
◆　平成２９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 市政全般 今年度 初にガラス張り公開市長室を開催していただいて感謝してい
る。小学校・幼稚園を体育・英語教育特区に指定したことにより、徐々
に成果も表れてきているように感じる。今後とも地域発展のため、協力
をお願いしたい。

市長 池田地区に限らず総社市全体が変わってきている。自由枠交付金制度を始めて、地域力が上ってきている。市
民提案型事業を活用して、池田地区が総社市初で道の駅を作ってくれた。逆にこちらからお礼を申し上げた
い。池田小学校カレーも売れるように仕組みを考えていきたい。

2 教育施設 池田分館のトイレを直してもらったが、水洗でないものもある。これを
ウォシュレットにしていただきたい。

教育長 中途半端な改修で申し訳ない。市長の許可も出たので、いずれも改修する方向で検討する。

3 教育施設 池田分館の耐震診断の結果が知りたい。 教育長 今年耐震診断を行っていて、その結果がもうすぐ出る。設備全体、公民館や学校も老朽化が始まってきている
ので、市と連携して更新計画をこの１年で作成し、やっていきたい。耐震診断結果が出たら、お知らせする。

4 観光 観光シーズン、豪渓のバス駐車場にトイレがない。豪渓をもっと宣伝し
てほしい。

産業部長 昔は駐車場のところへあったが、現在は奥のお寺の側にある。方法として、にぎわう紅葉のシーズンに合わせ
て仮設トイレを設置しているが、これを充実する形で対応したい。設置に当たっては地域と相談したい。観光
面からもしっかり宣伝したい。

5 まちづくり支援 道の駅を開店して２カ月、売り上げもそこそこあり、順調。売り上げの
１０％を販売員へのお礼、５％を店の取り分としている。小学校カレー
の販売の話をいただいたが、３０円だと厳しいので配慮をお願いした
い。

産業部長 原価のこと、他の小学校カレーのこともあるので、お互いが成り立つ数字で、できるだけ寄り添える形を検討
したい。

6 環境保全 北公園から秋葉山を越えてくる道の不法投棄に、市が年２回ほど業者に
頼んで清掃しているが、監視カメラを１台か２台設置したらどうか。

環境水道部長 不法投棄については、ご迷惑をお掛けしている。カメラを含めていろいろな方法を検討させてほしい。

7 市政全般 池田小学校の児童数が減少し、耕作放棄地や空き家が増えたことと池田
中学校を廃止したことの関連をどう考えているか。

市長 大いに関係しており、行政・政治がお詫びすることだと感じている。何とか池田の学校の環境がよくなるよう
に、地域と相談しながらつくっていきたい。

8 高齢者・障がい者福
祉

障がい者千人雇用達成おめでとうございます。雇用解雇などがないよう
に、今後は企業間のフォローアップの強化を要望する。

保健福祉部長 一生懸命、企業とも十分連携を取りながら、進めていきたい。

9 防災・水防 全国で豪雨災害が発生している。池田地区は山間で、槙谷ダムの流域で
もあり、過去に市の担当者と話をした経緯はあるが、具体的に改善され
たと聞いていない。地域活性も大事だが、災害防止にも力を入れてほし
い。特定の危険箇所を把握しているのか。

建設部長 県管理のものもあるため県とも十分に連携を図り、市もパトロールなどに力を入れていく。広島の土砂災害以
降、県が状況調査を行っているイエローの危険区域、レッドの警戒区域を周知することが義務付けられてい
る。２７年から順次調査が行われ、池田地区では現在のところ７８か所の危険箇所が確認されているが、３１
年度に県が調査に入ることになっている。

10 防災・水防 河川について、県管理は理解できるが、市としても事前に危険箇所など
の把握は必要ではないか。

建設部長

市長

市も危険箇所については把握しているので、状況によってはパトロールを密にするなど対応していく。

災害が起こったら、責任は全て市。われわれ自身が防災力を身に付けていかなければならない。市が市民を守
るという気概でやっていく。今後とも協力をお願いしたい。

11 防災・水防 今の質問に関連して、地元は槙谷川の危険箇所を知っている。それを地
元へ聞いて対処してほしい。

建設部長 地元の人が一番状況を知っているので、地元と調整し、県とのパイプ役にもなり、具体的には地区の土木担当
員を窓口として対応していく。

12 生活交通 交通の便が全然できていない。昔は豪渓駅に中鉄バスが入っていたが、
今はない。中高生が豪渓駅を使うときには家族が送り迎えをしている。
昭和は駅を降りてすぐに小学校だが、池田は４㎞ある。

市長 英語特区にしても通えないという問題がある。勇気をもって交通政策を考えていく。地元ともよく相談をし
て、検討していく。

13 防災・水防 池田地区は高齢化率が４０％。災害時の避難場所を徹底してないように
思う。小学校が避難場所になっているが、宍粟や上槙谷から避難するの
はとても困難だと思う。改善できないものか。

総務部長 池田小学校、池田幼稚園、池田分館が公共施設の避難場所となっている。周知については徹底する必要があ
る。宍粟については、逆にこちらに来るよりも違う避難場所に行く方がより安全ということが起こりえる。そ
の場合、市から十分情報提供しながら、一番安全な場所へ避難するように周知していく。

14 防災・水防 宍粟地区の１次避難場所はどこか。 市長 これから地域と相談させてほしい。宍粟はどこが一番避難場所としてふさわしいのか、聞かせてほしい。その
場所を市が避難場所として認定する。その上で周知徹底して、宍粟の避難場所を明確にして準備したい。

15 施設・財産管理 １年に１回あるボランティアの研修にバスが使えなくなった。線引きは
どこにあるのか。

総務部長 市が主催するものには市のバスを貸すのが現状である。

16 施設・財産管理 公用車の使用に年々制約がかかっているように思う。利用する上での規
約・決まりを教えてほしい。

17 施設・財産管理 小さな団体にはバス代をなかなか捻出できない。バスについてはなるべ
く開放して、利用率を高めてほしい。

18 施設・財産管理 ２０人ぐらいの団体だと乗り合わせて行っている。危ないので、線引き
を考えるときには底辺の団体のことも考えてほしい。

19 市政全般 外から情報をしっかり入れて、市政を運営していくスタンスを是非続け
てほしい。

政策監 市政を行っていくうえで、独りよがりになってはいけないので、外部の情報は今後もいろいろ得ながら、行政
を努めたい。

20 人権・男女共同参画 先月末まで人権擁護委員をやっていた。今日締め切りの男女共同参画推
進委員の募集が１人だった。少し寂しい気がする。

市民生活部長 男女共同参画推進員の公募については、これまで形式的に１人というやり方をしてきた。今日の意見で今後の
展開をみながら、公募人数、男女の比率をよく考えて募集をしていきたい。

