いるという紹介がよくあります。総社市はお米を主たる返礼品にしてい
ると思うのですが、寄付額が伸びて約６億５０００万円ということ。調
達するコストはどのくらいかかっているのでしょうか。差し引きいくら
の税収増になったのかというところを教えてください。
　総社は食品産業都市として充実・集積していますから、農産物だけで
はなくて、山崎製パンさんもいますし、紀文食品さんもあります。そう
いうようなものを組み合わせセット化するというようなかたちも考えら
れるのではないかと思います。今後ともこの制度が続くのであればいろ
んな創意工夫をこらして税収アップを図っていただきたい。

市長

総合政策部
長

　純利益１億８０００万円です。利益率でいうと３割、７割を購入費として使っているということです。
　総社市もこの制度に本腰を入れ始めて２年目ですが、県下で２位、全国で４１位、中国５県で４位。一方で
地域間競争が激しすぎ、いかがなものかという議論が総務省であるが、この制度がある限りできるところまで
走っておきたいと考えている。しかし、利益も大事ですが、地元の産業に還元することを重く捉えてやってい
る。

　全品でいうと大体８０品から９０品くらいの品数になっています。昨年は大体２０から３０くらいでしたの
で、今年に入って議会にも了解をいただき、品数を増やしたところです。いろいろな企業を回り、大手のとこ
ろはすでに回ってご協力をお願いしていますし、小さな企業を含めて、ふるさと納税がいかに利点があるのか
ということを説明しながら企業の募集をしているところです。
　紀文食品さんのおせちは年末に特別企画でやったりですとか、山崎製パンさんですと、ケーキをやってみよ
うというようなものも考えております。幅広く市民と市内の企業の方に利益が行くような形でウインウインの
関係を作っていきたいなと思っております。詳しくはホームページなどにも載せておりますのでご覧いただけ
ればと思います。

8 河川・橋 　軽部川のヘドロが増えています。その周囲にはポンプがあり、これが
作動できなくなるのではないかと思っています。またすくっていただか
ないと故障すると思います。

建設部長 　軽部川の話は伺っています。今年度当初の予算をとっていなかったのですが、補正予算での対応を考えてい
るところです。何年かに１回はしないとどうしてもたまってしまいます。集中豪雨のときに非常に危ない状況
になりますので、今十分に考えているところです。

9 防犯・交通安全 　総社南高から新しい道があり、三叉路になっています。そこに信号を
付けていただければいいのではないかと思います。

市民生活部
長

　信号機の設置についてですが、今日ご質問いただいた他にも信号機の設置は多数要望をいただいており、毎
年警察にも問い合わせをしているのですが、優先順位の問題でなかなか設置ができていないのが現状です。引
き続き総社署にお願いをしたいと思っています。

10 道路 　軽部川のほとりのあじさいロードに地道があります。これからあじさ
いを見に行かれたりするから、夏場は歩く人が多くなります。あの一角
が（土の道のため）削れて、汚くなっています。よく見ていただきたい
と思います。

建設部長 　地域応援課で点検はしていますが、雨が一番多いという時期ですので、十分注意しながら点検していきたい
と思います。

11 都市景観 　清音地区の市街地の再生とありますが、すでにどこまで住宅化すると
いう青写真はあるのですか。清音地区は今、清音上中島の線路から西側
は、だんだんと住宅ができてびっくりしています。もう少しで田んぼは
なくなってしまうんだろうと、町が見違えってしまっているんですけれ
ども、車が増えてきて、危ないと思っています。車でいっぱいになって
きますと朝方とても危険です。一体どれくらい住宅地になるのかという
はっきりしたものを、見せていただきたいと思います。「活力と賑わい
と安らぎを生みだしていく地域」とありますけれども、全部市街化に
なってしまうと、そういうことが起こりかねない。また、道路の問題も
あります。常盤小学校付近のように道路計画があるのかどうかというこ
とと、それから清音上中島のあたりは公園がありません。全部住宅地に
なってしまったら憩いをするところがない。そういう計画も知りたいと
思います。

建設部長 　お尋ねの都市計画マスタープランというものは、地区地区に分けながら清音の場合は東部地域というのでお
示ししているというものです。具体的ということになると、そこまで詳細なものはないです。ただ、地域とし
てこの地域はこういう形で進めていったほうがいいのではないかと。例えば、東は東で南は南で、北は北でと
いうかたちの大枠をお示ししている状態なので、これから進めていくときには皆さんのご意見も伺いながらど
ういう形がいいかという話になってくると思います。ですから、具体的な道がここですとか、公園がここです
とか、一気に宅地化になることは今のところないと思っておりますので、ご安心いただければと思います。

12 学校教育 　去年この場所で地域の活性化ということでお願いしたときに、教育特
区をというお話があり、実際に目に見えるかたちで実施していただきま
して、地区住民代表しまして、大変嬉しく思っております。心からお礼
を申し上げます。教育特区となった池田地区が今後、どういったかたち
になるのかということについて、何か計画や考えがあれば、教えてくだ
さい。

市長

教育長

　池田地区を特別に意識をもって変えていきたい。まず、体育特区で子どもの数を増やす。一朝一夕にできる
ものではありませんが、根気強く地域の声を聞きながら進めていきたい。それから、将来、池田地区に診療所
を建設することに真剣に向き合って考えていかなければならないと思っています。池田地域にさまざま不便な
道や水道の問題などがある。できるところから解決に導いていきたいと思います。子どもが減っていく現象は
非常に寂しいし、活気が出てこない。まずは池田幼稚園、小学校の特区を成功に導くことに全力を傾けていき
たい。

　英語だけではだめで、英語と体育と、２つ組み合わせることで池田地区の特長が出ると考えています。他地
区から池田地区に来られる方は、自然もそうですが、落ち着いた雰囲気や小規模で落ち着いて勉強ができるこ
とが非常にいいと感じているようです。このなかで外から通うだけではなく、転居というかたちで、外へ出て
いた方が戻ってこられることが現実に起こっています。これがもともと狙いのところであり、もう少し粘り強
く続けていきたいと思います。本来、特区は特別に学校にお金をかけるということですから、従来の教育では
なかったことです。国が今地方再生のなかで小さな学校は統廃合しろといっています。しないのであれば、特
色ある教育をしなさいと。国からもサポートということでお金が少し出ます。そのこともあり、市長は全速力
で走ると言っておりますが、短いタイミングで成果を挙げるということも含めて息長くやりたいと思っていま
す。
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◆　平成２８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 計画・企画 　少子化対策や子育て支援対策、定住対策、空き家対策など、複数の対
策事業に取り組んだ場合、助成金を考えていただけませんか。例えば、
今は子ども教室を週２回やっています。これを３回に増やすと、この公
民館を使用できません。そうすると空き家などを借りてすることになり
ます。このように、複数以上の課題への対策となる事業の場合の助成金
を考えていただきたいと思います。

総合政策部
長

市長

　自由枠交付金制度の中で、今までひも付きだったお金を地域の創意工夫でやりくりしていただいています
が、各地区からやればやるほど財源がなくなってくるという意見も伺っています。財源には限りがあり、どう
していくかは今後話し合いをさせていただければと思っています。特に空き家は、池田地区においても現時点
で４２件が確認されています。空き家の活用も含めて、子どもをどう育てていくかという観点は非常に重要な
ことだと考えています。人口を増やしていくことに関しては、子育ての世帯をいかに増やしていくかが永続的
に市政を運営していくうえでは重要なことになりますので、地域でアイデアを挙げていただくというのは非常
にいいことだと思います。地域活性化部会へ市の職員も入り、話し合いもさせていただいていますので、その
中の提言でできるところからやっていきたいと考えています。

