
◆　令和元年度「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 都市景観 清音駅前広場の花壇をスッキリさせてくださり、感謝する。
石塔、鐘のついた標柱が、崩れている。早めに直すか取り除いてほし
い。

建設部長 日ごろからトイレ、駅前広場を一生懸命管理してくださっていることに感謝する。標柱については、明日早速
確認する。

2 防災・水防 災害時にふれあい広場に避難した人が、管理人に閉めだされた。災害時
は臨機応変に対応してほしい。

文化スポーツ
部長

その時の状況を確認します。今後は、避難してきた人に安全・安心感を与える対応をしていきたい。

3 施設・財産管理 市庁舎建替えのグランドデザインとして、１階部分に障がい者自立支援
のためのカフェを設けてほしい。他の都市の庁舎も参考にしながら、市
民の憩いの場所として利用できるように作ってほしい。

市長 市庁舎建替えに向け、１階部分に障がい者のためのスペースを設けたいと考えている。どこにでもあるもので
はなく、市民の意見を十分聞き、総社流に工夫したい。

4 高齢者・障がい者福
祉

障がい者雇用について、従来の就労継続支援A型、B型に依存せず、次元
の違う質を目指して特例子会社の誘致をお願いしたい。

市長 特例子会社による障がい者雇用は、必ずしも障がい者の自立のためになるとは限らないと考えている。民間の
企業が障がい者の方々を広く受け入れていくような社会を作ることのほうが先にくる課題だと思う。

5 その他福祉 倉敷中央病院、倉敷平成病院のような専門的な治療を受けられる大きな
病院が身近にほしい。また、その中で、各病院や医院のサテライト運営
をしてはどうか。
さらに、医療センターを創設して市民検査を一元化し、もっと割安に利
用率の向上を目指してほしい。

市長 今ある市内の病院の機能をどのようにアップしていくかという点から、それぞれの病院による建替えや、機能
力をアップする動きに対しては、支援を検討していきたい。

6 その他生活環境 首都圏にあるようなまいばすけっと、ミニスーパーの誘致を図ってほし
い。

市長 今とくし丸が走っている。これから買い物難民の方々のお声を聞いたうえで、備えていきたい。

7 生活交通 雪舟くんを倉敷中央病院だけでなく、倉敷平成病院、川崎医大、倉敷成
人病センターへも送ってほしい。雪舟くんを乗り継ぐ場合の割引を３０
０円プラス３００円ではなく、プラス１００円とかの追加料金にして負
担を軽減してほしい。

市長 市内は我々の自由にできるが、倉敷側のバス会社やタクシー会社の利益を圧迫するということで拒否される。
利便性を上げながらお互いが共存共栄できるシステムを作っていくべきだと思う。難しいハードルがあるけれ
ども、検討していくべき将来の課題だと思う。

8 商工業・企業誘致 商業施設の活性化。高齢者の居場所、コミュニケーション場所の確保の
ために中心市街地に１００円程度の循環バスを運行してほしい。

市長 商業施設の活性化は、特に駅前が寂しいのでやるべきだと思う。清音駅周辺も含めて誘致活動をやっていく。
循環式バスは、やっても誰も乗らないので考えづらい。

9 教育施設 総社市には夜の居場所、勤務後の文化施設がない。図書館の時間延長、
休館日は月に１回としてほしい。

市長 よりよい図書館のスタイルになるように考えていきたい。市庁舎建替えの中に何を入れ込むかということも含
めて皆さんの意見を拝聴して進めていきたい。

10 防災・水防 災害復興ビジョンとか災害復興計画に組織運営、組織づくり、人づくり
の視点が欠けているのではないか。

市長 職員の教育は、市民と寄り添う、お互いが支えあいながらやっていく。市の財産だと思って、育てていきた
い。今回の災害で職員全員が現場に出て皆さんの苦悩を感じさせていただいた。知識と経験だけでなく、そう
いうことを肝に銘じて職員を育てていく、教育をしていく。

11 防災・水防 黒田は一本道で水害で浸かると、食べ物も作れない。災害対策本部から
非常用の食料を支給してもらえないか。

市長 孤立した場合、できる限りどんな支援でもさせていただく。ドローンも購入したので、空から食料を届けるこ
とも可能になった。備蓄も含めて最大限の配慮をさせていただきたい。
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12 子育て支援 平日日中は小児科が開いているが、夜中に子どもに喘息発作があったと
きに、小児科が開いていない。夜間の小児救急病院があればありがた
い。