21 商工業・企業誘致 総社駅前をもう少し活性化してほしいという声が上がっている。コンビ
ニもなくて不便なので、今後どうなるか。

市長 行政の至らぬ点で課題である。開発者と調整し、誘致していかなければならない。市民の夢に応える意味で、
県立大学周辺のグランドデザイン改革を進めて、スターバックスコーヒーやユニクロを誘致したい。

22 市政全般 初めて参加した。世代的に若い人が参加できる、若い人を呼べる会合が
できて、意見が聞ける場があればよいのでは。

市長 心掛けていきたい。ただし、お年寄りも大事にしていかなければならない。どうしても行政に関わる人を中心
に声を掛けているため、若い人が少ない。マンネリ化を防ぎ、若者に声を掛ける仕組みをつくっていきたい。

市長 今年度１台バスを新たに購入する。できるだけハードルを下げて、使いやすい仕組みをつくる。

1 ページ



◆　平成２９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

23 教育施設 長年の懸案だった山手公民館のトイレを改修していただき、ありがとう
ございました。

教育部長 これまでお待たせをして申し訳ない。特に利用者の多い公民館については、不具合などに少しでも対応して、
管理していきたい。

24 健康づくり・健診 百歳体操が普及してきたが、若い人が健康増進・健康維持ができるよう
にアドバイスや指導ができる人がいる施設をつくってほしい。

市長 現在、きびじアリーナのフィットネスなど市の体育施設をコナミスポーツが請け負っている。健康活動に対し
てお返しをしていく政策を議会とよく相談して提案したい。場所を含めて、ポイント制にして還元していく新
しい仕組みをつくっていきたい。ウオーキングコースやサイクリングコースの整備も検討している。

25 健康づくり・健診 近くの公園までぐらいしか歩けないような人もいる。そういう人が軽く
ストレッチするような場所の整備を。

市長 歩けない人にも健康ポイントを付けていけるような仕組みを設計していきたい。ただし、あまりややこしくし
て何をしたらいいのか分からないではいけないので、皆さんの意見をよく聞いてまいりたい。

26 情報化 市の情報を知るのに広報紙もあるが、山手村時代はオフトーク通信が
あった。ケーブルテレビも見れない。情報の伝達のいい方法を考えてほ
しい。

市長 ご迷惑をお掛けしている。ひとつの手段として、ラジオ局を開設したい。ＦＭくらしきの番組を買い取りた
い。山手は100％視聴可能エリアになる。そこで情報伝達をしていきたい。ぜひ聞いてほしい。

27 情報化 ラジオのことを言われたが、ケーブルテレビのような動くものも期待し
ている。

総合政策部長 ケーブルテレビについては長年の要望であるが、地元業者と粘り強く調整している。本年度から出張所では見
れるようになったが、各家庭で見れるようにどういった形でできるか地元ともよく相談をして決めていきた
い。

28 河川・橋 国府川の水量がもう少し増えないか。プールのない時代にあの川で泳い
でいた。階田樋門が西山にありゲートが３つあるが、全く開いていな
い。３つある樋門のうち１つでも開いて、水を流すことはできないか。

産業部長 農業用水であり、これまでの慣習などもあるので、すぐに要望に応えれるか分からないが、管理をしている倉
敷との調整をさせてみてほしい。地元の要望に少しでも応えられるように善処したい。しばらく時間をいただ
ければありがたい。

29 河川・橋 スイゲンゼニタナゴが絶滅危惧の魚だという看板があるが、すでに絶滅
して、いないのではないか。いないのであれば、西山まで護岸の整備を
しても魚がいなくなる心配はない。バイパスから線路まで、線路から西
山の階田樋門までの護岸の整備をお願いしたい。

建設部長 毎年委託を出して調査をしている。１匹・２匹という数値があがってきている。順次タナゴの調査もしなが
ら、できるところから順番にやっていく。

30 介護保険 介護の認定の件だが、母が去年２回審査を受けた。市から来ていただい
てやったが、担当職員であまりにも差がある。考え直す必要があるので
はないか。

保健福祉部長 大変不愉快な思いをさせてしまい申し訳ない。毎月、統一するような研修をしているが、さらに力を入れてい
きたい。

31 河川・橋 大きな護岸工事の目的は、水の疎通を改良して、流れをよくするという
こと。環境面のこともあるが、現場を見ていただきたい。石を並べて疎
通が悪くなり、そこが山になって掃除もほとんどできない。スイゲンゼ
ニタナゴの関係でしているのか分からないが、現状を見ていただきた
い。掃除の担当区域だが手が付けられない。山のような状態で中洲がで
きている状況がいいのか検討していただきたい。

建設部長

市長

水の疎通を良くするということもある。それと環境面のこともある。国府川は、平成４年から行っている事業
なので、今どういう状態なのかということを再度見直す必要があると考えている。護岸の工事は、水流の流れ
が良くなることが１番だと思う。国府川もでき、前川も十分広くできているので、今のところ危ないことはな
い。

かなりお金をかけているが不平不満が出てくるということはやっている意味がない。誰も喜ばないのであれ
ば、もう１回考え直してやるべきと考える。環境のことをいうのであれば、地域の方々と話ながらやっていか
なければならない。

32 文化財・文化振興 作山古墳について、国道４２９号線から入ってくる駐車場がない。自転
車も停めるところがない。北側に休耕田があり、そこを借り上げ、駐車
場にできないか。