　自由枠交付金は、ひも付きでないお金の使い道を、それぞれの地域で工夫をするようになりました。そこで
生じてきたのは、交付金では足りないという問題。財政的に湯水のごとくという訳にはいきませんが、住民が
やりたいことをダメと言う権利は市役所にはないと思っている。なぜなら、皆さんの税金をいただいてやって
いるから。当然のごとくお返ししなければなりません。そこで「市民提案型事業」をやっています。今は各団
体に50万円を助成、プレゼンテーションで上位４団体を採択していますが、議会と相談しながら、枠を増やす
か、選定方法を変えるなどしながら、各団体からの政策課題の解決策について、よいものを採択していきたい
と考えています。

14 まちづくり支援 　昨年から池田地区の地域活性化会議が始まっています。また、今年度
から池田小学校の体育・英語の教育特区もはじまりました。過去にとら
われず、さまざまなことに挑戦していくことは、すばらしいことだと思
います。成功の反対は、失敗ではなく、何もしないことだと思います。
今、池田地区何ができるか、若い人たちで何ができるかを考えていま
す。何かやろうとしたとき、行政の知恵をお借りするときがあるかもし
れませんが、そのときはご指導お願いします。

市長 　若い方々が池田地区を盛り上げていこうとするときに、市役所は全力で共同歩調をとってやっていきます。

15 学校教育 　今池田小学校の特区が話題になっていますが、昭和地区は子どもが増
えていますけれども、駅から小学校が近いと思います。その関係上、池
田地区はスクールバスを考えているのでしょうか。このままで増やそう
と思っているのでしょうか。

教育次長

市長

　池田地区の特区は、 寄のＪＲの駅からかなり距離があり、相当な距離を歩くことになります。当初どうい
うかたちにしようかと教育委員会の中で話がありました。学校の現場、校長ともお話しました。地元の小学生
は歩いて通っていますが、かなりの距離を歩いています。区域外から来た子どもが、学校まで直接親が送って
くると、地元の小学生たちが歩いて通っているなかを車で追い越していくということになります。これは教育
的な観点からもどうなのかと。現在外から池田の学区へ通っている小学校の子どもは、わざと学校から近くで
はなく、ある程度歩く距離のところまで親が連れてきて、そこからはその地域の子どもと一緒に歩いて、通学
をしています。体育をキーワードに取り組んでいますので、歩くことも基本的な体力増ということになりま
す。スクールバスという意見もありますが、今のところ、そうやって通っていただくかたちがいいのではと考
えております。

 今年度から体育・英語特区が始まっていますが、来年度以降の課題として、地域の意見をよく聞きながら研
究していきたい。併せて、上槙のあたりから総社西中に通う子どもの自転車通学についても考えていきたいと
思います。

16 防災・水防 　熊本地震の際には、市の職員がいち早く熊本に行かれた。また、義援
金、支援・救援物資の提供などが行われたということはよくわかりまし
た。本当にこの立ち上がりの早さはいいことだと思います。ただ、これ
から先、この地方に災害が発生したときにどうするのか。この地区に
限って言うならば、山間で山の下に家が並んでいます。大きな震災が
あったときにはどうするのか、あるいは大雨が降って、土砂災害が発生
したときにどうするかということですが、道は一本しかありません。橋
も３本ありますが、これが流れたらどうするのかということも懸念され
ます。まして、この地域は非常に高齢化が進んでいます。とてもじゃな
いですが住民の力だけではどうにもなりません。市で、負傷者の救護方
法、搬送先をどこにするか、あるいは集中避難場所はどこにするのか、
非常食の確保はどうするのか、有事の仮設設備の準備はどうするのかと
いうことを、改めて検討していただきたい。

総務部長 　益城町への支援を通じて得た経験を職員も財産にしていかなければならないと思っています。災害が発生す
る前に市はいち早く情報を察知して、避難勧告・避難指示をできるだけ早く出しますので、まずは命を守る行
動をとっていただきたい。その後は改めて避難場所の環境を整えていくといったことを進めていきたいと思っ
ています。
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17 高齢者・障がい者福
祉

　来年度から介護保険が改正されます。要支援１、２の人は、デイサー
ビスがほとんど受けられなくなる。自分の家で見なさいという制度に変
わります。平成３０年度からは、７１歳以上７５歳以下の人は、家をリ
フォームでバリアフリー化するにしても、車椅子を買うのも、介護ベッ
ドを借りるのも、お金は自分でやりなさいと変わるということが通常国
会に提出されるようです。池田地区ではいきいき百歳体操が８か所、サ
ロンが７か所あります。総社市ではサロンが２１３か所に増えていま
す。
　全国で今８.６人が毎日孤独死しています。誰にも看取られずに亡く
なっている人がいる。総社市は福祉先駆都市を目指すということなの
で、地域で地域のお年寄りを支える、孤独死のない地域にするという意
味で、見守り隊などの協力を願えればありがたいと思います。社会福祉
協議会で来年度から生活コーディネーターを立ち上げるということで
す。有償ボランティアでやるということも聞いています。そういう面か
らも、これからこの高齢地域で地域の方が地域の方を支える。お互いの
つながりで支え合うという意味においても、行政からもお力添えをいた
だければと思います。

市長 これからの総社市のテーマであり、全国の基礎自治体のテーマだと思います。福祉政策はお金がかかるた
め、国策である場合がほとんど。これから国の給付が減っていくなか、また、今の基準で要支援に該当しない
が一人での生活がままならない人がいる。その人にどう寄り添っていけるかを真剣に考え、予算投入をしてい
く。市が単独で行う支援で全国屈指を目指しています。問題となるのはこのグレーゾーンの人に公金を投入す
るとなると、どこまでの範囲なのかということ。まずは総社市の要支援台帳を作っていきたい。ここまでのラ
インの人に市が支援する、税を投入する中身のメニューをこれから決めていきます。地元の方の情報を基に台
帳を作り、議会と相談しながら、来年の４月１日から全国屈指の福祉先駆都市のメニューをひとつずつ実行に
移していきます。

18 子育て支援 　待機児童ゼロが３年計画ですが、今は待機児童がいるのでしょうか。
１年ぐらいではゼロにできる計画はないんですか。３年でゼロになるの
でしょうか。

教育次長

教育長

　現在の待機児童数は、市全体で７月現在で１６人です。以前から言うとかなり減ってきました。これは、幼
稚園での預かり保育や、小規模な保育事業を今年度から始めたり拡大した結果です。さらに、民間の保育所新
設も、来年の４月を目指しています。こういう取り組みで、子どもを預けて仕事に出たいけれどもできないと
いう母親の課題解消へ向け取り組んでいます。待機児童が逆に増えていくということもあります。保育所がで
きたなら子どもを預けて仕事をしたいという人の新たな需要を掘り起します。待機児童の解消が保育所や枠を
増やしても減っていかないという現象は都市部でもたくさん見かけますが、総社市においては今現在の待機児
童数は申し上げたとおりです。来年４月を目指して、保育所の枠を増やしておく取り組みもしていますので、
このままの数字で推移すれば、来年の４月時点ではほぼ待機がゼロになるのではないかと思っています。

　保育所は定員の１２０％までいいのですが、年度末にはほとんど１２０％になっています。去年から今年に
かけて、小規模な保育所を増やしました。それから、事業所内保育所と幼稚園での預かり保育。大体これで
６、７０人は枠が増えました。幼稚園の預かり保育は利用される方が限定されますが、全体の感じですと、だ
いたい４０％くらいの方が保育園を利用しており、全体では６０％～７０％の方が幼稚園か保育所に通ってお
られます。今年度から第３子が無料になるので預けたい保護者が増える可能性があります。今の状態で待機児
童を解消しても、増える可能性はゼロではないということです。預かり保育を充実し、そこをクッションにし
て使うというのを今考えています。

19 体育振興 　新総社大橋が開通しました。そうじゃ吉備路マラソンのことですが、
商工会議所から新総社大橋を通って、高梁川以西を回って総社大橋を
通ってリブのほうに行くコースをぜひとも入れていただきたい。規制が
あることは承知しています。何とかクリアしていただいて、高梁川以西
にもマラソンの選手が入ってくるということをお願いしたいと思いま
す。

