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【問８】問７の回答を選んだ理由をご記入ください。（任意回答） 

 

 

 

 
【参考】 

 
問７ 下記の中から，市役所に特に力を入れてほしい施策の分野を選んでくだ

さい。（１つに〇印） 

 

１．だれもが安心して住みたくなる総社・一人ひとりの人生をサポートする 
（子育て，健康・医療，高齢者福祉，障がい者・児福祉，ひきこもり支援） 

 

２．だれもが安心して住みたくなる総社・生活をどんどん便利にする 
（住宅・都市基盤・公共交通など，移住・定住促進） 

 

３．だれもが安心して住みたくなる総社・市民の安全を守り抜く 
（防災・減災・消防，防犯・交通安全・消費者保護，復興，自然・環境， 

感染症対策） 

 

４．だれもが安心して働きたくなる総社 
（雇用，企業誘致・商工業，農林業） 

 

５．だれもが安心して学びたくなる総社 
（学校・幼児教育，家庭・地域教育，スポーツ・文化・生涯学習， 

人権教育・青少年健全育成） 

 

６．だれもが安心して集いたくなる総社 
（市民参加，広域連携，市役所・公共施設，魅力発信） 

 

７．だれもが安心して訪れたくなる総社 
（観光） 

 

８． その他（               ） 

 

 

 

  

記述式の主な意見・回答 

資料② 
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「１．だれもが安心して住みたくなる総社・一人ひとりの人生をサポートする（子

育て，健康・医療，高齢者福祉，障がい者・児福祉，ひきこもり支援）」を選択

した方の理由 

 

【子育て】 
〇少子高齢化が進んでいる今日，「子育て」を皆が応援しないと子どもの数が増

えない。（男性・60代・総社小学校区） 

 

〇子どもから高齢者まで必要なサポートを手厚く充実して頂き，相談しやすい

環境をしっかり整えてほしいから。（男性・60代・総社小学校区） 

 

〇子どもの学童利用について，小 3までしか預けることができない現状があり，

共働きの身では，せめて中学年の内は預かりが可能となって欲しい。（女性・50

代・総社小学校区） 

 

〇子育て支援を徹底すれば若年人口が増え，消費活動も増える。経済が活発にな

り街の発展につながると思う。未来を見据えた投資をしてほしい。（女性・30

代・総社小学校区） 

 

〇これから子育てが始まるので，子育て王国そうじゃをとても期待している。一

緒に育てていきたい。（女性・40代・常盤小学校区） 

 

〇家族に子どもが多いことと，そのなかに重度の障がいを持つ子どもがいるの

で，子育て支援，障がい児（者）支援をもっと充実させてほしいと思っている。

（男性・40代・総社東小学校区） 

 

〇子どもが満足に生活できるようにしてほしい。新規を増やすのではなく，今住

んでいる住民を満足させて欲しい。（女性・30代・総社東小学校区） 

 

〇保育園に入りにくい（待機児童が多い）。（女性・50代・阿曽小学校区） 

 

〇私には４人目の子どもが生まれるのですが，働きやすい環境づくりや子ども

を育てやすい総社にしてほしい。子どもが多いと働きづらいし，お金が必要な

のに稼げないのが困るので，子育てしていても安心して住めるならうれしい。

（女性・20代・山手小学校区） 
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〇自分が子育てをしているから。子どもが大きくなり，もし家から出たとしても，

「実家にかえろうかなぁー」と自分も総社で子育てしてもらえるような場所に

なって欲しい。また，これから先も医療福祉は大事になり，高齢者数も増える

のでサポートは大切だと思う。（女性・20代・清音小学校区） 

 

〇子どもらが住みやすい総社市であってほしいため。（男性・30代・常盤小学校

区） 

 

 

【健康・医療】 
〇一人高齢者，障がい者，障がい児の保護者など，いろいろな人の心のケアをサ

ポートして欲しいと思います。どこに相談したら良いのか，相談したくてもで

きない人に声を掛けてくれたり，相談しやすい場を作って欲しいです。（女性・

50代・総社小学校区） 

 

〇高校卒業までの医療費を無料にしてほしい。（女性・40 代・総社東小学校区） 

 

〇両親が高齢のため，医療機関が充実していると安心するし，自分も将来ここに

住み続けたいと思うから。（女性・40代・常盤小学校区） 

 