33 文化財・文化振興 作山古墳の西側にトイレがあり、案内板がある。全国で１０番目になっ
ているのに未だに９番目のまま。また、レンタサイクルを利用して外国
人が来るが、英語と日本語だけしか説明がない。自転車道のカーブ、ト
イレの前のカーブのところだけでも案内があれば。トイレの案内もな
い。

34 文化財・文化振興 作山古墳の草刈りを年に１回している。 低でも２回しないと意味がな
い。宮内庁の管轄ではないので、理想は山の木を切り、本来の古墳の形
にして復刻をして埴輪の復刻したものを作ると、サンロードを含め国分
寺一帯が変わるのでは。

35 計画・企画 部長マニフェストついて、２９年度の数値目標を掲げているが、２８年
度の実績をもって２９年度をつくったと思う。２８年度の数値はどう
だったのか、去年の結果があって今年はこうなりましたという一覧を分
かるようにしていただければ。

政策監

市長

２８年度の実績は、６月号の広報紙に記載している。７月号で２９年度の目標を掲げている。６月号と７月号
を見比べていただければ分かるようにしている。

原点に戻りもう一度気を引き締めて、新たな目標をクリアしたのかをはっきりさせていく。１つでも目標を達
成していくように気持ちを入れ替えてがんばっていきたい。

36 学校教育 県の児童の学力ならびに非行率が全国ワーストという結果が出ている。
総社市の小学校・中学校、教員の質の向上、育成に関しては、どういう
ことに力量をおいて取り組んでいるか。先生をどのように育成している
かということ。

教育長 総社市では、市独自の先生を育成する研修をやっている。それは、「誰もが行きたくなる学校づくり」という
子どもたちの社会性を育てるプログラム。日本で一流の先生を夏の間に呼んで、１週間くらいやる。もう一つ
は、各学校でモデル授業をやる。幼稚園、小学校、中学校の先生が参観をして内容についてディスカッション
をして発表し、大学の講師の先生に講評をいただく。そういう効果が出て、総社の子どもたちはかなり落ち着
いている。不登校率も非常に下がり、全国よりもうんと低いレベル。学力も全国水準をかなり超えている。岡
山県ではトップレベル。

37 職員 市長のやる気とバイタリティはものすごく感じるが、職員のやる気に、
市としてはどういう取り組みをしているか。

総務部長 ６月に人材育成基本方針を定めた。その中で目指す職員像３つ掲げている。礼儀礼節を重んじ、誠実に対応す
る職員、失敗を恐れず積極果敢に情熱をもって職務に当たる職員、自ら考え自ら実行し、自ら解決まで導く職
員。目標を３つ掲げて人材育成に努めている。働き方改革が叫ばれているが、３つの目標像達成のために時間
外勤務の削減などいろいろな手法を考えていきたい。

38 道路 国道１８０号のインターからバイパスまでの緑地帯ですが、草がすごい
のと、枯れた木がそのままになっている。近くに住んでいるものとして
は、本当に困っている。国へよろしくお願いします。

建設部長 国土交通省にはお願いしている。今後もこのような意見は非常に多いということで、言い続けていく。

39 高齢者・障がい者福
祉

倉敷市の障がい者２２０人が解雇勧告を受けたというニュースを見た。
総社市は１０２０人程度採用したということだが、総社市は災害が起き
たらいろいろな地域に助けに行っている。倉敷市の障がい者が明日から
給料をもらえないという状況なので、総社市としても何か応援できない
か。

市長 ２００人を超える一斉解雇というニュースで心を痛めている。本当に困っている人はその障がい者とその家
族。やるしかないと思い、倉敷市長に電話し、「何かできることがあったら助けるよ」と伝えている。できる
限りできることはしたい。それによって圏域の障がい者が幸せになれるということを目指してやる。

作山古墳は、総社市にとっても も売り出したい部分。駐車場・掲示板については、やる方向で考えたい。古
墳の下刈り、埴輪、木を切ることについては、宮内庁のものではないにしても、担当官庁とよく相談しながら
やっていかなければならない。

案内板については、早急に訂正させていただく。
年１回冬場あたりに、全体を草刈りをしている。夏場になるとどんどん茂り、散策して見ていただくことがで
きなくなるので、複数回できればと思っているが、予算の関係もあり、相談させていただきたい。
埴輪の件だが、県などとも相談が必要になってくるので、検討状況を報告させていただきたい。

市長

教育部長
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◆　平成２９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

40 河川・橋 前川の改修によって、毎年２回も３回も浸かっていた自分の土地が、去
年は１回だけ、今年は何回も降ったが浸かることはなかった。前川改修
によって非常に良くなってきたという感じを受けている。今の改修を西
山まで早くやってほしい。

建設部長 順次下流のほうから整備を進めていきたい。

41 道路 インター付近に信号が新設され、大きなトラックが下から上ってきて、
赤信号で止まっている。国道１８０号からトラックが曲がって入ってく
ると、道が狭いわけではないが、急に曲がってきて向こうに行かないと
いけない。さらに車が増えたときに、危険ではないか。

市長 企業誘致をするときに、道路拡幅工事を総社市がやるということになっているので、できるだけ早く工事して
拡幅したい。３年と言っているが、できれば早くやりたい。

42 生活交通 吉備線の複線化とLRT化を夢物語で終わらせないでほしい。 市長 LRTについては、これから議論を始めるが。今秋の岡山市長選挙が終わって１年以内に市民に出せる案、議会
に対して提示できる素案を得たいと思い事務的に作業をしている。近隣の住民を含め、じっくり説明をして、
理解を得ながら進めたい。

43 道路 国道１８０号バイパスと農面道の盛土工法は追突事故を誘発するのでは
ないか。

建設部長 国道１８０号バイパスと農面道の交差点は盛土にはなりません。

44 その他 チュッピーは１位を取って引退してほしい。 市長 ３位で引退はどうなのかという意見もたくさんあったが、とりあえず引退している。また生まれ変わるかもし
れないので、そのときはよろしくお願いしたい。

45 計画・企画 第二次総社市総合計画の中に、誰もが集いたくなる総社ということで、
市民参加の地域課題を解決して独自性のある地域をつくるという項目が
ある。このなかには川西地区の人口減を含めての問題もあると思うが、
地域課題というのは地域によって独自性がある。特に人口増に限って言
えば、川西地区は市街地と比べて土地価格が非常に安い。そういった土
地のどこに遊休地があるというのは多分市の担当の方もあまり知らない
のではないか。総合的に考えていただいて、地域課題の解決をお互いに
検討していったらどうか。