市長 　そうじゃ吉備路マラソンで高梁川以西を走らせるのは夢。現在フルマラソンのコースは、国分寺五重塔を２
周回るコースになっています。コースを変えることは警察との戦いでありながら、地域の夢や希望を削ぐとい
う性格もあるので、むやみやたらに変えられないが、私はそうじゃ吉備路マラソンのフルマラソンのコースを
将来的に、周回コースではなく、国分寺五重塔を１周だけに変えて、新総社大橋を越えて高梁川以西を走って
戻っていくというコースを検討したいと思っています。

20 教育施設 水害時に八代、砂古、下原は山があるから避難できますが、上原と富
原の約３００戸、約８００人は現在、神在小学校が避難場所です。しか
し、屋上へ上がる階段は３階までしか付いていない。３階まで上がれる
階段を屋上まで延ばしていただきたいと思います。

教育次長 　地元で防災の話をしていただいて、必要ではないかというご意見だと思います。屋上は普段の授業でも使い
ませんし、屋上に上がることはないということで、外階段は３階までアクセスできるような構造になっていま
す。普通の方が屋上に上がることがないようにという構造になっています。屋上に上がる階段の方法も含め
て、どういった形が考えられるのか、予算、金額のこともありますので、少し検討させていただきたいと思い
ます。

21 介護保険 岡山・倉敷と比べて、総社は介護の認定が厳しいという話を聞いたこ
とがあります。倉敷の人は状態を見ても、何でこの人が要介護なのとい
うようなケースが多い。

市長 　判定委員が適正な判断をしていると思いますが、そういった意見がある以上は、しかと受け止めて見直さざ
るを得ないと思います。ただやみくもに認定が増えるのは問題ですが、本当は要介護３とか、一人で暮らせな
いのに判定は要支援１・２という人もいるかもしれないので、見直しに努めたいと思います。医師会ともよく
相談して改善していきたい。

22 道路 　新総社大橋を造るために拡張工事があり良かったのですが、総社大橋
の西側ののり面ブロックの目地が外れています。そこから木が伸びて
困っています。市内の２業者が工事を担当をしていたのですが、片方の
業者は目地が外れてないのですが、もう片方の業者のほうは目地が外れ
てしまっている。高さが２メートルから２メートル５０もある。木を
切っていたら落ちそうになって危ない。ぜひ現地を見ていただきたい。

建設部長 　現地を見に行かせていただきます。２業者が作業して、片方がよくて片方が悪いということになれば、考え
直す必要もありますので、よく見させていただきます。明日確認に行きます。

23 防災・水防 　３年ほど前、水害が発生してサントピアに避難しに行くのに、東側の
道路が冠水して行けない事態が起きました。用水にポンプを付けていた
だくか用水路を拡幅して高梁川にスムーズに水が流れるようにして、避
難所に地域住民がスムーズに避難できるように考えていただきたいと思
います。

市長 　３年前に私が避難勧告を指示しました。揚水機にするか門扉型にするかこれからよく相談していきたいと思
います。相応の負担も覚悟し、神在地区の方にも相談をしながら、お互いが成り立つ話にしていきたいと思い
ます。
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24 都市景観 　秦地区も総社地区も県北・県南どこへ行ってもたくさんの空き家があ
ります。朽ちて屋根や壁が落ち、道路に崩れてきそうな空き家が放置さ
れています。空き家対策をしていただかないと、通学・通勤路のすぐ脇
の家が崩れてきて通学中の子どもが巻き添えをくうとか、自動車が乗り
上げて事故が起きるというようなことがおきてからでは遅い。しっかり
とこれからの政策に取り入れていただきたい。

市長 　空き家には３パターンあります。外部から来て住んでもらうことができる優良空き家、親が亡くなって兄弟
仲が悪くて手がつけられない空き家、倒壊寸前の危険空き家の３つ。著しく隣家や通行人を傷つける危険度が
高いものは法令を適用して撤去していこうと思います。外部から住んでもらえそうなものは空き家バンクをつ
くりたい。市内には空き家が９１４軒ある。特に多いところは、旧商店街。中心部から崩れていきつつありま
す。ぜひ地元の方にもご協力いただければと思います。

25 道路 　新総社大橋を渡って真備町川辺にいく堤防の上、その下原地域の堤防
の幅が狭くて緩やかなカーブです。すれ違いのときにびっくりしてハン
ドルを左に切れば新本川に落ちる、右側へ切ると人家へ車が落ちるとい
う状態。そういうケースが度々あり、３人が命を落としています。昨
年、土木委員を中心に市、県のほうに改修工事をお願いをしているので
すが、その後、県の判断がどのようになっているのかが知りたいです。

建設部長 　昨年も要望書をいただいたときに、現地の確認にいきました。明らかに狭い状態ですが、新本川のほうに広
げるのは河川を侵すということになり無理だという判断です。ただし、県も拡幅の必要性は認識しており、下
原側の土地を提供していただけるのであればという思いがあるらしく、今概算の調査をかけているところで
す。また地元の方にお話に伺うという状況ということを伺っています。

26 道路 　県道秦真備線の１６－３１０７号という地区の降りがけの舗装の件で
すが、平成２６年から地区の土木委員にお願いをして１回補修をしても
らったのですが、 近下りがけの路肩１メートルくらいがずれてきてお
り、市の地域応援課に写真を付けて持って行ったら、土木委員に言って
くださいという話でした。写真とお願い文を付けて土木委員へ申し出て
います。大きい工事は時間がかかるのでしょうが、小さい補修について
はどういう手続きをすれば、あまり大きくならないうちに補修してもら
えるのかという質問です。

建設部長 　各地区に土木担当員がいますので、土木担当員に申請をして土木担当員から申請書があがってくれば、地域
応援課の範囲であれば地域応援課、土木課であれば土木課の職員が現地に必ず確認には行かせていただいてい
ます。再度土木担当員にも確認をしながら現地も見させていただきたいと思います。

27 防災・水防 　総社市の自主防災組織の組織率は全国的に下位にあると聞いていま
す。一方、６０数名が総社市で防災士に認定されていると聞いていま
す。それだけの人が防災士としている。市が補助して講習を受けた人も
１７・１８人。その他の６０数人は、企業で受けた人や個人で負担して
受けた人もいます。個人情報の関係で横の連絡が全くとれない。ただ、
市が補助している人は把握しているわけですけれども、数が少ないから
横の連絡はなかなか難しいと聞きました。私は逆だと思います。市の補
助をもらっていない人で自主的にそういう活動をやっている人を先に市
が取り込んで、横の連絡網を付けて地区の防災をバックアップする。こ
れが主旨だろうと思いますが、横の連絡を何らかの形で取っていただい
て、そのなかで役をやってやろうという人を見つけてもらいたい。

総務部長 　市が補助を出している人については、市が把握しています。それ以外に受けた人については、認定機関で以
前トラブルがあったようで市へも教えていただけません。そのなかで、自主防災組織や企業でつながりのある
方については市から連絡をさせていただき、会議の中で防災士をもっているということを公表してよろしいか
という同意を取っていき、輪を広げていくというかたちでやらせていただいています。できるだけ本人の同意
を取り、せっかく防災士をとられているので、その資格を生かしていただき、各地区連携をとりながら積極的
に防災活動に資格を生かしていただければと思っています。

28 職員 　官製談合事件後、今後このようなことが無いようにということでコン
プライアンス推進監が配置されました。一時的にはいいけれども、今後
続けるのはどうなのかという感じがします。今おられる方も警察のＯＢ
ということで権限もないし、報酬は月３０万と聞いています。嘱託職員
を２人くらい充てられるので、忙しい部署へ２人充ててはどうかと思い
ます。

総務部長 　コンプライアンス推進監は、庁内の見回りや庁内で大きい声を出したり、お酒に酔って職員に絡んだりした
ときに、今まで培ったノウハウで対応していただいています。自浄能力で推進監を頼ることなく職員の努力で
やっていけるのが本来の姿だとおもっています。１年でも早くそうなれるよう、切磋琢磨し、能力をつけるよ
うにがんばってまいります。もう少し見守っていただきたいと思います。