市長

保健福祉部長

消防長

総社市の弱い部分であり、今後改めていきたい。医師会ともご相談して、先生方にご協力をお願いする。あわ
せて、市内の病院の機能強化の動きに対しては、支援を検討していきたい。

夜間当番医は水曜日と金曜日に行っている。市のホームページか広報紙で確認したうえで受診していただきた
い。また曜日を問わず診療ドクター杉生などでご対応いただけるが、事前に連絡をしていただく必要がある。
わからない場合は市役所の宿直に電話いただくと案内させていただく。

夜間の小児救急については、倉敷中央病院、川崎医大へダイレクトに搬送しているのが実情。遠慮なく１１９
番をしてください。

13 観光 陸海空の拠点を持ちながら、観光客が増えない。観光客の誘致に努めて
ほしい。

市長 様々な観光資源がある中で、１年間の観光客数が８０万人は少ない。誘致活動に努めてまいりたい。

14 防災・水防 災害時に高齢者、乳幼児、障がい者が安心して積極的に逃げられる避難
所の確保、それぞれに合わせた避難の方法を考える必要がある。

市長 避難指示は絶対、レベル４。とにかく死なないでくださいという状況。その時に個別対応は間に合わない。昨
年の災害で我々も反省し勉強した。すべからく急ぎ、環境を整えていきたい。とりあえず逃げてくださいの場
所からそれぞれに分けていくことを最速スピードでやっていきたい。ペット避難所も初日から用意していく。

15 文化財・文化振興 きよねの歴史遺産と昔のくらし（仮称）の発刊をお願いしたい。 産業部長 むしろこちらからお願いしたいと考える。全面的に協力させていただく。

16 文化財・文化振興 歴史広場の中の三因古墳群、三因千塚の古墳番号が腐って見えなくなっ
ている。

産業部長 早速、明日確認させていただく。

17 その他教育 地方分権一括法で、これまで教育委員会の管轄だったものが市長部局に
移すことが決まったがどう思うか。元々一般行政からは政治とは関係な
い教育行政を独立するという考え方があるが、気になる。

市長 ４月１日から教育委員会の社会教育部門と学校教育部門を分けて新たに文化スポーツ部を設けた。国のルール
として今から４年前に教育行政の責任者が市長に変わった。教育大綱は私の責任で作ったが、細部については
教育の尊厳と独立性が保たれるようにやっている。教育の中立性は注意して行っていく。

18 防災・水防 今清音で求められているのは避難所。できたらふれあい広場を避難所に
してほしい。避難所にするにはどうしたらいいか考えてほしい。

市長 意見をよく聞いて、変えるべきは変えるし、変えてはいけないものもあると思う。一番はその人が近いところ
でそこに逃げたいと思う人はそこに逃げてもらえたらいい。新たにどこを避難所にするかは、地元の方とよく
協議をして命が守れるほうを選択するということを決めていきたい。最終調整で避難所を確定しているので、
ご相談ください。

19 道路 血吸川沿い道路の舗装が悪い。ゴルフ場利用税を使って修繕してはどう
か。

建設部長 現在、交通安全、事故・転落の防止に力を入れており、道路補修が行き届いていない部分があり申し訳ない。
現場を見てできる限りの対応をしていく。
ゴルフ場利用税については、目的税ではないため直接充てることは難しいと思われるが、関係部署で検討す
る。

20 生活交通 雪舟くんを倉敷だけでなく、岡山の病院へも行けるようにしてほしい。
特に足守、高松地区など総社に近い病院は利用者も多い。東部地域では
利用率が低いのが現状。

市長 岡山市と相互乗り入れが可能かどうかというところから交渉していく。しばらく時間をいただきたい。倉敷中
央病院については、山手村時代からの流れがあり、特殊な事例。また、東部地域においてどのようなサービス
が良いかということについても意見を聞きながら考えていきたい。

21 生活交通 免許返納を検討していて、雪舟くんの利用も考えている。運行状況や利
用方法など教えてもらいたい。パンフレットもあればいただきたい。

市民生活部長

市長

運転に不安があれば雪舟くんへ切り替えを相談してほしい。パンフレットは明日にでもお持ちします。不明な
点は交通政策課（92-8249）にお尋ねいただければ丁寧に対応します。