市長 声を聞きながら振り絞れる知恵は全て振り絞ってやれるべきはやりたい。移住の方に関するサービスの度合い
を、川西の地域でどう引き上げられるかなどについても、検討すべき課題であると思うので、前向きに考えて
いく。定住に向けて、迎え入れられるだけの政策をどう組み立てていくかということもこれからの課題として
捉えていきたい。

46 子育て支援 待機児童を３年以内にゼロということで、現時点ではゼロではないとい
う話があった。待機児童ゼロというのは職員が足りないのか、部屋が足
りないのか。

市長 明らかに保育士不足によるもの。定員の１２０％まで受け入れることができる制度があるが、保育士がいない
ということが大きなネックになっている。どう解決するかということで総社市手当てをつくった。保育士、調
理師、事務員に給料とは別に手当てを出そうと予算化した。

47 河川・橋 高梁川でベトナム人の水難事故があったが、川やため池の危ないところ
には看板をたて、泳ぐことを禁止してもらいたい。総社市には今２８カ
国、約１１００人の外国人がいる。外国人向けの対策をよろしくお願い
したい。

市民生活部長 起きてしまってからでは遅いが、国土交通省から過去に救助を行ったところへは看板を設置すると申し出があ
り、設置される。全ての言語に対応することができないので、泳いでいる絵にバツを付けて分かるようにす
る。主たるところ、総社市の場合多いのがベトナム、ブラジル、中国なので、そういった言語が使えるのであ
れば入れていただけたら助かるとお願いしている。

48 防災・水防 上原と富原が水害のときに避難する場所がない。神在小学校の校舎の屋
上を避難場所にということを昨年申し上げているが、できるだけ早いう
ちに回答してほしい。

教育部長 ２年ごしになり申し訳ない。一緒に屋上へあがっていただき、話も聞いているので、今年度中には話を進めて
いきたい。

49 道路 総社大橋を真正面に見たら木村山の城跡がある。その中腹に浅間薬師ど
おりというものがある。薬師堂のところへ車では軽四が行くが、毎年道
をつくりながら上がっている。その一部の道をコンクリート化してほし
い。

50 防災・水防 各地で突発的な大雨が降っている。八代池とゴルフ場の打ちっぱなしに
２、３年前に大きな工事をしていただいたが、非常に危険な状態。それ
から、堤防の石垣の裏の一切下が、中が空洞になっている。堤防があっ
ても一気に水がきた場合には一気に流されるような危険な状態になって
いる。

51 施設・財産管理 市役所へ行ったら今までは各課の看板が総務課とか日本語で書いていた
が、 近英語で書いてある。サービスが良くなったと思って見ていた
が、英語ではなく日本語のローマ字表記だった。それだと外国人は全然
分からないと思う。日本語のローマ字表記なのは何の目的か。

市長 総社に住んでいる外国人は片言の日本語が話せる人が結構多いので、漢字は読めないけれどもhisyoshituと書
いてあったらなんとなく分かる。日本語のローマ字読みというのが分かる人、漢字は読めないけどローマ字で
書いてあったら分かる人のためにローマ字の表示がある。外国人の含まれる率が中国地方で４番目くらいの高
さにあるので、遊泳禁止の立て札も併せて、外国人にも分かりやすく優しいやり方にしていきたい。

52 防災・水防 北朝鮮のミサイルが飛んできた場合の万が一の備えを考えておくべきで
はないかと思うがどうか。

市長 本当に飛んできたらどうするのかということを地方の自治体も真面目にとらえて市民に説明していく責任があ
る。防御策はないかもしれないが、どういうことになっていくのかを市民に知らせる責任がある程度まではあ
る。それはこれから構築していきたい。

53 高齢者・障がい者福
祉

川西地区には高齢者の受け皿となる施設がゼロではないが東と比べれは
非常に少ない。こういう建物、施設をつくることも人口維持のためには
必要ではないか。

保健福祉部長 高齢者の施設はまだまだ待機している人がいる。県が管理しているものと、市町村で管理できるものがあるの
で、それを組み合わせて国へも要望していき、誰もが幸せに暮らせるような地域をつくっていきたい。来年度
に向けて、第７期の高齢者福祉計画をつくっていくが、その計画のなかに施設の計画も入れていて、それに
よって整備を行う。ここは介護保険料と組み合わせながら検討しているところ。１００％全員がというわけで
はないが、本当に困っている人が困らないよう、相談に乗っていきたい。

54 防災・水防 岡山県はもとより総社市は、台風や地震、自然災害に対する危険意識が
異常に低いと感じている。災害が起きたときには、元気な人が目が見え
ない人や耳が聞こえない人、車椅子がないと動けない人を助けなければ
ならない。しかし、近くにそういう人がいるということすら分からな
い。個人情報の問題があって周知ができないとは思うが、行政の指示待
ちではなく周りにいる人が動ける、すぐ助けられるような状態をつくる
必要があるのではないか。

総務部長 地域に障がいをもつ人や、要介護３以上の人のような避難行動要支援者がどこにいるのかという情報をできる
だけ事前にお知らせしたいということで、７月から避難行動要支援者全員に、警察や消防などに対して事前に
情報を提供してもよいかという同意をとっている。同意できないという言う人もいるが、そういった人には改
めて同意を取り直していく必要がある。もう一点、市内に住所があっても、実際は施設に入所している人もい
るので、施設に入所しているかどうかということも今調査をしている。情報が後になるのではなく、できるだ
け事前に情報を皆さんに知っていただいていた方が準備しやすいので、提供できる情報を構築したい。

55 道路 ほんむらの下地区の中心部（本町の地区の中央道路）が緊急車両なども
通れないということで、２・３年前に土木担当を通して拡幅をお願いし
ている。地権者への同意を得た書類も土木を通して行政に提出している
ので、検討していただきたい。

建設部長 今後計画を進めていく中に入っているもの。用地も承諾いただいているので、順次進めていくようにしてい
る。時間がかかるところもあるが、よろしくお願いしたい。