29 体育振興 　宿のあたりが、そうじゃ吉備路マラソンの時に通行止めになったり一
方通行になったりするのが困っている。市長も走るのは良いが、１８０
号とか４２９号線の交通の関係も、どのようになっているのかを知って
いただきたい。去年応援を３人出してくださいと言われて、応援で３人
出したら、途中からなぜか警備員になっていて、そうじゃ吉備路マラソ
ン推進室へ電話したら、応援も警備もそう変わらないだろうと言われ
た。今後は間違いがあったらすぐに山手の出張所へ行き、間違うなよと
言おうと思ってます。

市民生活部
長

　本当に通行止めと間違いがあったことについては、大変ご迷惑をおかけしまして、申し訳ございません。そ
うじゃ吉備路マラソンについてですが、本当に総社市が大好きで来てくださる人がどんどん増えて、２万５９
人の応募がありました。総社市の歴史回廊マラソンを本当に楽しみに来てくださっています。山手の皆さまに
通行止めに関してご迷惑をかけているのは重々わかっておりますが、２月 終の日曜日については、ぜひ山手
中心にそうじゃ吉備路マラソンを継続していきたいので、よろしくお願いします。

30 観光 　今、福山は毎日非常に多くの人が健康づくりのために登っています。
近の気温が非常に高く、猛暑なので、できれば福山の妙見展望台にあ

る東屋のような施設をもう一か所、頂上へ作ってほしいと思います。少
しでも登った人が休めるところを作ってほしい。

産業部長 　福山の頂上へ東屋をもう一基できないかということですが、多くの人に福山を利用していただいているのは
把握しています。そういったなかで、階段など危なくないようにはしていますが、頂上の東屋については、検
討させてください。

31 道路 　やよい広場の南の道から市スポーツセンターグラウンドに通じる道で
すが、ちょうど総社のグラウンドの道が東へ行って行き止まりになって
います。その道を拡幅改良してほしい。今年７月土木委員に提案してい
ます。それとその道に、下水道の設置も含めて経費を節約するかたちで
拡幅すれば、市役所、警察、それから住民にとっても交通が非常に便利
に、円滑になるのではないかと思います。

建設部長 　道路拡幅ということになりますと、用地の関係などもあります。今日土木課の担当が来てますので、後から
詳細に内容をお聞かせください。
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32 教育施設 　宿のスポーツ公園の西側に新しく道路ができました。正式にスポーツ
公園へ入るには正門があり、鍵の施錠をするようになっていますが、倉
敷方面から来る人は近道なので、そこの道路を通ってテニス場のほうへ
行くようです。あそこの畑は約１０人か１２、３人の利用者がいて、軽
トラックを道路へ停めます。停める者がもちろん悪いのはわかっている
が、道を通る人がクラクションを激しく鳴らしたり、睨み付けるような
かたちをとるので、畑の利用者がかなり威圧感を受けています。このこ
とについて、公園の管理には、５月の連休に進入口について看板かなに
かを出して、正門の方を回ってもらうようにお願いできないかという話
をしたが、未だにそのようなことにもなっていない。市はどのように考
えているのか。できるだけ早くしてほしい。

教育次長 　山手のスポーツ公園の関係で非常にご迷惑をおかけしているということで、申し訳ございません。出入りの
車への注意喚起や、看板の設置など、十分把握できていませんでしたので、管理を委託している事業者と、も
う一度話を確認し、早急に対応できることがあったら対処しますので、ご理解いただきたいと思います。早い
対応をします。

33 河川・橋 　前川の河川の改修の現状はどうなっていますか。高梁川十二ケ郷用水
も、前川河川へ関連しています。山手地区は、南側へ山があり、地形的
にも山手地区のほとんどの地域から前川の用水へ生活排水やいろいろな
水が集まってきます。 近の気象条件もあわせて今年も、ご存知のよう
に前川周辺の一部地域で、３回か４回浸水しました。ちょうど時期的に
６月、せっかく植えられるようにして田植えをして、２、３日投げ打つ
ような浸水で、排水が未だにいいようになっていない。一日でも早く前
へ進めていただくようにお願いします。

建設部長 　前川ですが、県の工事で順次昭和６２年から、約５キロに渡って行っています。残りは国道４２９号線の付
近までです。県に確認したところでは、今年は江崎橋より上流側、川の中を約４００メートルの計画と伺って
います。今年になって３回か４回浸かっているので、県へ早急にお願いしますというのは、毎年重ねて言って
いるところです。昭和６２年の段階では、国道４２９号までの改修ということだったのですが、昨年県のほう
へお願いをして、作山橋南付近まで延伸をしていただくように要望している。時間はかかっていますが、ご理
解ください。

34 高齢者・障がい者福
祉

　今６０半ばの私と、７０前半の主人と２人で生活していますが、ゆく
ゆく動きにくくなったりしたりしたときに、家での介護補助の手すりな
どを、どの程度まで補助していただけるのか、簡単でいいので教えてく
ださい。

保健福祉部
長

市長

　介護保険を使うと２０万円まで使えます。改修のかかった費用の１割、上限が２０万という制度がありまし
て、さらに所得に応じてさらに追加もできるのですが、３６万まで上げることができるのですが、それは所得
に応じてというかたちになります。いろいろなパターンがあるので、こういう時にはという話があれば、山手
福祉センターで細かくご説明できます。手すりですと、介護保険に関係なく、今高齢の方とそれから障がいが
ある方で、介護保険制度外の制度も今作っていますので、そちらのほうをご利用いただけます。

　全国屈指の福祉先駆都市をつくろうとしています。今まである補助のメニューは非常にお金がかかるので、
ほとんどが国の政策。今は困っていないけど、これから困るはずだとか、介護の段階にはないけれど、困って
いる人がいるはずです。そのすきまの部分を市の予算で対応していこうと思います。総社市だからありがた
い、総社市だからあのルールがあるというものをつくっていきたい。そのために、支援の対象の人の総社市台
帳をつくっていかなければならない。国の政策にあてはまらないけど、本当に困っている人、これから困る人
に対して助成できる新しい制度をつくっていきたいと思います。

35 その他生活環境 　犬の糞をよく見かけます。看板を付けていただいていますが、内容を
考えてもらいたい。時間的に暗くなって散歩させていると、糞をしても
処理をどこまでしているのかと。新聞に倉敷市のイエローカード作戦の
記事が載ってました。糞をしてるのに手ぶらの人もいる。備中国分寺へ
も看板をしたほうがいいかなと思います。あちらが少ないような感じで
す。犬を飼っている人には失礼ですが、モラルの悪い人もいます。

環境水道部
長

　犬の糞の問題は、ごく一部の人が始末しないということで、たびたび苦情をいただいています。倉敷も総社
も事情は同じです。倉敷市がイエローカード作戦をやるということで新聞に載っていました。これは、犬の糞
を始末せずにそのまま残っていると、そこへ「誰の糞ですか、困ります」というイエローカードを立てておき
ます。放置した人は片付けはしませんが、多くなると、その付近には散歩させないであろうということを目指
したものです。総社市では、平成２４年から、既にその制度は取り入れており、先にやっています。総社市は
レッドカード作戦と言っています。退場です。やっているのですが、このあたりではあまり見かけません。総
社の街中では、レッドカード作戦展開中ということで看板もありますし、放置した糞のところへ張り紙をして
おくというやり方もしています。山手でも検討いただければと思いますが、備中国分寺周りは風致地区という
関係もありますので一考を要するかとは思いますが、このような対処方法を検討いただければと思います。

36 まちづくり支援 　山手地区でも自由枠交付金制度が始まりました。十日町交流も自由枠
交付金の中に含まれたので、財政面でとても厳しく、皆さんにお願いに
回らなければならなくなるということがあるので、これだけがんばって
いる山手ですので何とか特別に支援していただけないかなと。今年は十
日町交流が２０周年ですので力を入れてましたが、これからのことがあ
ります。だんだん先細りするような思いがしています。補填いただけれ
ばと思います。

