
議会報告会（議会懇談会）における意見・要望等について 

 

河川について 

 

・水害時、橋の橋脚に流木やごみが絡まる。陀仏川の護岸に付け替えはできない

か。 

 ⇒【回答】 

  経年劣化により老朽化した橋梁は、新しく架け替えるのではなく、点検結果

などから、老朽度・周辺への影響・工法検討・費用検討など総合的に判断し、

コスト縮減と安全な通行確保に努めています。 

陀仏川で橋脚構造の橋梁があることは認識していますが、前述の内容によ

り検討した結果、維持補修工事により長寿命化を図る計画となっています。 

（建設課） 

 

防災について 

 

・新設の水門について、Jアラートと連動すると聞くが、台風の時に閉めないこ

ととなっているため、大潮の時に海から逆流して溝がポコポコあふれることが

ある。市の管理であれば、大潮の時に水門を閉めてもらいたい。 

 ⇒【回答】 

 全国瞬時警報システム（Ｊアラート）は、弾道ミサイル発射や緊急地震速報、

津波警報など重大な危機を伝える国の情報伝達システムです。 

陀仏川樋門施設については、Ｊアラートの伝達システムを活用し、津波の場

合のみ自動的に樋門開閉の有無を判断する仕組みとなっています。 

（消防防災課） 

陀仏川樋門については、津波や高潮などによる、陀仏川への逆流を防止する

ことを目的としています。 

樋門には、陀仏川の水を排水する機能はないため、台風など降雨が予想され

る場合は基本、操作は行いませんが、高潮のみの場合は、洲本川からの逆流を

防止するため、洲本川と陀仏川の水位や川の流量を見ながら対応してまいり

ます。（用地課） 

 

炬口漁港の緑地公園について 

 

・釣り客がよく利用しているが、トイレにホームレスらしき人がいて、カセット

コンロを使用していた。案の定、火事が起きた。また、火事のあともそのままに



なっており、景観が悪いので撤去してほしい。防犯カメラは設置できないのか。 

 ⇒【回答】 

  火災により被災した公衆トイレ外壁等につきましては、予算を工面し、今年

度に修繕するよう努めます。防犯カメラについては、費用対効果の面から、設

置は極めて困難と考えます。今後の状況に応じて、適宜対応してまいります。 

（林務水産課） 

 

国道バイパス関係 

 

・国道バイパス開通前に、この国道バイパス周辺を洲本市にどう生かすか検討し

ておいてほしい。 

 ⇒【回答】 

  国道 28号洲本バイパスについては、市内の交通混雑の緩和、学校への通学

者などの交通安全や災害時の代替え路の確保、観光施設へのアクセス強化な

どを目的に整備を進めており、その目的に沿った形での活用計画を検討して

まいります。（用地課） 

 

・旧淡路畜産試験場跡地について、平地でしっかりしているので市民の避難場所

や市民農園など市民の憩いの場所として整備してほしい。 

 ⇒【回答】 

  旧淡路畜産試験場跡地については、県所有地であるため、県の意向を確認し

つつ、地元から整備要望があることを伝えてまいります。（用地課） 

 

・国道バイパスの工事が進んでおり、炬口の方からトンネルが２５０メートルほ

ど来ている。旧牧場跡のところが出口だが、その高台のところを整地して、   

南海トラフのための防災公園（トイレ、水道、駐車場設置）にしてもらえるよう、

洲本市が県に交渉していただけないだろうか。 

 ⇒【回答】 

  （同上） 

旧淡路畜産試験場跡地については、県所有地であるため、県の意向を確認し

つつ、地元から整備要望があることを伝えてまいります。（用地課） 

 

・宇山地区、炬口地区、下加茂地区の３地区は急傾斜地が非常に多い。バイパス

工事の振動で影響受けているのではないか、そういう危険地域の調査の結果を

（危険度が高い場所など）、明確にしていただきたい。 

 ⇒【回答】 



  工事着手に当たっては、ボーリングによる地質調査や周辺の井戸の水位な

ど地下水の調査を行い、出来る限り周辺に影響が出ない、また、現地に応じた

工法により施工を行っていると伺っております。 

  事前調査については、工事により影響が出る可能性が高い範囲となってい

ますので、その結果をもってその地域を危険と認定するものではございませ

ん。 

  なお、早急に対策を行わなければならない急傾斜地につきましては、県の急

傾斜地崩壊対策事業などにおいて対応しております。（用地課） 

 

自転車専用道路について 

 

・サイクリング客が増えており、国道を走っているが危ない。自転車専用道路を

整備できないか。淡路市では道路に自転車専用のブルーベルトが出来ている。ア

ワイチもあるので早く整備してほしい。 

 ⇒【回答】 

  アワイチルートに位置付けられている国道は自動車専用道路ではなく、ま

た一部歩道がない区間もあるため、自動車と自転車及び歩行者が混在する危

険な箇所があるので、これまでも国に対し要望を行っています。 

  歩道や自転車レーンなどの整備は沿道の建物や用地に影響があるため、容

易に実施できるものではありませんが、引き続き、国に対して整備要望を伝え

てまいります。（建設課） 

 