市長

建設部長

川西地区の人口を増やしていこう思ったときに住環境の整備は非常に大事な問題。少なくとも今ある地域応援
課の予算や土木課の予算など、地域の足回り、身の周りの予算については絶対に前年度よりも減らさないとい
う方向で予算編成をしていく。

明日にでも今言われた道と、のり面、池、全ての場所を教えてください。
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56 財政・行財政改革 総社市も財政的に非常に厳しいと思うが、財政的なものが次世代にツケ
として回らないのか。

市長 私が市長になった１０年間で、１００億円財政健全化した。税収の推移は、リーマンショックのときに、８５
億前後から７０億の後半まで落ちた。その後増えて、今８９億くらいでかなり回復してきたと言える。この範
囲であれば、総社市の税政、税収、財政運営は、皆様方に迷惑を掛けるものではない。

57 計画・企画 美術・博物館という構想があるようだが、県外では青森県五所川原市の
ねぶた館などのように行政と一体となって建設された施設で、小学生中
学生が勉強をしていたり、観光客を集めているものがある。アナログ的
な既存の施設の見直しや、箱物をつくった場合の人件費などについて意
見を聞きたい。

市長 文化度の程度というのが市のクオリティだと思うので、美術・博物館を将来的につくっていくということは約
束したうえでやっていく。市役所の建て替えも、１０年以内には必ずやっていく。大物を意識しながらソフト
政策を落とさないように、大きいものも片付けていくという財政運営でやっていく。

58 ごみ ゴミ減量の出前講座を環境課にお願いして、真備のクリーンセンターの
見学と、討論会をした。 初にビデオで概要を見せてくれたが、ビデオ
がテープが伸びてしまって見にくい。市内の子どももみんな見るものだ
と思うので、改善してほしい。

環境水道部長 明日にでも対応をさせていただきます。

59 市税 他自治体からふるさと納税が入るということは、総社市民も他自治体へ
払っているということ。そうなった時に、総社市に満額税金を払ってい
る人が他自治体にふるさと納税している人と同じサービスだというのは
ちょっと不具合があるのではないか。何か考えがあるのであれば聞きた
い。

市長 昨年度１３億弱を外貨として獲得することに成功した。これは全国でも４０番目くらい。一方で総社市民がふ
るさと納税で税金を外に納めた総額が２０００万円くらい。１３億円弱のうち、総社市の単独利益分（純黒
字）は、３億５４００円くらい。その４億弱を貯金するのではなくて、弱い立場の人のために使い、市民に広
く行き渡るようにしたい。基本的に高齢者であるとか、福祉分野に多く充当しながら使っていきたい。

60 下水道 美袋が終わったらこちらへ公共下水が来るという話が１０年以上前に出
たが、その後の話が全く聞けない。やると言ったものが立ち消えになっ
たまま終わるというのはどうなのか。

市長 川西地区の下水道については、いつかはやらなければいけない課題。全予算が５０億を超えていく。ギブアッ
プして絶対やりませんとは申し上げないので、財政を見ながらやれるときにはやれるようにしたい。実際に今
新総社大橋の架橋部分に下水道のパイプを接続できる工事は施している。

61 防災・水防 先月防災士の会ができたが、この団体はどのような仕事をするのか。
自由枠交付金の一部が、防災費用ということでそれぞれの地域に配られ
ている。そういう中で防災士の会の人はどのような仕事をするのか。

総務部長

市民生活部長

防災士連絡会が立ち上がった。今は１０数人だが、立ち上げた人に研修を受けていただき、横のつながりも広
げていくと聞いている。いいところを自分の地区に持って帰っていただいて、各地区で防災のリーダーとして
やってもらいたい。当然防災士という資格をもっているわけなので、何か有事の際にはぜひその知識を生かし
て、行政や地域でパイプ役などにもなっていただき、いろんな方面で活躍してもたいたい。

自由枠交付金に、今年から自主防災組織一戸あたりの上乗せ額を倍額にして交付をしている。防災士はいろい
ろな勉強をして知恵を持って帰られるので、ぜひ防災費用を上手く使っていただいて、地域でやれることを
やっていただきたい。自由枠交付金は何かを我慢して何かに力を入れるというシステムになっているが、防災
士が新たに知識を得て、地域に上手く使えるものに生かしていくことは非常に有効な方法。

62 防犯・交通安全 古地地区の西側の上がり口の信号の設置をお願いしているが一向に進ま
ない。結果を教えてほしい。

市民生活部長

市長

警察に毎年問い合わせをしているが、新しい道路ができればとか、危険の優先度というものはどうしても公安
委員会で判断され、順番を付けられてしまう。要望があるところは皆さんが「ここは特別に危ない」とおっ
しゃるところ。判断は公安委員会に任せざるをえない。まだ正直順番が回ってこないということだけお知りお
きいただきたい。今後も警察へはお願いをしていく。

できない理由は多くあるのだろうが、私の方から、警察署長に直接この箇所については申し上げたい。どうな
るか分からないが、 大限お願いする。

63 文化財・文化振興 歴史広場の活用と三因千塚の古墳群を造った集落の調査を行い、当時の
社会構造がどうなっていたのかを解明してほしい。また、周辺の整備
や、三因千塚をめぐるコースの設定とその案内看板を歴史広場に設置し
てほしい。コースの観光パンフレットは、英語を併記したものを作って
ほしい。

教育部長 歴史広場は、非常に交通量が多くてアクセスがよくなったものの、看板などがは少し古くなっているので、読
みやすいものに変えていくように検討したい。今あるものについては生かして整備を進めていく。三因千塚は
知る人ぞ知るという古墳群で、教育委員会としても重要なものと考えている。ただ、実際の詳しい調査は手が
付いていない状況。発掘調査そのものは、かなりまともに調査をすると１０年単位の調査になってしまうの
で、まず概要をつかめるような調査を考えたい。

64 道路 ７月２９日の清流まつりのとき、清音柿木の八柱神社あたりから南へ５
００ｍくらい。そこへ差しかかったところで川がいっぱいになって川と
道と境が分からなくなっていた。非常に怖い思いをした。大雨が降った
ときの調査と対策をしてほしい。