市長 　これは全市的に言える問題ですが、自由枠交付金が次の段階を迎えています。やりたいと思えばどの地域も
やりたいことができるという仕組みに変わり、各地域が自由度を増していろいろな工夫ができてきました。そ
れがさらに醸成されて、新しい考え方やアイデア、結束力が生まれたときに、それだけでは足りなくなるとい
う問題が新たに生じています。しかし、皆が平等に使える金額にしているため、一部の地区だけ増やしていく
訳にはいかない。今後の考え方として、議会と協議して市民提案型事業の枠を拡大し、新しいアイデアや良い
アイデアがあれば、それに予算をつけていきたいと考えています。

37 施設・財産管理 　雪舟生誕地公園が、産業廃棄物の仮置き場になったり、駐車場になっ
ています。公園にするという話が前々からあったのですが、全然進行し
ていません。赤浜の町内の人があそこへ車を置かせてくださいと言った
ら市から１万５千円だという話が出たり。どのようにされるのか、お聞
きしたい。

市長

総務部長

　財政事情を考えながら、雪舟生誕地公園を中心とした、この土地の使い道について考えていきます。いつま
でも今の状態のままにしておくつもりはありません。グランドデザインの改革と言いましたが、日本郵便が来
てさまざまな沿線開発がされた後、土地のあり方もまた役割を変えていくかもしれません。将来的によく考え
て進めてまいります。

　雪舟生誕地公園について、今のところ予定地については地元の人が使う場合でも、その時には一応有料とい
うことで金額を取らせていただいて、そういった財源を維持管理に充てさせていただいておりますので、こち
らはご理解いただきたいと思います。
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38 消防 　赤浜の消防機庫の上についてるサイレンが、２、３年前に雷で壊れま
した。再三、市の方へサイレンを変えてくれないかとお願いをしていま
すが、全然前向きな返事がない。昔からサイレンはあって鳴っていた
が、市のものではない、どこのものかわからないものにはお金は出ない
という話です。消防の人は何かあったときにはメールや携帯電話で連絡
をとるので要らないのではという話も聞きます。防災のためにあるサイ
レンなので、消防の団員だけがどこかで火事があったら行けばいいとい
うような話ではないと思う。何かあったときにはサイレンを鳴らすとい
うことを自主防災の中にも取り入れている。前向きに検討してほしい。

消防長 　お話は聞いています。昔はサイレンで招集などを知らせていましたが、今は消防団員の方には出動指令と同
時に団員の方にメールが入るようになっています。あのサイレンは、昔地区の方がつけられて、電気代は市が
今払っている状況です。今後そのサイレンが自主防で必ず、地区で必要となれば、予算もありますので前向き
に今後考えていきたいと思います。

39 農林業 　この３月に、福山から総社へ越してきたが、今家を建てるのに農地法
に引っかかっていて、農地転用しようと除外申請を５月に出して、来年
の１月か２月頃許可が出るかなという状態にあります。テレビのニュー
スで聞いたのですが、４反以上の場合は国で、４反以下の場合は県が審
査することになっているのを、今度市で審査できるようになると聞いて
いるんですが、総社市としてはどのように進んでいるのかということを
わかったらお知らせ願いたい。

産業部長 　４ヘクタールが従来は国でした。それが、この６月１日から、その指定市に総社市もなっています。許可を
する権限は、４ヘクタール以上の面積でも、総社市が権限は下ろせることになっています。

40 体育振興 　シルバー人材センターでそうじゃ吉備路マラソンの作業をしていま
す。マラソンの時、シルバー人材センターがあのトイレを管理したので
すが、手洗い場所がないんです。トイレを使われた後、皆さん出て来ら
れて手洗い場所がないんですかと言う。仕方がないのでポリタンクに水
汲んで水を出したのですが、当然間に合わないので、水道ホース持って
きてやっと済ませたんですが、県外の人に叱られました。吉備路マラソ
ンは全国大会になると聞いてきたのに、手洗い場所がないのかと。ス
タート前になったら皆切羽つまってトイレにいっぱい来てトイレ満タン
になるんです。出てきた人皆手を洗いますが手洗い場所がないんです。
なんとかなりませんか。

市民生活部
長

　ご指摘のトイレの手洗いですが、トイレは走る前には全ての選手が行くらしいです。いくらあってもトイレ
が足りないというのが現状です。さらに、手洗いとなると、ご指摘のように確かに数が少ないかなというとこ
ろがありますが、まずはトイレの方を優先して設置していたのが現状です。ですが、ご指摘のことについては
ぜひ考えていきたいと思います。

41 道路 　東小学校の側溝の修理を校長と一緒に、教育委員会へ頼んだところ、
市や県だったら約半年くらいはかかるだろうと思っていたが、約１か月
半くらいで主なところは修理してくれました。ほんとに市も早くやって
くれることがあるのかと感謝している。

教育長 　修理段階につきましても、できることは早急にやってまいりたいと思います。どうもありがとうございま
す。

42 教育施設 　夏の、幼稚園の一時預かりというのがある。それで、娘が仕事を時々
できて、たいへん良い一時預かりだと思っている。

市長 　ありがとうございます。これからも襟を正してがんばっていきたいと思いますので、よろしくお願いしま
す。

43 教育施設 　市のスポーツセンターのグラウンド、冬は霜で、１ゲームもする間に
もう足がベタベタで動けなくなります。先般も、高校総体でグラウンド
に自動車が入り、雨が降って、大きなタイヤ跡が出た。そんなグラウン
ド、土なんです。冬でも、風が吹くと砂埃がものすごく、反対向いてみ
んな一斉に背でそれを防ぐというような状況です。ぜひ土を改造してい
ただけたらと思います。

教育次長 　東側の自由広場ですが、土の状態が思わしくなくて埃が立ったり霜柱が立ったり非常にご迷惑をかけており
ます。今日お話をいただきましたので、どんな土を入れたら上手く改善できるか少し内部で検討しまして、取
り組みをしていきたいと思いますので、またご相談させていただきます。

44 文化財・文化振興 　この資料の中で、国分寺の四重塔が写ってますが、あれが五重塔にな
らないのかなと感じます。30年くらい前から五重塔の夕焼けとか、朝日
を撮りに行っていたのですが、そのときよりもだいぶシルエットが変
わっているのではないかなと思います。木が邪魔になることなんです
が、剪定をしていただけないのでしょうか。さまざまな制約があるかも
しれませんが、三重塔ではなく、どこから見ても五重塔に見えるように
してほしい。

産業部長 　国分寺五重塔の周辺の雑木の伐採などですが、国分寺の土地の所有が国分寺や岡山県です。土地の所有者、
そして県の指定にもなっていますので、県とも協議をさせてください。そしてまた後ほど結果報告させていた
だければと思います。

45 農林業 　グランドデザイン改革のところに、農地転用許可権限という言葉が
入っていますが、これは権限があるということで、180号バイパスと服
部駅の間の方まで農地転用をする予定があるのか。農地転用は都市計画
法と農地法などさまざまあるので、難しいとは思いますが、このグラン
ドデザインにある県立大学から西の方もやっていただければなと思いま
す。特に、道路の拡幅です。そういうことが農地転用で、田んぼ全部何
かに変えるということではなく、田んぼに沿った道路を、例えば６メー
トルぐらいにするとか、そういうことから始めていけば、もっと発展す
ると思いますので、そのあたりも展望をお願いします。

市長 　大きな考え方とすれば、服部駅前から県立大前の約５０ヘクタールについて、まず農地転用したいと考えて
います。総社市が農地転用許可の指定市になり、４ヘクタール以上の農地についても権限をもって行うことが
できるが、さまざまな問題がある。この地域の農地は岡山南部地区国営かんがい排水事業の受益地でもあり、
そこを農地転用すると特別徴収金が生じてきます。しかし、ここを新しい新興エリアに変えた場合は、それ以
上の固定資産税が入ってくる。そういう将来像を見ると、農地転用をした方がよいのではないかと言えると思
います。ただ問題は、固定資産税が高くなるという恐れがあります。市としては、固定資産税が上がることに
見合うだけの新型都市をつくっていく。そして、国土交通省に市街化調整区域を市街化区域へという方向で
やっていきたいと思います。