登録すれば誰でも乗れる。乗る30分前、帰る30分前に92-1111に電話をすれば雪舟くんが来ます。

22 生活交通 市長発言について。聞く話では帰りの予約は30分前に電話してもとれな
いと思う。現実はもっと厳しいのではないか。

市長 朝の便あたりは取るのが難しいが、行きで乗った便の運転手に帰りの予約をすると必ず乗れる。まずは自分で
一度乗ってみていただきたい。
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23 防災・水防 避難判断についてご指導いただきたい。前川が近く危険な水位に達する
こともある。第一避難を町内の集会所に、第二避難を下林公会堂に設定
している。
第二避難を判断する目安となる指導・指針があれば教えてほしい。ま
た、市公式LINEの使用法も知りたい。

危機管理室長 前川に一カ所水位計があり、インターネットで確認できる。LINEでも特に水位が危険と思われる河川は情報提
供するので参考にしてほしい。

24 防災・水防 レベル４の避難指示が出た場合、全員避難すれば避難所で収容しきれな
い。自分の命は自分で守るしかないのか。

危機管理室長 正直、市の避難所で全員を受け入れるスペースが今はない。自宅の２階や近隣で安全な場所などへの避難が必
要な場面も想定される。自主防災組織で普段から地域の危険箇所を把握するなどしていただきたい。

25 生活交通 岡山市の429号線を軸に、バス路線のように停留所や枝線を作る施策が
あると聞いた。岡山市に確認してみてはどうか。

市民生活部長 明日、岡山市に確認を取り、前向きに協議します。

26 防災・水防 H17.12月の議会でポンプの設置要望を出し、全員一致で採択していただ
いた。しかし、未だ担当課からは県の補助金をもらうまでできないと回
答を受けている。どのような状況なのか。

産業部長 できるだけ早い時期に県と折衝して、実現できるよう取り組む。

27 防災・水防 ポンプ設置要望については、議会の承認も得ている。議会では状況をど
のように把握されているのか。
防災を進めているが、事前に要望が出ているにも関わらず設置が遅れて
被害を受けたらどうするのか。きちんと把握してもらいたい。

議会 今後、早期に設置ができるよう当局と一緒に頑張って参ります。ご迷惑をおかけして申し訳ない。

28 職員 新入職員の５年間の定職率はどうなっているか。また、係長クラスで中
途退職した職員はいないのか。

総務部長 最近では、一般職１名、技術職１名が転職を理由に退職しています。また、幼稚園などの女性職員で結婚を機
に退職した職員が数名います。

29 職員 総社市はトップを目指すとのことで、仕事の大変さから悩んで辞めた方
はいないのか心配している。

総務部長 そういった理由での退職者はない。

30 その他教育 総社市全体を英語特区とする構想はないか。 教育部長

市長

教育長

現在、人口が減っている地域で校・園を盛り上げて人を呼び込むという思いももってやっている。英語につい
て全市内でレベルを上げたい思いはあるが、現状の形でしばらく続けさせていただきたい。

特区制度は、廃校・廃園の危機があるような地域を盛り上げる意味でもやっている。もうしばらく見極めさせ
てほしい。いわゆる過疎地域が軌道に乗れば、新たな学区を特区にすることも考えたい。

現状は総社市の小中学校は転入生が増えている。学力も4年間ずっとトップレベル。特区だけが際立って良い
という訳ではない。全体でレベルが上がるようにという信念をもってやっています。

31 河川・橋 国府川の改修工事について、約30年前（平成3～4年頃）の計画を元に続
いている。もう少しスピードを上げた設計にしてほしい。当初とは状況
も変わっている。現状に適した工事をお願いしたい。
また、工事が進まない理由としてスイゲンゼニタナゴがあるが、この魚
はもういないと思う。絶滅宣言などをして工事を進めてもらいたい。

建設部長 進捗が遅くなり、申し訳ない。昨年度は測量設計にお金を費やした。補助金がカットされ、単年度に多くでき
にくいという状況も理解いただきたい。
基準については、豪雨災害などにより国の基準が変わるのではと期待している部分がある。国の見直しを待た
なければそういった設計ができないので、そこについても理解いただきたい。
また、スイゲンゼニタナゴは昨年は未調査だが、その前年に2匹の確認報告があり、まさに絶滅危惧種といえ
る。
昨年度事業の詳細については、事務所で改めてお話したい。