〇総合病院があれば助かると思うのですが。高齢になった時，入院が必要となっ

た時，市外の病院への移動など不便を感じます。総社市内で対応できると看病

する側も負担が軽減されると思います。（女性・50代・神在小学校区） 

 

〇かかりつけ医から検査とか入院の為に，倉敷中央病院，川崎へ行くのが車の運

転ができないのと，大病院は手続きとかできにくいので，総社市内に総合病院

があればといつも思う。（女性・70歳以上・山手小学校区） 

 

〇コロナワクチン等医療の早急対応が早い。（男性・70歳以上・総社西小学校区） 

 

 

【高齢者福祉】 
〇これから２～３年後，今以上に高齢者が増加し介護士が必要となる。また，介

護士の給料はとても安い。行政に力を入れてほしい。（男性・50 代・総社小学
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校区） 

 

〇子どもから高齢者まで必要なサポートを手厚く充実して頂き，相談しやすい

環境をしっかり整えてほしいから。（男性・60代・総社小学校区） 

 

〇自分自身が年をとり，将来の生活に少なからず不安があるため，弱い立場の人

にも住みやすい総社市であって欲しい。（女性・60代・総社小学校区） 

 

〇高齢者に対しての在宅医療であったり，施設がまだ不十分と思います。高齢化

社会を支援するサービスの充実，補助があれば…。今後働きたくても介護で働

けなくなる人口が増加するのが，何らかの支援で支えてもらえるような社会を

作ってほしい。（女性・40代・総社小学校区） 

 

〇自分の世代が多い世代なので，それ以降に生まれた子どもが少ないため，自分

達が年をとるにつれ，サポートがきちんとされるのか…雪舟くんの様に店や病

院に行きやすい利便性を続けてもらいたい。（女性・40代・総社北小学校区） 

 

〇高齢社会に強い町づくりを望んでいるから。（女性・60代・常盤小学校区） 

 

〇子育て王国と言われるように，子育て世代には，とても良くなってきていると

見ていて思います。障がい者の方にも，ひきこもりの方にも，それぞれ施策を

講じて次第に良くなっていくのではないでしょうか。が，高齢者にとって住み

やすい総社とはあまり感じません。年金暮らしのお年寄りが満足しているとは

思えません。すべての世代に平等に優しい総社になって欲しいです。（女性・50

代・秦小学校区） 

 

〇年齢的に健康・医療・高齢者福祉に関心があるので，最近は若い世代が親世代

と同居することが激減し，高齢者だけの世帯が増えており，自分にも可能性が

あるので，高齢者だけでも安心して暮らせる事を望みます。（女性・60 代・総

社西小学校区） 

 

〇老後の一人ひとりの人生をサポートして欲しいから。（男性・70歳以上・山手

小学校区） 

 

〇人と人とのつながりが弱くなっているので，困っている人が放っておかれる

社会になるのではと危惧している為。人の心の余裕がなくなってきていて，他
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人を心配する気持ちが失われているような気がする為。（男性・40 代・総社北

小学校区） 

 

 

【障がい者・児福祉】 
〇子どもがダウン症で，住みよい街を探して総社に越してきました。障がいがあ

っても便利に生活できるようサポートしてほしい。自立して過ごせるよう。（女

性・40代・総社小学校区） 

 

〇子どもが自閉症で知的重度の障害があります。これから先，大きな規模の障が

い者が暮らす施設ができる見込みはなさそうなので，小規模で重度障がい者の

グループホームが増える事を望んでいます。上記の要望も含めて，本人が生活

していくうえでのトータルサポートができるよう支援の充実を望みます。（女

性・50代・総社中央小学校区） 

 

〇家族に障がい者がいる為これからの生活の不安。（女性・70歳以上・総社北小

学校区） 

 

〇我家には障がいのある子どもがいます。困った事がある時，連絡するとすぐに

対応してくれます。話をよく聞いてくれます。これからも安心していつでも相

談できる場所であって欲しいと思います。（女性・60代・阿曽小学校区） 

 

〇家族に子どもが多いことと，そのなかに重度の障がいを持つ子どもがいるの

で，子育て支援，障がい児（者）支援をもっと充実させてほしいと思っている。

（男性・40代・総社東小学校区）≪再掲≫ 

 

 

【ひきこもり支援】 
〇子どもが仕事をしていないので困っている。（男性・60代・山手小学校区） 

 