建設部長 水路があふれるというところは十分調査して、できることをしていきたい。昨年度くらいから、警察の指摘も
踏まえて順次工事を進めていっている。用水路が多いのでいきなり全てというわけにはいかないが、危険箇所
は確認に歩くのでよろしくお願いしたい。

65 その他生活環境 放射性廃棄物の埋め立て予定地が全国で何千箇所かあるということを新
聞で見た。候補地の案をこれから話し合うということだが、そういうこ
とは総社市ではどの部署で決めるのか。

よほど高いハードルというのはどういうことなのか。

市長 経済産業省と、私が委員長を務めている全国市長会の経済委員会の話し合いが、その受け入れ先を決めていく
きっかけとなる。今全国市長会の考え方は、よほど高いハードルを作って、それを経済産業省側がちゃんとし
た成案を出してくるまでは話に乗らないということ。少なくとも今現段階で全国どこの市が受けるということ
はない。ましてや岡山県がこれを受けるということも絶対にないし、当然総社市が受けるということも全くな
い。経済委員長は４年やるというのが定例になっているので、私がやっているうちはないと断言できる。

一切人体に影響がなく、地下何メートルであるか。それは、これから事務レベルで話し合うということになる
が、そこまでもまだいっていないという段階。

66 ごみ 燃やせないごみのなかで、まだまだ資源化できるものがあるのではない
か。蛍光管だけではなく、ますます進めていってほしい。そして、 終
処分場の延命化を図ってほしい。

副市長 今使っている廃棄物処理場は本来１１年分のごみを捨てるつもりで作ったが、市民の協力を得て３５年たった
今でも使えている。今度新しく作った廃棄物処理場は１５年分の容量を想定しているが、今後も資源化できる
ものは資源化し、引き続きごみ減量化の取り組みにご協力いただいて、できるだけ延命化するようにがんばっ
ていきたい。

67 計画・企画 総社市には総合計画と、それを実現するために部長マニフェストがあ
る。中を見るとちょっと努力すればいいとか予算がつけばできるとかそ
ういったものがある。総合計画の達成度については市民満足度に着目点
をもち、市民満足度が高まるような政策にそろそろ目標や指標を転換し
ていく時期がきているのではないか。

市長

総合政策部長

自らを律して、高いハードルを作って、市民に見ていただいて、それを目の前で見えるかたちで実行に変えて
いく。それが市民満足度に跳ね返ってくるようにがんばりたい。

毎年、市民へのアンケート調査もとり、それを部長にフィードバックして、次年度このアンケートをふまえて
どういう政策をつくっていくか、どういう目標を立てていくかということを日々考えながらやっている。指摘
を踏まえて、今後も気を引き締めてやっていきたい。

68 体育振興 河川敷ではゴルフ禁止という条例があるが、アイアンとかドライバーを
使わずに、パターの練習場ならそう危険でもないのではないか。検討し
てほしい。

市長 高梁川の左岸、総社大橋の上の部分に、今までのグラウンドに加えてもう２面整備をするということで、今補
正予算の中に入れようと８月定例市議会にかけている。グラウンドゴルフ場を１面新設したいとは思っている
が、ゴルフのパターの練習ができるかは検討させてほしい。
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◆　平成２９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

69 環境保全 野火について、まだ十分に理解されていないために、いろいろな問題が
起きている。市役所としてどこまでの権限をもってどのような取り組み
をされているのか。

広報に載せるにしても、５年以下の懲役あるいは一千万円以下の罰金刑
もあると文章にも強みを持たせてほしい。

環境水道部次
長

具体的なことがあれば、環境課が指導する。指導の権限については、廃棄物の野焼きは全面的に禁止されてい
る。例外規定はあるが、家庭ごみであってもそれを野焼きするということは禁止。場所を教えていただけば、
環境課が現状を確認して指導をしていきたい。

広報紙などでどういったものができる、できないといったものも載せていきたい。市民から環境課へ連絡があ
れば、その都度指導や説明に行く。

70 高齢者・障がい者福
祉

さんあいの家のマッサージ機が半年以上故障している。いつ直るのか。 保健福祉部長 話は聞いているがその後の経過を今確認できていないので、また伝える。

71 農業関連施設 宅地がどんどん増えて農地がなくなった。今までは農地に水がプールされ
ていたが、なくなったので用水へ全部流れ、いっぱいになる。このことを
考えた方がよい。

建設部長 人口が増え、市街化しているという状態なので、今後どのような状態になるかも十分考えながら進めていきた
い。

72 教育施設 集荷場を公民館と称して使用しているが、公共施設としての認定がない
ため、ガス代、電気代、水道代などは住民で負担しているし、施設自体
が老朽化している。改善したいが、資金がない。やるとなると住民の負
担も多い。公共施設として検討いただけないか。

市民生活部長 補助制度がある。人権・まちづくり課に相談いただきたい。わずかですが、補助金を出せる制度がある。

73 防災・水防 災害避難の報道が多くあるが、日羽地区には避難場所がない。１４０戸
程度の世帯があるので、そのような施設をつくっていただきたい。集荷
場の裏山は一昨年もその土砂が崩れたので、避難場所と認定するには不
都合がある。裏山の状況を改善していただければ避難場所として使え
る。難しいのであれば、避難場所としても使える公共施設をお願いした
い。

市長 政治の話になるので、検討させてほしい。土砂災害の危険箇所なので、気になっている。１箇所ＯＫだという
と、他の地域もということになるので、市側としては、「分かりました」と言えないが、そればかり言ってい
たらどこにもできない。市民全体に説明ができる方法がどこにあるのかということも含めて考えさせていただ
きたい。

74 高齢者・障がい者福
祉

以前から高齢者老人クラブ対象の市長杯のペタンク大会があったが、
様々な要望があり、老人クラブ主催のペタンク大会を昨年度から始めた
ところ、今年から市長杯が廃止になった。復活させてほしい。