32 その他建設 飲食店「阿曽房」を経営していたが、4/14に市の建築指導担当者と県の
方が来られ、調整区域なので営業できないと伝えられた。今は閉店して
毎日寂しい思いをしている。市長はこの件を知っていましたか。

市長 報告は受けていたが、詳細な状況は今初めて聞いた。
今後のことについて、阿曽房さんが思うところと行政が許せる範囲を研究する。
どうすれば営業できるようになるかということを話し合って、阿曽房さんを訪問するようにします。県も含め
て、協力していきたい。

33 防災・水防 今後災害等が起きた際、畑野地区のねじます池という溜め池が決壊した
場合のシミュレーションをしてほしい。

産業部長 西日本豪雨により、ため池が崩れた場合のハザードマップ作成が義務付けられた。作成する。完成までに異常
があれば農林課に連絡を。

34 地域の要望工事など 部長マニフェスト、建設部長３項目の「土木担当員区域の見直し」、具
体的にどのようなことをするのか。

建設部長 土木担当員区域と小学校区域が違うところについて、区域を合わせる。

35 防災・水防 槙谷ダムに、通常のような底を抜く放流施設はないのではないか。今後
豪雨が起きた場合、昨年のように明治橋が冠水している状況では放流し
ても高梁川に水が抜けないので、非常時前からある程度水位を落とせな
いか。

産業部長 農業用水の放流ゲートが一か所ある。緊急時には槙谷ダムのコントロールも必要となる可能性がある。
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36 防災・水防 池田小学校に分散備蓄しているとのこと。災害時池田小学校まで避難で
きず地区の公会堂に避難した場合は、備蓄品は配布してもらえるのか。

危機管理室長 指定避難所以外でも、避難場所の連絡をもらえればできる限り支援する。届け出避難所という制度もできたの
でぜひ手続きを。

37 農業関連施設 豪雨後の復旧が手つかずの場所が多くある。 産業部長 お詫びする。急いでやる。
38 地域の要望工事など 土木担当として。何度要望をしても進まない、見通しも連絡がない。 建設部長 申し訳ない。今度要望に来た際、これは早くやってほしい、というものを教えてほしい。

39 人権・男女共同参画 同性カップルの婚姻届を受け付けているというのは本当か。 市長 憲法で同性婚を認めていないので、婚姻届は受けていない。市として同性カップルを認めるということをやっ
ている。

40 防災・水防 豪雨後美袋の知り合いの家の片づけを手伝った。畳の工事費について納
得がいかず担当者と何度も話し合った。
災害に関するお金・補助金の査定の仕方、基準について知りたい。

政策監 担当者がいないので後で調べて対応する。

41 地域の要望工事など 高速道路と道路の間のフェンスから、木の枝などが道路へはみ出してい
る。どこへ処理するよう言うべきか。

建設部長 NEXCOへ言う案件だが、私から伝える。明日見に行き、連絡する。

42 学校教育 複式学級のメリット・デメリットを教えてほしい。 教育長 メリットは、手厚く一人ずつ見れること。デメリットは、いろんな人・子どもと関わることができないこと。
池田小は中央小と交流を行っている。

43 学校教育 池田幼稚園の今年度入園者０人。行政側から見たアドバイスがほしい。 教育長 池田を見てもらうため、今年は南や常盤からのツアーを組みたいと思っている。

44 学校教育 池田幼稚園をぜひ残してほしい。井風呂谷公園のローラーの滑り台を直
してほしい。

市長 子どもの数を増やすことに全力を傾ける。特区なので、交通手段のことも含めて研究していきたい。

45 学校教育 子どもができたとき、池田小のような児童数が５人１０人の小学校に入
園させたくない。別の小学校へ通えるようにするか、合併するなどでき
ないのか。

教育長 合併はしない。通う学校を変えるには理由・条件が必要。ルールがあるので学区を変えるのは難しい。

46 農業関連施設 法面が荒れており、水漏れや崩れを直すのに大変な労力とお金がかか
る。いい方法はないか。

産業部長 持ち帰り検討する。

47 防災・水防 宍粟の避難所はサントピアだが、昨年豪雨の際、広報車が宍粟の人は湛
井の公会堂へと言っていた。緊急のときは正しく情報伝達を。

政策監 避難所等、全市見直しをかけている。広報も間違わないようにしていく。

48 防災・水防 避難所の届出申請制度で今回下村公会堂を申請した。土石流の警戒範囲
だが、避難所として指定してもらえると助かる。

危機管理室長 届出避難所の申請制度は地域で推進していただきたい。市としても把握して支援していきたい。最終的には現
地調査などもしたうえで結論を出す。

49 防災・水防 サイレンは、ほかの地区にできて、なぜ下村地区にはないのか。 危機管理室長 現在地元と協議をして５カ所だが、予算の関係も含めて検討していきたい。

50 河川・橋 昭和４８年の洪水の時に、１８０号線の佐理の喫茶店の前が濁流に流さ
れて危ないため、地区住民や消防団で土嚢を積んだりした。大水の時に
は、佐理の前は通常時と違うので検討を願いたい。