〇体調をくずして家から一人で出られなくなり，孤独感やストレスを感じる事

が多いから。（女性・40代・清音小学校区） 
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「２．だれもが安心して住みたくなる総社・生活をどんどん便利にする（住宅・

都市基盤・公共交通など，移住・定住促進）」を選択した方の理由 

 

【住宅・都市基盤・公共交通など】 
〇人口は増えていて活気があっていいと思うが，住宅街の道路がコンクリがは

げていたり，道幅が狭かったり通りにくい場所が多いので整備してほしい。き

れいな街並みだと住みたくなると思います。（女性・30代・総社小学校区） 

 

〇既に防災減災には力を入れていただいており安心している。今後，便利に住み

続けていくためには，交通の整備，施設の充実を図ってほしい。（女性・50代・

総社小学校区） 

 

〇今後，家を建てることも想定しているが古い家や狭い道路が多い。市内中心部

とその周辺の土地が多くない。歩道が狭く自転車を利用しにくい場所がある。

（男性・20代・総社小学校区） 

 

〇空き家がたくさんあるので何とかしてほしい。（男性・70歳以上・総社北小学

校区） 

 

〇公共交通がもっと便利になってほしい。（女性・20代・総社北小学校区） 

 

〇車がないと買い物が出来ない（近くにスーパーがない）。（男性・60 代・総社

北小学校区） 

 

〇電灯が少なく，夜間水路への落下の危険を感じているため。（男性・20代・常

盤小学校区） 

 

〇働き世代が多く，同居ではない方も多いです。習い事でも使えるように子ども

も安心して使える市内循環バスがあると嬉しいです。（女性・30 代・常盤小学

校区） 

 

〇年齢を重ねても，運転が出来なくなっても総社の市街地に住んでいるのと同

じような暮らしが郊外でもできればよいなと思います（病院・スーパー等に気

軽に行ける）。（女性・40代・阿曽小学校区） 
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〇今後，高齢化が進むにつれて，生活の為に雪舟くんは，安く便利だが使い難い

と思います。（男性・40代・神在小学校区） 

 

〇住みよい市になり居住者が増えれば，雇用，医療，教育，交通もよくなると思

うから。（男性・50代・神在小学校区） 

 

〇都市基盤がしっかりしていれば，定住・雇用・教育・防災・観光などが自然と

つながって充実していくような気がします。（女性・50代・総社西小学校区） 

 

〇総社市は定住型の市だと思いますが，市街地に居住している人ほど周辺の方

は便利に生活できていないと思います。それぞれの地域にそれぞれの良さがあ

り，納得してお住まいだとは思いますが，もっと便利になれば良いと思います。

インターネットの活用や，インターネットを活用しづらい方へのサポートなど

が十分にあれば良いと思います。安全ではないと安心はできないと思いますの

で，各種安全面にも配慮していただきながら，少しずつ発展していければよい

と思います。（男性・50代・総社小学校区） 

 

 

【移住・定住促進】 
〇少子化の影響で小学校の人数もびっくりするくらい減っています。農業等の

担い手も高齢化が進んでおり今後が不安です。もっと若い人が増える，やる気

のある人が集まるような施策をおこなって欲しい。（男性・60 代・神在小学校

区） 

 

〇移住を希望する人が入って来やすいように。（女性・50 代・総社北小学校区） 

 

〇まず色んな所から総社に来て移住して欲しい為。（男性・30代・常盤小学校区） 
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「３．だれもが安心して住みたくなる総社・市民の安全を守り抜く（防災・減災・

消防，防犯・交通安全・消費者保護，復興，自然・環境，感染症対策）」を選択

した方の理由 

 

【防災・減災・消防】 
〇地域ごとで防災訓練をできる様にしてほしい。イベントが少ないと思った。

（コロナ前を知らないため）。（男性・30代・総社中央小学校区） 

 

〇災害に強い町作りが重要だと思います。（女性・60代・総社北小学校区） 

 

〇西日本豪雨の教訓を生かした災害対策の必要性を感じる。（男性・60代・常盤

小学校区） 

 

〇防災に関してはもっと調査し，充実させて欲しい。避難所として登録されてい

ても実際には利用できない施設が多いと感じる。災害が起きる前に早急にして

欲しい。（男性・50代・秦小学校区） 

 