7 ページ



◆　平成２８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

46 農林業 　国道県道沿いの全て、特に支障がないところを転用してほしい。岡
山・総社インターという財産があるのですから、あれを使えば企業がい
くらでも来る。特に公共事業をやっている会社にとってはまたとない場
所。今の状態では若い人たちがいくら自分で意欲をもって会社をしよう
と思ったってする場所がない。希望を出すとみんな農地、調整区域で
す。その時点で芽を摘まれる。まず道路のへりにたくさん会社が来れる
ように。インターも近くにあるし、総社もあるし、倉敷もあるしという
場所はどこもないです。とにかく転用を進めていただきたい。そして特
に小さい会社を呼んでほしい。大きい会社は都合が悪くなったら帰る。
そして新しい人が、さあやろうと思ったときに、積極的に賛成してあげ
てください。むしろ補助金をあげてください。駅前開発プラス、今の関
係を進めていただくと人が増えてきますし金も入ってくる。自然にその
流れが出ると思います。

市長 　都市計画マスタープランを昨年度末に改定しました。地域とよく相談しながら、開発について進めていきた
い。調整区域という枠、農地転用という非常に難しいルールの中で、自由に家を建てたり、小さい会社が来た
りがなかなかできないことになっている。それをできるなら打破していきたいと思います。　ＬＲＴ化につい
ては、ＬＲＴ化を先にというよりは、今の吉備線沿線をどう開発していくかを先にするべきだと思っていま
す。

47 施設・財産管理 　砂川公園のバーベキュースペースを借りにいったら、一区画に１０人
しか入ってはいけないと言われます。例えば２００人で催しをするとな
ると、２０スペース借りないといけない。福祉にそういうところを使お
うと思っても、２０スペースだったら離れすぎててなかなかできない。
余分なところをたくさん借りなくてはならないという問題がでる。一箇
所に集めて７ブースくらいで、７０人くらいしか入れないところで、２
００人とか２５０人とかが集まることになる。昔は内々でなんとかなっ
ていた。

建設部長 　砂川公園の管理で、１０人ということが決まりでありますので、それを崩すというのはなかなか難しいとこ
ろもありますが、詳細なところは、今担当課の職員も来ているので、後でお話を聞かせていただければと思い
ます。ただ、一応１区画１０人というのはありますので、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

48 職員 　市役所職員が、人事異動で人が変わってくると、現場などで名前も聞
くが、その後要望書等持ってお邪魔した際、顔はわかるけど名前を忘れ
るというようなことがあります。市役所の各課に、席次表があったら名
前を忘れても、顔は覚えていますので、名前を呼んでお話もできるので
はないかと思います。席次表を各課で見える場所に設置してほしい。

総務部長 　課長級、部長級等は席に名前が貼ってあったりします。しかし、課全体の配置全体の席次表というのは今各
課には貼ってない状況です。県庁などは入り口に席次を貼っていますので、どこが見やすいかということも検
討させていただきながら、その席次表については早い時期に各課に設置するように指示をして、ご迷惑をおか
けしないように対処したいと思います。

49 子育て支援 　チュッピーのゆるキャラグランプリはインターネットを使える人だけ
に限定されるのか。

政策監 　チュッピーの投票はインターネットだけです。

50 その他 　吉備線は今もう桃太郎線になって吉備線はないですよね。 市長 　吉備線とあえて言ったのですが、桃太郎線です。吉備線と言ったほうがこの地域の方にはわかりやすいだろ
うと思って言っています。

51 施設・財産管理 　市庁舎の建て替えの話で、先日市庁舎の化粧直しがされたが、耐震化
の工事はされてなかったと思います。東北や熊本で大きな地震が発生
し、庁舎関係が倒壊に近いことになった。もしも市庁舎がこういう被害
に遭ったときに、市町村の行政が、たちどころに対応できる機能がある
のでしょうか。耐震化ができるのであれば早急に耐震化し、できないの
であれば早急に建て替えるということを考えたほうがいいのではないか
と思う。
　大きな地震が総社市に来たときに、今の行政の機能はどこか別の場所
で確保できますか、できませんか。

市長 　新庁舎について、９年後をめどに進めていきたい。耐震診断をした結果、金額的に比較し、耐震補強をする
よりは新たに建て替えたほうがよいと判断した。
　大きなテーマがあるが、一つは無線連絡組織。防災無線やラジオなどの緊急速報のあり方について。それか
ら、戸籍とか、市役所として一番大事なデータベースの保持・管理。これは、セーフティーネットを張ってあ
るので、よほど大きい地震がこない限り大丈夫です。市役所が機能を失ったとしても、いずれかの場所で総社
市を守りぬく自信をもっています。ご安心ください。

52 その他 　 近非常に美袋駅前、建物をはじめ良くなりまして便利になりまし
た。本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
私が住んでいるところは限界集落です。限界集落に小さい光を灯すとし
たら、まだ足腰のしっかりしたうちに山菜を植えておくことを勧めま
す。私は山菜を植えていたおかげで遠方の友達と今だに付き合いをして
います。稲作をやめた人は労力がないからやめます。しかし山菜は、稲
作と比較して何１０分の１以下。イノシシの被害もありません。私はも
うすぐ８４歳ですが、健康なら８０歳を過ぎても山菜の収穫はできま
す。周辺部に山菜を植えることを奨励します。

市長 　ぜひ地域の特異性を生かして、ここでしかできないものを作っていただき、それをバックアップできるよう
に工夫していきたいと思います。政治・行政は税投入の逆進性に挑戦しなければならないと思っています。６
万８０００人の市の人口に対して昭和地区は約３５００人。しかし、払っている税率は同じです。格差が生ま
れるのは良くないので、中心部の方よりも周辺部の方に手厚い行政がなされるべきだと思っている。ただ、経
済波及効果が奏功しないこともあります。人口が少ない周辺のエリアの方にとっての切り札的なものを、中心
部の方は無用の長物だと言います。しかし、その声を恐れていたらこの地域は成り立たなくなります。周辺部
に手厚くしていくということを是としてやっていきたいと思います。
　水内橋の架け替えについて、引き続き話をすすめていきます。インフラ整備はお金がかかる。税投入の逆進
性と言いながら非常に難しいところがあります。できるところからやりましょうというのが基本的な考え方。
中尾に山菜があり、そこにしかないものが全国に発信されていき、商いが成立していく。そこで高齢者がやり
がいをもったり、利益が生まれたりすることを夢見ながらやっていきたいと考えています。

53 選挙・監査 　私は期日前投票に行くのが嫌です。立会人が広い総合福祉センターの
会場で壇上にいます。そして、上から目線で見ています。選挙管理委員
会に２・３年前に電話をして「何で同じフロアで投票者と立会人が同じ
フロアにならないのか」と尋ねると、大変貴重な意見をありがとうござ
いますと言われた。しかし、先月行ってみたら、相変わらず壇上にいま
す。他の投票所は、全部立会人も投票者も同じフロアです。あれだけ広
いのになぜ同じフロアにしないのかと。相手のことを考えて、投票がし
やすいように努めていただきたいと思います。

総務部長 　慣れているせいか、違和感無く期日前投票をしていました。私からも選挙管理委員長にその旨を伝えさせて
いただき、改善できるところは改善していただくように強く要望していきたいと思います。
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54 教育施設 　小学校の野球チームは一生懸命練習をしているのに、昭和中学校のグ
ラウンドは狭く、野球に限らず運動が思うようにできない。昭和中学校
の北側に田んぼがあるので、グラウンドを整備してサッカーや野球がで
きるように計画していただきたいと思います。