歩道について 

 

・加茂中央線の宇山三丁目地点のところからマルヨシの方へ２００メートルほ

ど片面歩道である。中川原のスマートインターチェンジができてから、観光バス

とか乗用車がよく通って危険なので、要望として両面歩道がほしい。 

 ⇒【回答】 

  安全な通行を確保するため、両側歩道整備に取り組んでいます。（建設課） 

 

広報紙について 

 

・広報紙に、市民憲章を載せてほしい。知っている人が少ないと思う。 

 ⇒【回答】 

  今後、時機をみて掲載します。（広報情報課） 

 



・広報を理解できる人はいるのか。何％の人が読むのか。 

 ⇒【回答】 

  広報紙の毎月の発行数は、18,500冊となっており、町内会の協力を得て、

各戸に配布するほか、公民館など市の施設に配備しています。（広報情報課） 

 

・印刷業者は、入札して決めているのか。 

 ⇒【回答】 

  原則、入札で決定しています。（広報情報課） 

 

・嚙み砕いて記載すべき。わかりやすく記載してほしい。 

 ⇒【回答】 

  市民の皆さんに手に取って、読んでもらいやすい広報紙の編集を引き続き、

心掛けていきます。（広報情報課） 

 

・南あわじ市は、ふるさと納税の使い道を広報に記載があるが、洲本市は掲載し

ているのか。 

 ⇒【回答】 

  ふるさと納税の使途については、市のホームページに掲載し報告しており

ます。なお、広報紙への掲載については、所管課等と協議してまいります。 

（広報情報課） 

 

監査について 

 

・第３セクターがあるが、その決算がどのようになっているのか、私たちには分

からない。監査委員が監査していることに対して報告だけということは、監査委

員がきちんと監査しているかというところはわからないのか。 

 ⇒【回答】 

  市が出資している第３セクターは、当該年度における会計及び会計以外の

業務の監査が行われ、株主総会が開催されている。市長は、その株主総会を終

えた後、地方自治法第２４３条の３の規定により、その経営状況を説明する書

類を、９月定例会の議案とあわせて、議会へ提出している。（議会事務局） 

 

企業誘致について 

 

・企業誘致をもっと進めてほしい。今まで洲本にあった大谷鉄工所が淡路市に移

転した。企業誘致どころか洲本市から出て行っている。 



 ⇒【回答】 

平成２３年度から、それまでの企業誘致に関する制度等を見直し、企業立地

促進補助金、オフィス立地促進賃料補助金（県事業への随伴）、企業誘致奨励

金など補助制度を活用に市外からの誘致、市内事業者の起業や設備投資を支

援しています。 

特に企業誘致奨励金については、誘致企業等が新たな工場などを整備する

ために投下した固定資産に賦課する固定資産税額と同額を奨励金として５年

間に限り支援するなど、毎年度数千万円規模の予算を措置し、企業誘致を推進

しています。 

なお、平成２３年度から令和２年度まで間で企業誘致奨励金を活用した事

業所は、Amaz 技術コンサルティングや大昭和精機物流センター、メディセ

オなど１３事業所となっています。 

今後も、市民や移住者の雇用の場の確保を図るため、各種支援制度を活用し

企業誘致を推進していきます。（魅力創生課） 

 

小・中学校について、高校生の医療費について 

 

・近隣中学からのスピーカーの音量が大きい。また、教員の言葉づかいが荒々し

くスピーカーを下に向けるか、もう少し丁寧な言葉づかいを求める。 

 ⇒【回答】 

  今一度、校長会等で指導するとともに、該当校へ本内容をもとに指導いたし

ます。（学校教育課） 

 

・小学生の通学の際、なぜ自転車用のヘルメットをかぶるのか。夏場、帰宅する

と汗びっしょりで熱中症になるのでやめてほしい。淡路市は帽子。ヘルメットに

は、自転車以外に使用しないでくださいと書いてある。 

 ⇒【回答】 

  全国の小学生が登下校の際に、痛ましい交通事故に巻き込まれたという報

道が度々あり、平成 30 年度より本市は統一して黄帽子からヘルメットへと

切り替えました。自転車乗車時のヘルメットの着用義務化や地震等の防災時

にもヘルメットを着用して避難するなど、児童の命を守ることを優先してお

り、導入時には、保護者へ周知及び依頼をいたしました。ご理解をお願いいた

します。（学校教育課） 

 

・第一小学校の体操服の生地が分厚く、汗をかいたら乾きにくいので他の学校と

同じように変えてほしい。 



 ⇒【回答】 

  生地の生産ストップなどの要因から、それぞれの学校の体操服を変更する

場合があります。また、保護者・ＰＴＡや児童生徒から、体操服変更の要望等

があれば、検討する場合があります。（学校教育課） 

 