〇災害が増えてきている中で，もっと安心して暮らせるようになると思うから。

（女性・10代・池田小学校区） 

 

〇いつ災害がおきてもおかしくない時代なので，防災に対して意識を高めてお

く必要があるため。（男性・40代・昭和小学校区） 

 

 

【防犯・交通安全・消費者保護】 
〇交通事故のない道路整備をお願いします。（性別不明・50 代・総社小学校区） 

 

〇防犯・交通安全において，市街地に比べ人口が少ない為しかたないのかもわか

らないが，もう少し街灯であったり考えて欲しい。老人が多い地域に若い世代

が住めるような環境を作っていかなければ今後の発展にはつながらない。（男

性・50代・秦小学校区） 

 

〇市民が安心して暮らす事が出来るまちづくりが重要と思う為。（男性・70歳以

上・山手小学校区） 
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【復興】 
〇災害の復興が進んでいるが，まだまだ力を入れて安心して住める街になるよ

うにしてほしい。（女性・70歳以上・維新小学校区） 

 

 

【自然・環境】 
〇現在の環境を維持してほしい。（女性・60代・清音小学校区） 

 

 

【感染症対策】 
〇ワクチン接種は早くて良かった。（男性・30代・総社中央小学校区） 

 

〇コロナの感染対策等が早目，早目に実施されているから。（男性・70歳以上・

常盤小学校区） 
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「４．だれもが安心して働きたくなる総社（雇用，企業誘致・商工業，農林業）」

を選択した方の理由 

 

【雇用】 
〇総社市内に魅力的な職場があれば，通勤時間の短縮など働き手にとってメリ

ットが多いから。総社市内に職場があることによって転入してくる人数も一定

数いそうだから。（女性・20代・総社小学校区） 

 

〇雇用を増やして，活気あふれる街になってほしいから。（女性・20代・総社小

学校区） 

 

〇雇用の安定が子育て，住みやすさにも繋がると考えるため。（女性・40代・常

盤小学校区） 

 

〇仕事は生活の基盤であると考えるから。（女性・50代・常盤小学校区） 

 

〇私たちが定年して，高齢者 60歳から再就職ができる環境があればいいと思う。

少しでも高齢者が働ける支援が必要と思う。（男性・50代・常盤小学校区） 

 

〇企業の中には人材不足が出ている。（男性・50代・中州小学校区） 

 

 

【企業誘致・商工業】 
〇企業誘致し雇用を推進してほしい。（男性・60代・常盤小学校区） 

 

〇魅力的な企業誘致，雇用増進をして欲しい。（女性・50代・総社小学校区） 

 

〇職業を探している時に，なかなか総社市に就きたいと思う職業がなかった為。

（女性・20代・総社小学校区） 

 

〇町を発展させる為には職場（企業誘致）が多いことが一番重要です。（男性・

50代・池田小学校区） 
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「５．だれもが安心して学びたくなる総社（学校・幼児教育，家庭・地域教育， 

スポーツ・文化・生涯学習，人権教育・青少年健全育成）」を選択した方の理由 

 

【学校・幼児教育】 
〇教育が行き届くと，子どもたちの未来も広がり，生活も豊かになるから。（男

性・50代・総社中央小学校区） 

 

〇学童保育を同じ学区で６年生まで希望者全員利用できるようにして欲しい。

今は人数が多く毎日学童を利用できない（週に１日決まった曜日が利用できな

い）。（女性・40代・常盤小学校区） 

 

〇子ども達と同居を考えていますが，地域に子どもがいなく，小学校も少人数に

なっており，通学にもかなり遠いのでスクールバスなどがあればと思います。

（女性・50代・池田小学校区） 

 

〇人をつくるのは教育だと思うから。（女性・60代・総社西小学校区） 

 

〇近隣の市町村も含め，過疎化（少子高齢化）で学校や地域の再編の時代を迎え

ているなと感じています。それに伴い変化が生じる事は，仕方のない事だと思

います。そんな中でも安心して学べる，学校生活が送れる環境が整う事を一番

に想います。この街で育った子どもたちが進学や就職で一度は離れたとしても，

この街に戻りたいと思えた，この街に戻ってきても夢の職業を続けられる，環

境（企業など），選択肢があると感じられる街だと良いなと思います。（女性・

30代・昭和小学校区） 

 

 