建設部長 いただいた意見を県にもしっかり伝えて、今後の河川整備をやっていただきたいとお願いしていきたい。

51 河川・橋 川底の工事の具体的な内容を明記してほしい。 建設部長 現在県で測量している。この結果で１０月からの渇水期には、かかれるようにお願いしているので、今少しお
待ちください。

52 河川・橋 一級河川に不要な土砂を垂れ流し状態。しっかり管理してもらいたい。 建設部長 県の委員会に通水を阻害している状況を加味して考えてほしいということをお願いしている。再度連絡させて
ください。

53 河川・橋 谷川の浚渫していただいている。河口口に小さい土砂がある。 建設部長 何本か既に計画しているところがあって、後でお返事させてください。

54 市政全般 若者が帰ってこれるような、移住者がこれるような市営住宅などを建て
て、住民を増やせないか。

市長 空き家も含めて検討させてください。
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55 道路 新しい水内橋は１８０号線につながっている。国道は市民のための道
路。市民の道路にしてもらうと助かる。大きなトラックはバイパスを走
ればいい。

建設部長 水内の地区の方が出るためにはどうしても水内橋は１８０号線にタッチする。１８０号線のかさ上げをお願い
しているが、現在バイパス計画はありません。

56 その他建設 除草作業を毎年しているが、通学路に入ってきてくれるのが遅い。検討
してどこを順番にいくのかみたいなことを考えてほしい。

建設部長 タイミングを知らなかった。明日必ず草刈りのタイミングも配慮してくださいと伝える。

57 生活交通 雪舟くんの運用方法が今の状況で十分役を担っているのか。運用方法を
もう一度しっかり検討して、本当に必要性に応じたものが提供されるよ
うにしてほしい。

市民生活部長 見直す時期ではないかとの意見もあるので、直せるところは直す、継続するところは継続するところで頑張っ
ていきたい。

58 防災・水防 災害時、昭和地区に７２時間以内に総社市内から応援がくるまでの間、
何とかしのげるだけの備蓄倉庫とかができないか。

危機管理室長 現在復興計画の中で、防災の拠点として昭和地区に倉庫の建設ができないか検討中。昭和中学校、維新小学校
をお借りして毛布や水、アルファ米などを分散備蓄している。

59 広報・広聴 ガラス張り公開市長室を昭和地区全体でここだけでやるのは、なかなか
細かい要求がでてこない。問題は解決できないと思う。

市長 できるかぎり各地域へ出かけてまいりたい。

60 防災・水防 去年の水害でどこまで水位がきたというのを日ごろから見えるように、
総社市内いろいろなところへしたらいいのではないか。

市長 水が上がった場所については形に残すようにやっていきたい。みんなが知っておきべきだと思う。

61 下水道 あおいハイツの汚水処理施設について要望する。 環境水道部次
長

現在あおいハイツ理事会と協議中。引き続き話し合い、検討していく。

62 高齢者・障がい者福
祉

少子高齢化に対する市の将来的ビジョンを示してほしい。 市長 高齢化に伴い財政が厳しくなる中で、健康政策にお金をかけて健康な人を増やし、医療費や介護費を下げるこ
とに傾注していく。小学校区の各地域で介護や子育てなど、互いに支え合う仕組みづくりを進める。今後人口
が減ったときに人口構成がどうなるのか見据えながら、対策を進めていく。

63 高齢者・障がい者福
祉

障がい者雇用について、A型事業所は、最低賃金を保障しているから運
営できず倒産が相次いでいるのでは。国へ要望してほしい。

市長 最低賃金の保障は必要と考えるが、A型事業所が利用者の工賃を確保するにあたっては、サービス給付費を利
用者の工賃に回してもよいやり方に戻す必要があると考える。この点の運用の在り方を変えていくべきではな
いか、と厚生労働省に申し上げていく。