・明石市のように、小・中学校の給食費の無料化、高校生の医療費の無料化など

出来るところからやってほしい。 

 ⇒【回答】 

  小・中学校の給食費については、今年度から公会計の管理システムを導入し

教職員の負担の軽減と給食費会計の透明化に努めています。無料化について

は、市の施策に大きく関わる内容ですので、他市の動向も含め、各方面から調

査・研究に努めていく必要があると考えています。（学校教育課） 

  高校生の医療費について、令和５年１月から、「こども医療費助成事業」の

助成対象を拡大し、高校３年生までの入院・通院医療費を全額助成する予定で

す。（保険医療課） 

 

・南あわじ市や淡路市では、学校再編がされているが、ずっと住みたい洲本にす

るために、教育環境の整備など、適正な教育規模・学校規模は検討できているの

か。 

 ⇒【回答】 

  各種関係団体の代表者で組織する洲本市学校教育審議会を設立し、「適正規

模」「適正配置」について審議を重ね令和４年１月に答申※をいただきました。

その答申にもとづき、児童生徒数の推移なども注視しながら「適正規模」「適

正配置」に努めてまいります。（教育総務課）※別紙「概要版」参照 

 

デイサービスセンターうしおについて 

 

・市民に愛される施設として利用されていたが、現在は閉め切ったまま。使用し

ないと、中の施設（トイレなど）ダメになる。もったいないので、何かに利用し

てほしい。 

 ⇒【回答】 

  現在、浄化槽の損傷により水道が使えないため、施設を利用することができ

ない状況でございます。 

浄化槽の修繕にあたっては、その後の利用方法に適した規模の浄化槽に入

れ替える必要があります。 

デイサービス事業を休止後、複数の福祉事業者から施設の使用に関する問



い合わせがあり協議しましたが、条件面等で合意できませんでした。 

今後は福祉事業者以外にも対象を広げ、施設利用を検討してまいります。

（サービス事業所） 

 

炬口の母子生活支援施設跡について 

 

・空き地になり雑草がたくさん生えている。公園にするなど有効活用してほし

い。 

 ⇒【回答】 

  毎年、草刈り等維持管理を実施しておりますが、本年は、6月にシルバー人

材センターに依頼をしておりましたが、このほど、人材の確保ができず 10月

に入ってからでないと行えないと連絡があったため、8 月 24 日に市職員に

て実施いたしました。 

  土地の有効活用につきましては、200m 以内に炬口児童公園があるため新

たな公園をつくる事は考えておりません。（子ども子育て課） 

 

高齢者への支援等 

 

・炬口は特に高齢者が多いが、民生委員さんがいない。何かあった時に協力して

いきたいが、情報がないと難しいので支援が必要な方の名簿など、資料を提供し

てもらいたい。 

 ⇒【回答】 

本市では、大きな災害が発生したとき自ら避難することができなく、支援者

の避難支援を希望された方を登録した「災害時避難行動要支援者名簿」を整備

しています。 

この名簿は、避難行動要支援者の避難支援活動を行うことを目的として、申

請がありました避難支援等の関係者である町内会・自主防災組織、消防団、社

会福祉協議会、民生委員・児童委員、その他市長が必要と認めた者へ提供して

います。 

炬口町内会につきましては、町内会長より名簿提供のご相談を受けており、

現在調整中です。（福祉課） 

 

・市の保健師の方が、１人暮らしの高齢者がどこにいるのか全く知らない。計画

的に訪問するなど、もっと調査しておいてほしい。 

 ⇒【回答】 

本市では、洲本市民生委員児童委員連合会の協力のもと、毎年１回「高齢者



実態調査」を実施し、各地区における「ひとり暮らし高齢者」、「高齢者世帯」、

「ねたきり高齢者」等の情報把握に努めているところでございます。 

調査結果については、関係部署において情報の共有を図り、災害時の支援体

制づくりや各種の高齢者支援サービス等に役立つ情報として活用しておりま

す。 

なお、当該調査による把握が困難な地区については、必要に応じて担当者が

個別訪問及び現地確認等を実施し、事業実施に支障をきたさないよう努めて

います。（介護福祉課） 

 

議会（議員）について 

 

・議員さんは洲本市にどうやってお金集めるか、もっと貪欲になって考えて欲

しい。お金さえあれば市の運営もっと可能。自分たちでお金を得る考えができ

ないのなら、議員枠をひとつ減してでも、他の経営者を雇ってほしい。 

 ⇒【回答】 

議会は、市長から提出された議案について、いろいろな角度から質問し、審

議をしています。財源確保についても提案をしています。 

（議会運営委員会） 

 

・市議会の役割は、果たせていない。なぜ全国八位を疑わなかったのか。 

⇒【回答】 

毎年増加しているふるさと納税については、当該事務を外注せず、独自で

執行してきたこと、寄附者への対応、年末年始を返上した事務の執行を承知

していたので、その積み重ねの結果が、全国８位になったと認識している。 

しかし、財源確保という観点からは喜ばしいものであるが、当該事務に係

る組織体制並びに事務執行について、指摘をしていたが、残念な結果となっ

た。議会としては、この停止期間を、問題事案等の改善策や次なる事業実施

に向けた準備作業に費やすべきだと提言しました。（議会運営委員会） 

 