教育長 　広げたいと思いますが、生徒数が７０人です。野球部とサッカー部はとてもできる状態ではない。英語特区
で１２０名くらいにしないと、なかなかできないです。それと、総社北公園が昼間空いているので、バスで生
徒を送り活用してもらいたい。

55 道路 　６月末に大雨が降り、私が土木委員をしている担当区の市道だけで７
か所から８か所に被害が出て、地域応援課と土木課によくしていただい
ていますが、私の地区では１か所、宇山地区も１か所通行止め。少数で
はあるかもしれませんが生活道路として使われている方もいます。市は
どのように対応していただけるのか。

建設部長 　今回の災害は、補正予算というかたちでお金はつけています。そのなかでも補助事業になるところがありま
す。補助対象か所が３か所。昭和の場合１か所ですが、その場合は国の査定がありますので、そこについては
工事が遅れます。お金がついた段階で早く工事を進めようと思っていますので、お金は確保しています。た
だ、件数が総社全体で大小含めて１１０件。全面通行止めになっているところは当然優先順位を高くしないと
いけないのでそういう形で進めようと思います。

56 広報・広聴 ７月２４日、議員と市民の意見交換会があり、そこで市へ要望を出し
てもなかなか明快な答えが返ってこない、何年越しかに言ってもなかな
か対応してくれない、という意見が何件かありました。市へ要望を出す
のはフォーマットがあるのではと思い、市役所１階へ行って確認したと
ころ、「私の提案」というフォーマットがありました。しかし、それは
市の受付印もなく、回答を書く欄もありませんでした。受付印があり、
担当部課の回答が一目で分かるようなフォーマットを作成していただけ
れば、そのようなことがなくなるとおもいます。

市長 　市に頼んでも返事がない、長い間できないということだらけかもしれません。それは改めていかなければな
らないこと。３年前に自由枠交付金をつくりました。ひもがついている予算をなくし、一つにまとめて各地区
でどうぞ使ってくださいという方法にしました。基本的に市民が「私はこれをやりたい」ということに対し
て、良いアイデアであれば、市役所はダメという権利はないと思っています。なぜなら皆さんから税金をいた
だいているから。それから、市民提案型事業の金額を倍増していきたい思います。今年度４事業が採択されて
いますが、アイデアがあるものを採択していくシステムに変えていこうと思います。市民の提案が直接届く市
役所を目指してやりたいので、フォーマットを作ってやっていきたいと思います。

57 まちづくり支援 　自由枠交付金はどのようなシステムになっているのかををお聞きした
い。一般市民には分からないうちに決まってしまった。この制度はやめ
てほしい。

市長

市民生活部
長

　地域が地域でお金の使い道を考え、独自性を出して協力し合いやっていく時代です。いろいろな地域が独自
性を出しながらやっています。昭和小学校区も工夫をしながらやってもらっています。昭和地区の決められた
お金の使い道を、昭和地区の考えで決めて、みんなが協力し合える地域をつくっていこうという考え方が基本
にあります。

　自由枠交付金について、昭和小学校区においては、昭和小学校区地域づくり協議会で事業をしていただいて
います。事業は大きく４つに分けています。１つは福祉部会として、高齢者の敬老会をしていただいていま
す。環境部会は、地域の道掃除に使っていただいています。昭和小学校区においては土木担当委員のご理解
で、もともと配分していたお金の１割を減らし、その１割はほかの２事業、例えば交通防犯部会での防犯灯の
設置、郷土創生部会の高滝山れんげまつり事業をはじめとしたさまざまなまつりで地域の活性化をしていま
す。自由枠交付金は、昭和小学校区・維新小学校区で必要なように使っていただきたい。ただ、皆さんが思う
必要なものは違うと思いますので、そこは協議会で役員にがんばっていただいていますのでご理解をいただき
たいと思っています。

58 道路 　近所に救急車や消防車が入れないようなところがあります。どうにか
考えていただかないと、災害があったときにはその地区は困ります。

建設部長 　市全域で考えたときに、そのような箇所は結構多いです。土木担当員が市全域で１３７人います。土木担当
員から要望をいただき、職員が全箇所確認に行きます。そのなかで優先順位をつけながら進めているところで
す。確かに、道が狭く、救急車や消防車が入れないというところは数多くありますので、順次職員が見て回
り、優先順位を付けさせていただいています。

59 道路 　私は仕事で１日に２往復から３往復くらいします。日羽を回ってここ
にくると１４キロかかります。災害で通行止めになっている市道を１日
も早く直してほしいと思います。よろしくお願いします。

建設部長 　宇山の道に関しては優先順位的に早く直さないといけません。ご不便をお掛けしていると思いますので、補
正予算でお金がつき次第、設計をする形になります。ただ崩れ方が大きいので、時間はかかるかと思います。

60 計画・企画 岡山県立大学の周りは、今お店が多くない。学生も、もしお店があっ
たら行くのにと言っています。条例でできていないのか、今後できるの
でしょうか。

市長 　基本的には田んぼに家や工場、商店舗は建てられない。そこを打ち破るために、農地法の改革で総社市が手
をあげ、農地転用の権限をもった。これから国土交通省に掛け合い、市街化調整区域を市街化区域にする、こ
の地面の活用形態を変えるところから進めて行かなければならない。基本的には県大前に新しい学園都市をつ
くり、さまざまなものを複合的に兼ね備えた新たな東の玄関口をこれからつくっていきたいと考えています。

61 高齢者・障がい者福
祉

４月に障害者差別解消法が施行されてすぐに、神奈川県相模原市の障
がい者支援施設で殺害事件がありました。これについて、市として、ど
のように取り組んで行くのか。障害者差別解消法について、どのように
取り組まれているかということをお聞かせいただきたい。

市長

保健福祉部
長

　措置入院の制度、措置入院が解除されたときの県（保健所）と市役所、地域との情報共有制度を明確にする
ために緊急会議を開きました。障がい者の雇用が９４４人になりましたが、この事件があって９４４人を１０
００人に伸ばしていけるのか不安に思っていました。なぜなら、精神障がい者に対する考え方がひるむと思っ
たからです。精神障がい者に対する偏見をもつことはやめていただきたい。措置入院は保健所が決め、一定の
入院期間を経て、安全性が担保されたとして解除する。精神障がい者を地域で守り育てて共存していこうとい
うなか、守秘義務で情報が開示されないことが多い。これから警察・保健所・病院・市役所が情報を共有しな
がら地域に戻していきます。精神障がいのある方を差別しないように、地域で共存していこうということを申
し合わせました。それが目指す福祉先駆都市のかたちだと考えています。

　障害者差別解消法ですが、地域推進委員会を立ち上げてがんばっていこうとしています。職員の研修はしま
したが、これから地域でも研修を開いていきたいと思っています。まずは、障がいの理解から入らなければい
けないなということを痛切に感じています。時間はかかりますが、自立支援協議会も組織していますので、そ
ういうところとも話し合いながら広げていきたいと考えております。
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62 高齢者・障がい者福
祉

障がい者の駐車場について、総社市役所にも四つ葉マークや車椅子マー
クがついていない車がよく駐車しています。パーキングパーミット制度
を市としてどのように取り組んでいますか。県では、ほっとパーキング
おかやまという制度に変えています。その取り組みと、協力施設として
の登録をしているのか。また、総社市内で利用証の交付をしているの
か。しているのならしている方の人数が分かれば教えていただきたいと
おもいます。

保健福祉部
長

　ほっとパーキングおかやまのことですが、今は看板を立てているだけで、言ってこられたら出している状況
です。できたばかりのころには、ＰＲをしていたのですが、 近はＰＲが落ちています。ＰＲをしていかなけ
ればならないし、スペースはきちんと確保できるように配慮していかなければと感じたところです。数字的な
ものは持ち合わせていないのでまた報告させていただきます。

63 教育施設 　高梁川河川敷を整備してサッカー場などにしていますが、十二ヶ郷に
一番近いところに雑木林があります。そこを整備して、グラウンドゴル
フができる設備にしていただけませんか。