64 地域の要望工事など 秦地区から上原用水へ排水を流すための穴に、堰の板がはまっている。
雨の際、板を操作するのが危険なので、ハンドル式に変えてもらえた
ら。

建設部長 土木担当の池上さんと話をしている案件。危険が伴うかどうか池上さんとよく話し、改善すべき点は改善す
る。

65 学校教育 交通指導員をしている。総社中学校南側の点滅信号の交差点は、以前事
故もあったがガードレールやブロックがないので整備を。

教育部長 ５月に緊急で通学路の安全点検を行い、総社中学校から１番目に改善の要望をもらった箇所で、すでに工事の
段取りに入っている。ガードパイプを付ける予定。

66 道路 総社大橋から消防署までの道路、歩道と車道の間に土砂がたまっている
ので掃除をしてほしい。

建設部長 明日備中県民局へ伝える。

67 地域の要望工事など 西仮設住宅の用水路、掃除もしないで排水を出しているので水がたまっ
ており、悪臭や虫が湧く。

建設部長 明日現場を見て確認する。

68 まちづくり支援 自由枠交付金、割り当てが人口割なら面積も含めたものに見直してほし
い。川西は総社市の２分の１の面積があるが、人口は全体の２割のた
め、管理が大変。

市民生活部長

政策監

３年に１回見直しを行っているので、面積も含めて検討する。

道路・水路の延長、ため池の個数、法面なども対象。すでに人口割だけでなく面積も換算している。
69 河川・橋 国分寺の南からの進入路、コンクリートの水路があるので手すりを。 産業部長 県の自然公園条例特別地域だが、安全も確保しなければならない。即答はできないが持ち帰り検討させていた

だきたい。

70 市政全般 これまでを振り返り、市長として自分自身の評価はどれくらいか。 市長 一生懸命やってきた。６０点はもらえるかと。
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71 道路 富原のメインストリートは緊急車両が通らない。市からの指導のもと、
地権者全員の同意と捺印を集め市に提出したが、数年たっても音沙汰な
く不信感がある。進捗状況の説明を。

市長 各地のインフラ整備はやっていく。要望箇所が多いため順番はあるが、予算は減らさない。

72 生活交通 桃太郎線LRT化について。負担金が相当かかる。再考の余地があるので
は。

市長 利便性を上げていくことは、一つの方法として大事なので、進めていきたい。LRTを作って総社市全体を上げ
て、その波及効果を川西にもってくる。LRTと川西がいかに二次交通システムで連結していくか。将来的に川
西にもLRTを伸ばすことを視野に入れながらやっていく。

73 文化財・文化振興 新本地区での公道改善前に行った発掘調査について、本を作ってほし
い。

産業部長 いまだ報告書ができていないこと、お詫びする。スピードアップして取り組んでいく。

74 防災・水防 西日本豪雨から１年。市長・職員にお世話になった。ありがとう。今後
も支援を。

政策監 我々も復興に向かってがんばっていく。

75 生活交通 山手には鉄道がなくLRTの恩恵も少ない。雪舟くんの台数や稼働率、課
題は何か。また、雪舟くんを公共交通機関の代理とすることはできない
か。鉄道や観光地への接続も検討してほしい。

市長

市民生活部長

LRTについて、アクセスの良さを山手にも普及させるように考えていく。
雪舟くんは今９台。雪舟くんの利便性を上げていくことが今後の課題と考えている。

稼働率について、岡谷と宿の利用が多い。市全体の年間稼働率は右肩下がりの状態。利用時間は午前中に集中
している。
課題は、利用者・登録者数が減少傾向であること。高齢でも多少無理をして運転されているケースも考えられ
る。簡単に利用できることを周知していきたい。観光や循環、駅との連結についても今後の課題と考えてい
る。

76 農業関連施設 ため池の防災管理はできているか。
2017年12月に農林課へ依頼した岡谷の大池についての対応はどうなって
いるか。地頭片山の明治池について、周辺が宅地化されているが、必要
性についての検討はいかがか。