・一般の市民とのずれ、もっと市民の声を届けてほしい。 

 ⇒【回答】 

議会として、より一層、市民からの意見を提案していきます。 

（議会運営委員会） 

 

・もっと団結してやらないと崩壊する。評価できない。 

⇒【回答】 



多様な意見・考えをもつ議員１８人で構成されるため、協議を行い、合議体

として、議会として与えられた役割を果たしていきたい。 

（議会運営委員会） 

 

・議会の人ももっと勉強して、議員定数減らしてほしい。 

⇒【回答】 

まず、定例会が開催されない月に、議員研修が行われ、また、議員個人が、

先進事例などを調査し、議員の資質向上に務めています。次に、議員定数に

ついては、３月に執行された市議会議員選挙が無投票であったことを重く受

け止め、議員定数を含めて、議会のあり方、委員会のあり方を議会運営委員

会で協議し、年度内には、一定の基本的な考え方をとりまとめます。 

（議会運営委員会） 

 

・地域活性化を真剣に考え、よくやったと思える働きを！ 

⇒【回答】 

市長とともに、市政の発展のため、議会も車の両輪となって、二元代表制と

して、その役割を果たしていきたい。（議会運営委員会） 

 

・人脈をもっと使ってほしい。 

⇒【回答】 

人とのつながりは、大事であると認識しており、市政の発展のため、つなが

りを深めたいと考えています。（議会運営委員会） 

 

・市民の意見を吸い上げる機会をもっと作ってほしい。 

⇒【回答】 

議会としては、今回の議会報告会、議会懇談会だけではなく、各種団体との

意見交換会、また、今回、初めて実施した高校生との意見交換会を開催し、広

く市民の意見を聴取していきたいと考えています。（議会運営委員会） 

 

  



潮連合町内会の単位町内会から提出された地区課題等について 

 

・最近、山口県、兵庫県尼崎市、２ヶ所の不手際につきまして、本市は大丈夫

ですか。対策を言って下さい。 

 ⇒【回答】 

当課関係業務のうち、個人情報を取り扱う業務につきましては、委託先と

委託契約を締結する際、①個人情報の保護、②秘密の保持、③再委託等の禁

止、④損害経費負担などについて、契約書等の条項中に必要事項を記載する

ことで、情報漏えいや第三者への無断再委託などに対する対策を行っていま

す。（広報情報課） 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給に関し

て、対象者の抽出・確認等について、児童手当等のシステム開発業者とシス

テム改修業務の委託契約を締結し、対応ツールを構築しております。 

委託契約書においては、「秘密の保持」、「個人情報の保護」、並びに「再委

託等の禁止」について記載しており、業務上、知り得た情報を漏らしたり、

市の事前の承諾を得ず第三者に再委託することを禁止しています。 

なお、振込データ等については、子ども子育て課職員が作成し、システム

開発業者にわたることなく処理しており、また、申請者が対象者か対象者で

ないかのチェックについても、誤って交付（振込）することのないよう複数

の職員で確認しています。（子ども子育て課） 

 

・今回、政府よりコロナ（特別給付金）１４．３兆。洲本市は（ひとり親世帯

分）児童１人当たり５万。対象者は何人、予定している人数、総額はいくら。

〆切は令和５年２月２８日。 

 ⇒【回答】 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金については、

国において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費

等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、児童一人当たり一律

５万円 を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うとい

うことで４月２８日に閣議決定され、市の予算については、５月議会の追加

提案にて補正予算が可決しています。 

 

本特別給付金については、令和２年度も実施しておりますが、① 低所得

のひとり親世帯を対象とするもの と ➁ その他低所得の子育て世帯を対象

とするもの の２つの事業に分かれています。 

 



本特別給付金の支給対象者につきましては、 

① 低所得のひとり親世帯を対象とするものとしまして、令和４年４月

分の児童扶養手当受給者等 

※直近で収入が減収した世帯等も対象 

 

    と 

② その他低所得の子育て世帯を対象とするものしまして、令和４年４

月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和４年度分の住民

税均等割が非課税である者等となっております。 

受給数、対象児童数につきましては、昨年度の給付実績等から、 

 

① 低所得のひとり親世帯 を対象とするものとしまして、 

315世帯、対象児童数 500人 を 

        ※給付額 500人×50,000円＝25,000,000 円 

 

② その他低所得の子育て世帯 を対象とするものとしましては、 

350世帯、対象児童数 600人  

※給付額 600人×50,000円＝30,000,000円 

 

を見込んでおります。 

 

① 低所得のひとり親世帯 を対象とする方々のうち、 令和４年４月

分の児童扶養手当受給者には、申請不要のプッシュ型で支給を行って

おり、先行して６月 22日に支給を行いました。 

家計が急変するなど、収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下

がった方々については、申請が必要です。 

 

なお、② その他の低所得の子育て世帯を対象とするものしましては、給

付要件が、令和４年度分の住民税均等割が非課税である者等となっており、

対象者の抽出等の作業がある関係で、少し遅れての支給となります。 

（子ども子育て課） 

 