保健福祉部長 老人クラブで立ち上げたということもあったと思う。持ち帰り検討させてほしい。

75 健康づくり・健診 胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診の話だが、大腸がん検診と胃が
ん検診は、２８年度と２９年でほとんど会場の変更はない。ところが肺
がん検診については２８年度と比較すると２９年度が７箇所減少してい
る。７箇所のうち昭和地区は５箇所。交通の手段に乏しい高齢者を対象
としていくのならば、回数を増やしてもらいたい。２８年度並みに３０
年度には戻してほしい。過疎地域にも血の通う政策をしてほしい。

保健福祉部長

市長

人数が１人・２人で行うということが難しいのかもしれない。検討してお答えさせていただきたい。

山中の一軒家にお年寄りが一人でいたときに、見捨ててしまうのか。どこまでできるか分からないが、果敢に
挑戦したい。検診受診率が国保で２０％程度。残りの８割の人は検診を受けないという実態がある。検診車が
行ったら協力していただきたい。

76 道路 消防車・救急車などの緊急車両が通れる程度に、草や竹を伐採をしない
といけない。地元でできることは地元でするが、できないところは市へ
お願いしたい。

建設部長 地元でできることがあるときには地元で、難しいということであれば地域応援課で対応させていただく。

77 道路 市道と農道では、新たに設置しようとしたときに負担額に大きな差があ
る。地域にとっては農道を非常に重要に大々的に使っている道路もあ
る。非常に危険でも改善されない。いい方法はないか。

建設部長

市長

地元以外の方も通る道は市道、農道は、田んぼに行くような受益者が使う道。道路を改良するときも農道であ
れば受益者が限られているので、工事費の１０％を負担していただくが、 近では農道もいろいろな方が通る
という話もある。ただし、すぐに農道を市道に格上げするという方法もあるが、今の道路条件でいくと非常に
難しい。市道と農道の狭間はある意味道路事業の課題だと思っている。

全市的に捕らえて考えるべき課題。市民が嫌がり不便を感じているのに、この制度があるので非常に難しい
と。市道として格上げするのであれば莫大な金がかかるという問題があるから、前向きに検討できるように考
えていく。１つを閉ざしてしまったら全部手を付けないことになりかねない。行政がくさい部分にはふたをし
て「できません」の一点張りでいいとは思っていない。考えさせてもらいたい。ただ難しいということだけ
は、認識してもらいたい。

78 健康づくり・健診 野菜作りが好きで、たくさん作っている。農業は喜び・楽しみが多い
し、健康増進に非常に役立つ。私が８０歳近くなっても元気でいれるの
は野菜作りのおかげ。

保健福祉部長

市長

６０歳からの人生設計所の関係で、農業も広めていけたらと思う。研修会を企画しているが、農業をテーマに
した研修も入れて多くの方に受講いただいている。農業をやってみようと思う人も市内におり、今までやった
ことがなくノウハウがないという人も参加いただき、農協や地食べ公社の協力のもと皆さんへの提案をさせて
いただいている。

他市と総社市の農業政策の全く違う部分は、市が野菜を買い上げているところ。６４００食作る学校給食の中
に市が市民が作った野菜を投入している率は、市内産という事であればおそらく全国１位か２位。２年後に学
校給食調理場が１か所になる。献立コントロールと予想食材需要数がどこまで短くできるかということに挑戦
したい。
今年の地食べ公社が買う米の価格について、昨年は一反あたり５俵で１万４０００円価格で買い取らさせてい
ただいた。今年は 低１万３０００円をキープしたい。

79 職員 人事異動について。４月に福祉課福祉総務係３人のうち１人が人事異動
で変わった。７月にもう１人が変わった。８月には係長が変わった。も
う少し戦術戦略をもって人事異動を計画していただければ。

市長 今年からルールを変え、７月１日異動をはじめた。７月になって４月が多忙な部署がまわりはじめたときに、
７月異動で是正していこうと。ご理解いただきたいのは、人事は均等にまわして、特定の人でないと分からな
いということが起こらないようにしないといけない。皆が気持ちよく汗をかけない組織になる。ただ、誰も分
かる人がいないというポストになってはいけない。そこは、肝に銘じてやっていく。

80 その他福祉 社会福祉協議会に時々行くが、事務所が満杯。他の自治体から視察に来
ても窓口がそのような状態では違和感を覚えられる。

市長 社会福祉協議会と市は、障がい者千人雇用、高齢者の給食サービス、引きこもり、高年齢者の雇用環境などに
ついて、互いが意見を言い合いながら一つの目標に対してやっていこうとしている。その結果手狭になった。
社会福祉協議会の風早会長とも相談したい。
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◆　平成２９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

81 ごみ 私の地区は人口増加が著しい。ごみの問題が非常にネックになってい
る。開発するときに１戸・２戸は既存のゴミステーションで対応できて
いたが、１０戸・２０戸と開発された場合に既存のものでは対応しきれ
ない。開発のときに行政が地区の人と相談するようにシステムを考えて
もらいたい。小規模な場合は行政がタッチできない。

環境水道部次
長

市長

開発した団地において新たな集積所を設ける方法がある。設置は市の補助金もあるので、活用していただくと
いうということが１番。大きな開発だと市へも手続きがくるので、そのときに指導をさせていただける。どこ
で受け入れるかということを地区で話し合っていただくことしか方法はないと考えている。

行政が介入してできる限りサポートする。規則があることは確かだが、困っているのは市民。市民の怒りや苦
しみや困難さを解決するのが市役所の仕事。ハードルがあったとしても１個１個解決に向けて市が介在して、
やっていく。

82 広報・広聴 市政報告が長すぎて、３０分くらいしか意見を言う時間がない。簡潔な
市政報告をお願いしたい。

政策監 来年度に向けて検討させていただきたい。

83 子育て支援 現在総社市の公立保育所は、総社保育所１園だけ。中央保育所は民間委
託、指定管理。清音は認定こども園なので保育園ではない。公立という
ことでは１園しかない。総社保育所は公立として守っていただきたい。

教育部長 中央保育所は委託して指定管理でやっていただいている。きよね認定こども園は幼稚部と保育部があるので、
実質的には保育所の機能を備えている直営の施設ということになる。総社保育所は直営を維持する方針。