- 後日回答

77 その他建設 都市計画法による開発許可の許可権限について、市が県から許可権限を
譲り受け、地域づくりをする考えはないか。

市長 今後よく考えてやっていきたい。

78 その他建設 建築許可に伴う個人道部分について、市で寄付を受け、市道とする考え
はないか。

- 後日回答

79 道路 県道水別総社線の未改良区間について、市から県へ働きかけ改良を要望
する考えはないか。

- 後日回答

80 道路 市道岡谷支線3000号道の昇降路と法面の改良をお願いしたい。 - 後日回答

81 生活交通 西郡地内、過去に複数の交通事故が発生している交差点に信号機を設置
してほしい。

市民生活部長 市から警察に依頼し、事故が少なくなるよう取り組みを強化していく。合わせて、ドライバーの意識向上やな
どの工夫にも取り組んでいく。

82 道路 やよい広場南の道について、一昨年に拡幅していただいた。その続きの
部分についても拡幅をお願いしたい。

建設部長

市長

土木担当からも要望いただいているが、他との優先順位の問題もあるので、もう少し待ってほしい。

どこも大切なので、検討しながらできる部分はやっていきたい。

83 道路 西郡752番地の危険箇所について対応をお願いしたい。 建設部長 宅地の協力も必要な案件であり、簡単にはいかないことを理解いただきたい。

84 道路 福山の道について、道の途中に東屋を設置してほしい。また、危険箇所
の整備をお願いしたい。

産業部長 多くの人が利用する道であるので、相談させていただきながら整備していきたい。

85 下水道 山手の第一ポンプ場から総社の公共下水まで圧送管を敷設しているが、
この完成はいつになるか。

環境水道部長 令和２年度完成予定で工事を進めている。

86 下水道 公共下水処理場の管理を今後どのようにされるのか。
処理場がなくなると中水道がなくなる。そのあたりについての地元説明
会をお願いしたい。

環境水道部長 中水利用の問題も含めて検討を行っている。地元説明会についてはぜひ開催したい。
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87 施設・財産管理 昨年まで公民館分館に研修視察の補助金がついていたが、今年から廃止
された。復興もあるので仕方ないが、今後も復活はないのか。

文化スポーツ
部長

今の段階では補助金がどうなるか明言できない。

88 施設・財産管理 分館の研修視察は親睦の意味合いも大きい。市の研修バスは規則で飲酒
が禁止されているが、補助金が今後も復活しないのであれば、規則を緩
めてもらうことはできないか。

総務部長 飲酒については検討させていただく。

89 観光 観光案内所に置いてあるパンフレットの英文表記が誤っている。撤去し
た方が良いのではないか。

産業部長 直ちに回収して正しいものに修正する。

90 その他上・下水道 総社市で水道管の更新時期を迎えている。有収水量も減ってきている。
市の水道当局は将来ビジョンをどうお考えか。

市長 これからのビジョンは大きく二つ。一つは、自分の井戸に頼らず岡山県広域水道企業団の水を買う率を増やす
こと。もう一つは、民営化の議論をいずれしなければならないということ。そのときは改めて市民の皆さんに
相談する。また、有収率を高めることにも取り組むが、そろそろ料金改定をお願いしなければならない時期に
なっている。

91 施設・財産管理 新庁舎に障がい者が働くことができる居場所（食堂・カフェ・売店）な
どを設けてほしい。

市長 障がい者のためのスペースの設置や動線の確保について考えていく。新庁舎の計画については、障がい者に限
らず、市民の皆様の意見を聞きながら進めていきたい。

92 その他教育 幼稚園・こども園の新採用職員についても、今後、冒頭の挨拶に参加さ
せてほしい。

教育部長 わかりました。
本日も会場に新採用職員が来ているので自己紹介をしてもらいます。

93 高齢者・障がい者福
祉

障がい者千五百人雇用について。雇用とみなす要件を設けているか（1
日何時間以上、一週間に何日以上、賃金が月額いくらなど）。

市長 雇用のカウントに当たって、要件・基準は設けていない。

94 その他教育 保育士、幼稚園教諭の格差を是正する一貫した賃金体系を作ってもらい
たい。

市長 保育士の賃金については処遇改善に取り組んでいき、幼稚園教諭との格差を是正したいと考えている。

95 防災・水防 自主防災組織について。防災への認識が違う中、避難指示を伝える方法
をどうすれば良いか。どのように組織を作っていけば良いか。市にも一
緒に考えてもらいたい。

市長 災害発生時の避難者を１人でも多くしていくことが課題。誰が、どの地区に避難指示・避難場所を伝えるかと
いう決まり事をこれから作っていく。できる限り早急に整えていくので、協力をお願いしたい。

7 ページ