・専決処分の不承認に伴う措置について。地方自治法第１７９条第１項。 

 ⇒【回答】 

地方自治法第１７９条第４項の規定により、今回の専決処分に至った経緯

等について、市の広報媒体を通じて説明され、また、議会にも報告されまし



た。その中で、改善に向けた取組として、今後、適正な事務の執行に努める

ことが述べられた。（議会運営委員会） 

 

・“広報すもと”について、市民は毎回見ているのが１５年前は約２０％台

と。編集員は常時３人ですか。毎回、原価は何百万円ですか。改善する気は。

改善点は。もっと安くしてください。市民にアンケートを取り、もっと改善し

てください。 

 ⇒【回答】 

広報担当職員（編集員）は、３人です。なお、当職員（３人）について

は、広報編集のほか、市の公式ホームページの管理や連合町内会の庶務な

ど、広報以外の業務も兼務しています。 

また、広報すもとは、１８，５００部発行しており、広報作成・発行に係

る予算としては、年額約８７０万円です。 

広報すもとに対するアンケートについては、毎月の広報で募集しており、

いただいたアンケートをもとに紙面の改善に努めています。（広報情報課） 

 

【塩 屋】 

 

・避難所・避難場所について、地震では、「南海トラフ地震」が想定され、また、

異常気象等による自然災害（台風・大雨等）に備えるため、洲本市防災ガイドブ

ックが策定されていますが、塩屋地区の避難場所は、洲本第一小学校・洲浜中学

校・塩屋会館・イオン洲本店が津波避難ビルとなっています。しかし、地震時の

津波被害に対し、現状の避難施設だけでは十分でなく、避難施設・経路等を考慮

すると、新たに兵庫県洲本総合庁舎を協定による災害時の避難施設に組み入れ

て頂きたい。 

（洲本総合庁舎は、災害時の防災拠点である事について、十分理解していますが、

一時的にでも避難施設として利用出来る場所として、必要不可欠であると思い

ます。） 

 ⇒【回答】 

洲本総合庁舎につきましては、災害時の防災拠点となる施設であるため、避

難施設として利用することは想定していません。 

しかし、同敷地内に隣接する立体駐車場につきましては、平成３１年３月２

９日に潮連合町内会、淡路県民局、洲本市の３者において、「津波災害時にお

ける緊急の一時的避難施設としての立入りに関する協定」を締結し、地域住民

が市の指定避難所、及び指定緊急避難場所に避難するまでの間、兵庫県の災害



対応業務に支障の出ない範囲で、緊急で自らの命を守るため、一時的に避難す

ることができます。 

なお、同施設につきましては、協定締結による地域住民優先の一時避難場所

であることから、洲本市防災ガイドブック等による周知は行っておりません。 

また、本年度の洲本市防災訓練において、地域住民の方々に一時避難可能な

施設であることを周知するため、同施設への避難訓練の実施を予定しており

ますので、訓練への積極的なご参加をよろしくお願いいたします。 

（消防防災課） 

 

・陀仏川の川底の草の清掃について、去年は、川底の草清掃を行って頂きました

が、また、生えてきているので、清掃及び今度生えてこないように根本的な駆除

をお願いしたい。（台風・大雨時、川の流れが悪くなり、氾濫する可能性が予想

される） 

 ⇒【回答】 

建設課では市が管理する河川の維持管理として、職員によるパトロールや

地域の皆様からの通報、要望などにより、現地を確認したうえで、それぞれ適

正管理に努めているところです。 

陀仏川は住宅地を流れる河川で、底張りコンクリートが施工されているた

め、他の河川と比べても、雑草が生えにくい構造となっていますが、上流の山

間部から土砂の流出があることから、土砂の堆積や雑草の繁茂が発生してい

ます。 

雑草を生えないようにすることは難しいものと考えておりますが、今後も、

土砂堆積や雑草繁茂の状況などを判断し、適正管理に努めてまいりたいと考

えています。 

なお、市道や河川の草刈りなどの住民会による愛護作業についても、引き

続き、ご協力をお願いいたします。（建設課） 

 

・大型ごみ処理（粗大ごみ）について、以前は、無償での回収となっていまし

た。他市に合わせて、住民サービスの一環として無償での回収をお願いした

い。 

⇒【回答】 

洲本市では、ごみの減量化、資源化を図ることを目的として、平成 29年

４月から大型ごみの有料化を実施しており、実施前に年間約１０００㌧であ

った大型ごみが、実施後は年間平均４０㌧以下と大幅に減少しており、ごみ

処理経費の大幅な削減にも繋がっています。 

また、大型ごみを無料で回収する場合には、その処理費用は税金で賄われ



こととなるため、大型ごみを多く出す人も全く出さない人も同じ経費負担と

なってしまいますが、現在の有料回収では、排出されるごみ量に応じた手数

料を負担いただいており、経費負担の公平化が図られていると考えていま

す。 

なお、県内で大型ごみの収集が有料である自治体は、令和元年度時点では

28市町で全体の約７割、島内では洲本市と南あわじ市の２市となっていま

す。 

引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。（生活環境課） 

 

【炬 口】 

 