【家庭・地域教育】 
〇これから子育てを総社市でしていきたいと考えているから。（女性・20代・総

社中央小学校区） 
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【スポーツ・文化・生涯学習】 
〇古代吉備の史跡（作山古墳，鬼ノ城など）は，全国に誇れる資産であり，県と

市町村が連携して活用と発信に取り組むべきだ（作山古墳で本格的な整備活用

の動きはない。鬼ノ城は復元した城門の内部公開といった整備後の動きが乏し

い。）。雪舟生誕地の活用も考えてほしい。（男性・50代・常盤小学校区） 

 

〇岡山県自体が他県に比べて文化的に学べる施設が少ないように感じる。総社

市には教材となる史跡は多くあるので，それを活かした教育を進めてもらいた

い。（男性・30代・神在小学校区） 

 

〇スポーツができる施設，公園が足りていない。図書館が小さく，蔵書も少ない

しおもしろくない。もっとワクワクする様な魅力的な図書館になれば，もっと

利用したいです。（女性・40代・山手小学校区） 

 

 

【人権教育・青少年健全育成】 
〇今後の子どもたちの生活が豊かになってほしいため。（女性・30代・総社小学

校区） 
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「６．だれもが安心して集いたくなる総社（市民参加，広域連携，市役所・公共

施設，魅力発信）」を選択した方の理由 

 

【市役所・公共施設】 
〇高齢者をはじめ様々な世代が集い，何かをするような機会を気軽に作ること

ができればと思う。市役所や公共施設が市民の憩いの場，社交の場，活動の場，

困り事が言える場となるように気軽に出入りできる。このようなことが，人々

のつながりや助け合い，健康の向上になると思うから。（男性・60 代・常盤小

学校区） 

 

 

 

 

「７．だれもが安心して訪れたくなる総社（観光）」を選択した方の理由 

 

【観光】 
〇岡山の観光は美観地区しかない感じで，岡山のグルメも大した物がないので，

総社は鬼ノ城や古墳，備中国分寺など知る人ぞ知る観光スポットがあるので，

県外の人にアピールした方がいいと思います。また，総社と言えばこれという

ご当地グルメをこれから作った方がいいと思います（パンではないと思う）。

何か強引に作って（麺類がよい）それを吉備路マラソンのときにアピールすれ

ばいいと思います。（男性・50代・常盤小学校区） 

 

〇たくさんの人に総社の良さを知ってもらいたいと思っている。多分，ほんのち

ょっとしたアイディアで，おどろく程の変化が起こってくるのではないかと信

じている。いろんな方面の様々な人から意見を集めてみるのも良い方法だと思

う（色々な方法が必ずあると思う。皆で知恵を出しあって進めていければと思

っている。土地柄として，可能性はたくさんあるのだから。）。（女性・70 歳以

上・総社東小学校区） 

 

〇自然が豊かで観光名所も多いので，SNSやメディアでの発信を活発にし，観光

客を増やすことで総社市の経済も潤ってくると思うから。（女性・20 代・昭和

小学校区） 
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〇観光に行っても案内が少なく，車で行けなかったりする。案内の道路標識が少

ない。（女性・50代・清音小学校区） 

 

 

 

 

「８．その他」を選択した方の理由 

 
〇誰もが遊びに来たくなる総社。こんなにも自然がいっぱいで環境が良いのに，

整備されていないせいで，子どもが安心して遊べない。例えば高梁川沿い，水

辺の楽校とかいいながら，草ボーボーでトイレも汚ないし，キャンパー用に整

備してアスレチックとか，近くに道の駅とかつくって，他の地域からもっと遊

びに来てもらうようにすればいいのに…高梁川沿いに限らず，県北方面へ向か

う人は必ず総社を通って行くのだから，180号沿いももっと力を入れるべき（今

のところコンビニしか潤っていないと思います）。娯楽施設がないとか，大き

い病院がないとかはあきらめました。（女性・40代・常盤小学校区） 

 

〇市民一人ひとりが平等にいれる総社。（女性・40代・常盤小学校区） 

 

〇安心して住みたくなる総社。安心して住みたいが，一人ひとりの人生サポート

までは求めていない。どんどん便利も違う。学びや働き，観光も大切だけど，

特に力を入れてほしいとは思っていない。全体的なバランスだと思います。（女

性・40代・常盤小学校区） 

 

 

 