教育次長 　総社大橋から上流のグラウンドで整備できているのは、約６ヘクタール程度です。総社大橋よりの部分につ
いては５月に国土交通省の水防訓練があり、国が整備をして綺麗になっています。もったいないので、国と相
談してその状態で借受をさせていただき、そこに芝生を貼るなりして、整備を広げようとしています。全体的
なレイアウトを見直したり、芝を貼ったりなどありますので、来年くらいにかけて、高梁川河川敷グラウンド
については、整備の幅を広げていく予定です。

64 職員 　私の地区の市職員は、地域行事への出席率が非常に悪い。市職員も率
先して、行事に参加してもらいたいです。参加するように指導していた
だきたいと思います。

政策監 　市職員の出席率が低いということで、ご迷惑をお掛けしています。市職員は皆さまにボランティアを要請し
ている立場ですので、今後、徹底していきたいと思います。

65 道路 　総社バイパスの工事がずっと止まっています。特に国府の三叉路のと
ころからは機械が全然入っていない。どうなっていますか。また、その
先のバイパスは、湛井（井尻野）まで出るという話ですが、これはなく
なったのでしょうか。

建設部長 　国のほうで工事を進めているところで、市としてもできる限り早い開通をということでお願いしている状況
です。当面、小寺の消防署の前と国道４２９号の三叉路のところを、まずはお願いしています。井尻野までと
いうのは、なくなってはいません。まずはそちらの工事をという状態です。国道４２９号側が進んでいないの
は、用地買収が若干残っており、できたところから進めている状態だからです。文化財の発掘調査も進めなが
ら工事を進めていきます。地元も関心があるので、できるだけ早い供用開始に向けてお願いしているところで
す。

66 教育施設 　図書館の休みが多い。交代で休んでもう少し図書館を開くようにはで
きませんか。

教育次長 　本の入れ替えや整備のためにどうしても休みをいただかないといけない日があるとは思いますが、図書館の
ような社会教育施設は来て使っていただいて意味があるので、配置体制もありますが、現場と相談させていた
だきたいとおもいます。

67 下水道 新総社大橋を基軸に新しいまちづくりというのが市長の話でしたが、橋
には下水道設備が設置されていないように見えます。市は水洗化向上の目
標として対前年比１％という目標を掲げ、浄化槽設置に補助金を出す制度
をしていますが、これ以外の方法はないのでしょうか。大規模な下水道工
事の計画もされていないようにも思います。たくさんのお金が掛かるわけ
ですけれども、１０年先にこれが着手できるようにだとか、長期の問題で
あれば長期の計画を立てたら市民として安心できます。

このような問題の計画を先延ばしにしていながら、美術・博物館の問題
が出ています。美術・博物館を設置する計画を出されていますけれども、
どちらが優先なんでしょうか。

市長 　公共下水道はやっていきたいと考えていますので、新総社大橋に下水道管を架設できる設計にしています。
高梁川以西は合併浄化槽エリア、集落排水エリアとしています。何年後ということははばかりますが、将来的
には、快適な居住環境ができるようにやっていこうと考えています。県立博物館は県が持ってくるか持ってこ
ないかの話をしているわけで、総社の美術館を建てようとしています。ただ、美術館をやめて高梁川以西の下
水につぎ込めというのは話が違ってくるので、高梁川以西の下水道については、それとして計画を立てて考え
て行くべきだと考えています。

68 農林業 　市の農家の方の大半が、少子高齢化による後継者不足に悩んでいま
す。この問題についてどのように考えられているのか。
　農業は、米づくりとか畑作だけが目的ではないんです。自然環境や水
を守ることが大事なのです。代行業者では、自然環境、水は守れない。
だからこそ、地域の共同体を構成しなければできないんです。そういう
意味で、農業委員会を、広く、有識者と、農業専門家、消費者まで含め
た農業委員会を設置して、抜本的な取り組みをしていくべきだと考えま
す。

市長

産業部長

　農業全体が元気がないというわけではありません。白桃やぶどうなど、付加価値の高い野菜や果物について
は、善戦していると思っている。水稲作をどう続けられるかということが、市のテーマ。水稲農家は１４００
世帯を超えているが、半分近くが自分で耕さず代行農家にやってもらっている。代行される方が、１人で１０
町耕す。その代行農家の方の年齢が相当高い。地食べ公社がありますが、代行耕作者がいなくなった場合、荒
れ果てた水田が広がることを懸念していて、そこをどうするかということがテーマとなっている。１俵１万３
０００円で買っているふるさと納税も、なぜ力点を置いているかというと、米農家を守りたいから。今の地食
べ公社の戦力では、代行業務ができません。ふるさと納税で利益を上げ、耕作不能になったところの代行業務
をできるような実力がつけばと思い取り組んでいます。

　地域で、担い手ができるのが一番いいと思います。我々も中間管理機構などありますので、そういったとこ
ろへ、なるべく地域の方に来訪していただけるように努めていきたいと思います。
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整理
番号 分　　野 発　言　趣　旨 答弁者 答　弁　概　要

69 観光 　そうじゃ吉備路マラソンや雪舟フェスタの総おどりが、市が潤える活
性化対策にならないでしょうか。２万の参加者が、総社市にお金を落と
せるような対策にならないか。総社の商店街は空き家が多い。元々、総
社市は観光も多かったが少なくなって、総社駅周辺もあの状態。商店街
も元々は総社宮の宿場町として栄えた街です。それが今の現状です。そ
うじゃ吉備路マラソンの２万人の参加者がいる。ほとんどが岡山市と倉
敷市に宿泊されています。
　そして総おどり。河川敷で総おどりというのは大変違和感がありま
す。総社のメイン通りと総社の商店街に取り戻しましょう。それを活性
化対策の一つとして、総おどりを大きく発展させ、うらじゃやよさこ
い、阿波踊りという団体を呼んで、総おどりを企画したらどうでしょう
か。

産業部長 マラソンとか、雪舟フェスタ総おどり。これを河川敷でして、活性化につながっていないという考えだと思
います。雪舟フェスタ、総おどりについては、昔は市役所の近くでやっていました。こういった声も実際ある
のは事実です。会議所などと検討していきたいと思います。

70 道路 　国道１８０号の農協付近の歩道の段差を平地にしてくださいというお
願いですが、６回目です。去年経費の問題があるからということで、私
が負担しましょうということでお願いしました。それ以降進展がありま
せん。今後どうするつもりですか。

建設部長 　去年もお尋ねがあったとき、その後に国土交通省の玉島維持出張所の職員が伺ってお話を聞いてると思いま
す。その後も国には絶えず点検をしていただいて、何か対処できることがあればということで言い続けていま
すので、国もそこは気をつけていただいています。思いはあるとは思いますが、国の方でもできる範囲ではと
伺っているところですので、よろしくお願いいたします。国の方にもまた今回伝えます。

71 施設・財産管理 　東南海地震は３０年間に７０％の確率で来ると言われています。総社
市役所は耐震強度がありません。災害が起きたら市役所は自動的に防災
センターの機能を果たすことになります。他に場所を考えるとか、消防
署でやるという考えもあるかもしれませんが、人口６万８千人の全ての
情報が一括管理されているのはこの市役所です。ですから他のところで
やるというのも非常に難しいと思いますし、消防署は、防火活動や救命
活動もあります。だから防災センターは市役所でなければならないと思
いますし、それだけの情報が全てそろっています。市役所が潰れては困
ります。総合計画のなかに書いてありますが、１０年の間に考えるとい
うことになっています。できるだけ早い時期にやるようにという話が議
会でもあったと思います。

市長 　総社市全体でさまざまな税金の使い道がありますが、市役所の建て替えについては賛否両論あります。まず
は子どもの安全を優先にということで、総社小学校の建て替えを行います。総社小学校の建て替えで公立学校
の耐震化が終わります。これから、一般廃棄物 終処分場の建設、学校給食調理場の建て替えなど大きなプロ
ジェクトがありますが、市役所は、９年以内には建て替えたいと思います。
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