・炬口の押ボタン式信号機ですが、横断するために、押ボタンを押下後の青信

号にかわるまでの待ち時間が長すぎるので改善してほしい。（信号無視する人

も出ています。） 

⇒【回答】 

信号については、兵庫県公安委員会が所管しており、信号機の点灯間隔等

については、交通量など周辺の交通環境を考慮し決定されていると伺ってい

ます。 

ご要望の押しボタン式信号の待ち時間の短縮につきましては、洲本署に時

間短縮要望があった旨お伝えいたします。（用地課［信号機は警察］） 

 

・子育て支援は良く耳にしますが、炬口地区の子供会は、住民会より独立して

います。親御さんから子供会に参加するとき、参加費用が必要のときは参加し

たくないと云われます。子供会への支援及び助成してほしい。 

⇒【回答】 

子ども会は、それぞれの地域において地域の子どもたちの健やかな成長を

見守り、育むという主旨で、自主的に活動いただいています。 

地域によっては、町内会、自治会の組織に組み込まれ、自治会などからの

支援助成を受けている団体もあります。 

市から子ども会への支援は何かないのかということですが、単位子ども会

が実施する「子どもと高齢者等の世代間交流を図る事業」や「子どもが主体

となって具体的に取り組もうとする事業」に対しての費用の一部を補助する

助成事業があります。助成については、洲本市子ども会連絡協議会を通じて

申請をしていただき、審査の後に助成決定することとなっています。 

これらの助成事業については、子ども会連絡協議会の総会時にＰＲしてい



るところでございます。（生涯学習課） 

 

・明石市移住支援事業のように、移住者支援をもっと拡充し、島外から洲本市

への移住者増加を願っています。淡路市だけでなく洲本市へも移住が年々増え

てほしい。 

 ⇒【回答】 

現在、洲本市では、移住・定住者の増加に向け、各種事業を展開していま

す。 

１つには、「洲本市を知ってもらう」こととして 

・都市部での移住相談会 

・各種シティープロモーションイベントでの移住パンフの配布 

・るるぶ等の雑誌やホームページや各種 SNSの使用した情報の発信  

などに取り組んでいる。 

２つには、「洲本市を体験してもらう」こととして 

   ・お試し移住体験施設借り上げ事業（浜千鳥） 

   ・お試し短期滞在支援事業  など宿泊施設の提供や洲本市へまでの旅

費や宿泊費などの一部助成事業を展開しています。 

３つには「洲本市に移住してもらう」こととして 

   ・新生活スタートアップ支援事業 

   ・移住支援金  

・空き家バンクの運営 

   ・空き家バンク活用促進奨励金 

   ・空き家掘り起こし事業 

   ・空き家入居支援事業  など移住を金銭的に直接支援するとともに、

増え続けている空き家対策も兼ね、移住先としての空き家の活用を進

め、移住者増加を目指しています。（魅力創生課） 

 

【宇 山】 

 

・ごみが分別されないことについて、分別をせずにごみ集積箱に捨てるマナー

の悪い人が数名おり、住民会でごみ袋の入れ替えを行っている。問題解消のた

め、洲本市から無償貸与で受け入れている監視カメラにて、それらの方を特定

し注意することにしているが、問題はないか。 

 ⇒【回答】 

洲本市から貸与しています不法投棄監視カメラにつきましては、常習的な



不法投棄の対策に努める町内会を支援するために実施しているもので、不法

投棄の抑止効果はもちろんのこと、撮影した映像をもとに不法投棄者を特定

するためご利用いただきたいと考えております。 

なお、不法投棄については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１６条

において「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められてお

り、状況に応じて不法投棄かどうかを判断されることとなります。 

不明な点がありましたら、市役所生活環境課へお問い合わせ下さい。 

（市民生活部生活環境課） 

 

・私道の補修について、公衆用道路の傷み（凸凹）が大きい所があるが、私道

との理由により行政からの補修が受けられず、近隣の通行者が困惑している。

行政にて、全面的に補修してもらえないか。（私道所有者が洲本市へ無償にて

譲渡申し入れしても受けてもらえない） 

⇒【回答】 

私道については、整備の経緯も含め、あくまで個人財産であることから、

地権者や受益者（利用者）の負担により維持管理をお願いしているところで

す。 

なお、市道認定基準に合致し、市道として認定すべきと認められる道路に

ついては、道路補修を行っていただき、底地の整理などが完了した後、寄付

採納を受けております。（用地課） 

 

・犬の糞が処理されないことについて、町内に犬の散歩者が多く、立て看板な

どで糞処理の注意喚起を行っているが、効果は薄い。行政から何らかの対策出

来ないか。 

 ⇒【回答】 

飼い犬の排泄した糞を放置する行為は、洲本市ポイ捨て等防止条例で禁じ

られており、市では広報紙やホームページ、ＣＡＴＶ等を活用し周知啓発を

行っています。 

また、市役所窓口において啓発看板を配布するとともに、町内会さまから

要請があればチラシ等の啓発資材を提供させていただきますので、市役所生

活環境課へお問い合わせ下さい。（生活環境課） 

 

【下加茂】 

 