84 子育て支援 保育所の職員の労働条件が非常に厳しいなかで、公立の保育所に務めて
いる保育士と民間の保育士の差は歴然。公立並みの労働条件にしていた
だきたい。

教育部長 保育士不足が叫ばれており、待機児童が出てしまう。公立の保育所は、市職員として雇用しているので、民間
保育士の処遇とに差がある。処遇改善は国がいろいろ考えており、市から払う委託料に上乗せしている。お金
だけでない部分もあるが、保育士が働きやすい職場づくりは公立も含めて必要だと思うので、民間の保育士と
も話をしたい。

85 子育て支援 公立、私立の比について総社市の場合公立が１園で、中央・清音を入れ
ると私立が１４園になる。公私の差は県内の市町村で言えばどれくらい
の位置にあるのか。

教育部長 保育所については、圧倒的に民間の保育所が多いという現状。これは幼稚園との関係もある。総社市の場合は
幼稚園は全てが公立。逆に保育所は民間の社会福祉法人に経営していただいている。歴史的な背景もあり、こ
うした状況になっている。県内での比率のお尋ねだが、保育所については、圧倒的に民間の運営率が高いと認
識している。

86 その他 北朝鮮のミサイル問題があるなかで、島根原発になにかあれば大変。事
故があれば総社市は４万人を引き受けるという話し合いができているよ
うだが、原発を稼動させるということは大変リスクを負うこと。総社市
は原発再稼動はさせないという決意をして、国にあげていただきたい。

市長 平和は市民レベルでつくっていくもの。全国市長会の経済委員長に選ばれた。経済委員長は国に対して原子力
発電所に対する全国の考えを取りまとめ、経済産業省と話をするというのが務め。ウランの燃えカスについ
て、どこがどのように受け止めるのかという議論に対して、更に高いハードルで安全性が担保されないと受け
ることができないと宣言している。原子力発電所の再稼動については、賛否両論あるが、安易な再稼動は正し
いとは思っていない。安易な再稼動を容認するということを経済委員長としてはやらないということを約束し
たい。

87 河川・橋 高梁川東岸にグラウンドが整備されたことで西岸の土砂が流出し、中洲
ができて樹木が茂った。上原は川の流れが直接堤防を侵食している。さ
らに西岸の堤防は東岸より低く危ない。

その他 （嘆願書を手渡しただけのため、当局の回答なし）

88 教育施設 総社小学校の建て替えの件について。今総社小学校にエアコンが付いて
いない。夏休みが終わってもまだまだ残暑が厳しいことが予想される。
1日も早くエアコンを付けていただきたい。

教育部長 総社小学校はこれから建て替えが進むので、建て替えに併せて新しい建物にエアコンが付く。あと１年半ほど
で取り壊しになるので、現校舎へエアコンが設置できるかという協議をした。新しい建物の工事に入ると、
音・粉じんの問題が出る。工事が本格的になる平成３０年度には現行の校舎にリースのような形ででもエアコ
ンを設置し、ご迷惑を 小限にしたい。

89 教育施設 平成３０年度に完成、取り壊しや外溝を含めて平成３１年度完了予定と
いう説明があったが、こうした話は学校からもない。情報も入らなけれ
ば、相談させていただく機会もない。もっと情報を出していただきた
い。

市長 様々な希望をお聞かせ願いながら、できるだけそれに沿う形でやりたい。３０億円を超える巨大投資になる。
やるのなら「建て替えてよかった」と言われるようにがんばりたい。心からお詫びを申し上げたい。

90 その他上・下水道 部長マニフェストを見ると、耐震管取替延長３５００ｍとあるが、経年
管の更新が十分できているのか。水道ビジョンで見ると総社市は５３０
ｋｍくらいの延長があり、毎年３５００ｍを更新すると０．７％。１周
するのに１４０年かかる。これでは災害に強い水道づくりができない。
３５００ｍやるのであれば、幹線をまずやったほうがいい。市長は水道
事業のトップなので、障がい者千人雇用やカレーもいいが、市民の足元
をみた施設づくりをお願いしたい。

環境水道部次
長

市長

上水道管は平成２７年度末で総延長７６０ｋｍに対し耐震管の延長が約９５・７ｋｍ、耐震化率が１２.
６％。水道施設は耐震化ができていない。下水道管は耐震化ができていない。総社下水処理場と浄化センター
は耐震化ができいる。上水道管は、法定対応年数が４０年で、対応年数を超えたものが約７.３％。原則古い
ものから順次更新している。下水道管の法定対応年数は５０年で埋設工事は昭和４８年以降のものなので、法
定対応年数を経過したものはない。下水道管は塩化ビニール管が多いため、対応年数を超えてもある程度は使
用可能と考えている。今後も地震等に備えて耐震化を順次進めていくということで検討している。

これまでの水道会計の考え方が、水道代でまかなっているので、若干の黒字であればいいという会計だった。
水道会計の内部留保は２０億円ある。会計だけを見ると非常に優秀で内部留保まで積み上げているが、使うべ
き所には使う必要がある。戦略的に老朽管を改修しながら追いついていけるようにやろうとしている矢先。パ
フォーマンスといわれるチュッピーウォーターも、職員に利益を上げることに力点を置いてやってもらわない
と困ると思ったので、１円でも多く売り、老朽管の改修や安全性の担保に回すべきだということで決断した。
水道会計が莫大な利益を上げるわけにはいかない。水道代を上げるということをするつもりはないが、与えら
れた経費・人件費のなかで、水道会計の利益を上げてそれを循環させていくように企業会計の精神をもってや
りたい。

91 その他生活環境 人口の増減には出生と死亡という自然現象と、転出と転入という社会的
な要因がある。人口を増やすために、自然増の視点に立って行政をやっ
ていただきたい。

市長 １年で約７００人亡くなり約５６０人生まれる。１４０人が自然減。他市から転入してくる人が約２５００人
いて、総社市から外へ出ていく人が２０００人。社会増で５００人増えている。社会増の５００人引く自然減
の１４０人で１年間で３６０人増えているということ。健康で長生きをしていく仕組みづくりを色濃くやって
いきたい。結婚を勧める事業も色濃くやっていきたい。子どもを産んでも住みやすい政策をやり、自然動態で
マイナスが少なく、プラスに転じるような社会をつくっていきたい。
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