・スクールゾーンの道沿いの廃墟の建物。児童だけじゃなく高齢者等にも危険



である。議員の方達も街中を歩いて見て聞いて、先に、察知して速やかに対応

していただきたい。 

 ⇒【回答】 

近隣住民からの危険空き家などの情報提供があった場合、空き家の現場の

調査や、所有者等の調査を行い特定し、所有者等に適正な管理を求めます。 

基本的には、個人財産の所有者責任を前提としており、所有者等の方に適

正な管理をしていただきます。 

所有者等や相続人が不在の場合につきましては、非常に対処に苦慮します

が、粘り強く、継続して対応してまいります。 

緊急を要する人の生命、身体または財産に対する危険があると認められる

場合は、危険な状態を回避するための最低限の措置を講じることが必要と考

えております。（都市計画課） 

 

 

・下加茂だけじゃなく、洲本全体で、少子高齢化現象が続いております。何か

対処法として取り組む案をお持ちでしょうか。 

 ⇒【回答】 

ご指摘の通り本市におきましては、全国の多くの地方自治体と同様に、人

口減少や少子高齢化が進んでおります。 

その対策として、平成２７年度に、（１）人口減少の緩和と、（２）地域経

済の活性化をめざして、「洲本市総合戦略」を策定し、これまで数多くの事

業を実施してまいりました。 

現在の 2期目となる「新洲本市総合戦略では、 

①洲本の人のあたたかさに触れ、ここに居たい、訪れたいと思う「ひ

と」を創り育む 

   ②歴史の薫る魅力的でやすらぎのある「わがまち洲本」を創り守る 

   ③女性や若者が夢を抱いて躍動する洲本ならではの「しごと」のステー

ジを創り広げる 

という「３つの基本戦略」に沿った取り組みを進めており、少しずつで

はありますが、効果（※）もあらわれてきたところです。 

（※）国立社会保障・人口問題研究所が公表しているデータをもとに設定

した 2020年の趨勢人口（41,050人）に対し、国勢調査の実績値が

41,236人で、結果的に 186人のプラスとなっています。 

なお、「新洲本市総合戦略」は、令和５年３月末で計画期間が終了となる

ため、３期目となる「新たな総合戦略」の着手に取り掛かかっております。 

行政を取り巻く環境は、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）やデジタル化、



環境対策、そして、新型コロナウイルスを意識した取り組みなど、ますます

複雑で、関係する分野も多岐に渡るものが多いですが、引き続き、市民のみ

なさまにもご協力いただきながら、人口減少・少子高齢化の緩和に必要な対

策を講じてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。（企画課） 

 

・防災を兼ねた公園が必要だと思います。以前、子供会の方から公園を作って

ほしいと要望したところ、ある議員から緑地公園があるからいいと返事が来た

とのこと。家は校区外なので、親同伴のみ許可されます。よく調べて返答すべ

きでしたね！ 

 ⇒【回答】 

本市の塩屋に所在する「防災公園」は、普段は敷地の一部に遊具などを設

置し、市民の憩いの場となっている施設です。 

一方で、地震や津波、洪水等による大規模災害が発生した時には、この

「防災公園」は「地域防災拠点」として、他地域から派遣される要員や緊急

物資などの受け皿となるなど、消防、救援・救助、復旧等の防災活動拠点と

なる施設となります。 

「地域防災拠点」については、洲本地区に「防災公園」、五色地区に「鮎

愛館」の２施設が市の地域防災計画上で位置づけされています。 

なお、新たな公園の新設については慎重に検討したいと思います。 

（消防防災課） 

 

・耕作放棄地増加に対する不安 

 ⇒【回答】 

１ 耕作放棄地は周辺農地に悪影響を及ぼし、その解消には多額の費用を

要することから、普段からの農地の適正管理に努め発生を防止すること

が重要です。 

２ 個々の農業者のやむを得ない事情により農業生産活動ができなくなる

場合に備えて、地域ぐるみの活動を推進することも重要です。 

３ 耕作放棄地の発生を抑制する事業としましていくつかご紹介させてい

ただきます。 

① 地域・集落の農地や水路、農道等の維持管理へ支援する多面的機

能支払交付金や中山間地域等直接支払交付金。 

② 農地中間管理事業による農地の集積・集約化 

③ 生産性の高い農地を整備するほ場整備事業 

④ 耕作意欲を減退させるようなシカやイノシシの被害による有害鳥



獣被害の防止対策 

⑤ 集落の将来の農業の担い手や農地利用の在り方について計画を立

てる、人・農地プランの作成 

等の支援策があります。 

４ 意欲のある地域では、これらの取り組みを最大限利用して様々な対策

が講じられているところです。 

５ しかしながら、洲本市全体で見ますと、高齢化や担い手不足の影響が

大きいため、耕作放棄地の爆発的な発生は抑えられているものの、徐々

に増加しているというのが現状ですので、できるだけ早期に取り組んで

いただけるよう、先ほど申し上げました事業について本市農政課にご相

談いただくようお願いします。（農政課） 

 

・第一小学校通学路の除草について。関西電力敷地フェンス沿いの溝に草が生

い茂り、通学の妨げになった時、学校の関係者が掃除を行っている。溝の管理

者が行う掃除では？ 

⇒【回答】 

里道（赤線）や水路（青線）の草刈りや溝掃除などの日常管理につきまし

ては、受益者（利用者）にお願いしているところです。 

なお、里道や水路の補修などが必要となった場合は、現場確認を行い、状

況により材料支給や補修等を行っております。（用地課） 

 

・バス道（五色線）から居家、工場、田に土砂（泥水）が流れ込む事につい

て。大雨（時間 80ｍｍ以上）時、下加茂こも池横の道路に多量の泥水が山側

から流れ込む。結果、上記場所に水害及び泥害が発生し困っているので、対策

を。 

 ⇒【回答】 

市道上加茂下加茂旧県道線のこも池付近については、豪雨時隣接山林から

多量の雨水が流れ込み、道路側溝で処理できず、越流することがあることは

認識しています。 

しかしながら、時間雨量８０ｍｍ以上の対策となると、市内の他の箇所も

含め、費用対効果の面から対応は困難であります。 

従いまして、現状、側溝の能力を十分に発揮できるよう、可能な範囲で清

掃等を実施してまいります。（用地課） 

 

・人口減による市議定数の削減について。全国市議会議長会資料より２０２０

年度５万人以下２８０市で平均１７．１人です。４万人に近くなった市で、１



８人は多い。削減を行い、報酬を微増しては？ 

 ⇒【回答】 

去る３月６日に執行された洲本市議会議員選挙が無投票となったことを重

く受け止め、議会としては、議会運営委員会において、議員定数、委員会の

あり方などについて、協議を開始し、今年度中には、基本的な方向性を決定

する予定です。（議会運営委員会） 

 



　　洲本市公立学校における適正規模・適正配置について【概要版】 

近年、社会情勢が著しく変化する中、全国的にも本市においても、子どもの少

子化の波に歯止めがかからない状況が続いている。

平成20年に洲本市学校教育審議委員会が設置され「洲本市の幼稚園、小・中学校

の適正規模・適正配置についての基本的な考え方」等について審議を行い、報告書

が作成された。その後、本市の子どもを取り巻く環境や地域情勢の変化などを背景

に、本件について審議すべく、平成27年に再度、洲本市学校教育審議委員会が設置

され、幼稚園３園を閉じることとなり現在に至る。

第１回の答申より１２年が経過する中で、「幼稚園、小・中学校の小規模化」

が加速している。来る「Society5.0」を生き抜くため、教育的な視点から少子化

に対応した魅力と活力ある学校づくりのため、改めて「洲本市学校教育審議会」

を設置し審議する。

検討の背景

（１）幼稚園園状況

園児数は、昭和52年の５０１人から令和３年は４３人(除く ３歳児)に減少。

市内在住の4～5歳児のうち８%が公立幼稚園に就園している状況。２園の定員

２１５人に対し、就園児は５６人(含む３歳児)定員充足率は２６%となる。

（２）小学校の児童推移と学校規模

児童数は、昭和56年の4,860人をピークに令和３年で１，８２８人(ピーク時

の３７．６%)に減少。学級数も同様に161学級から115学級に減少。

小規模化が進行し、全１３校のうち１学年１学級の学校は１０校で全体の７割

強が小規模校となる。

（３）中学校の生徒推移と学校規模

生徒数は、昭和６１年の2,437人をピークに令和３年で９５７人(ピーク時

の39.3%)に減少。学級数も同様に68学級から40学級に減少。

全５校のうち全学年１学級の学校は２校で、全体の４割を占める。

幼稚園の就園、小・中学校の児童生徒推移状況

適正規模・適正配置

◆適正規模［同一年齢で複数学級を理想とする］

◆適正配置［１園とすることが望ましい］

◆適正規模［各学年で複数学級を理想とする］

◆適正配置［長期的かつ全市的な視点に立った上で、可

能な限り適正規模が確保できる学校配置に努めること

が必要である。子どもたちのより良い教育環境づくり

を最優先にすることからも、児童数の推移など注視し

ていく必要がある。特に、複式学級となることが予測

される場合、統合等の検討に入る］

◆適正規模［各学年で複数学級を理想とする］

◆適正配置［適正規模の確保が困難である場合には、

将来を見据え、（旧）洲本地区での１校再編につい

て検討が必要である。その際には、情勢にもより段

階的に１校とすることも考慮されたい。］

幼稚園
小学校 中学校

基本課題

【幼稚園の課題】

○子ども同士で切磋琢磨する機会が減っている。

○人間関係が固定化し、教育上望ましい集団活動に支障をきたす。

○小学校入学時の「小１プロブレム」が問題となる。

○少子化が進み、効率的な経営が必要とされる中で、私立を含む幼保施設と

の連携と共存が求められる。

【小・中学校の課題】

〇集団のなかで、多様な考え方に触れる機会や切磋琢磨する機会が少ない。

〇体育・音楽などの集団学習や集団行事を適切に行えない。

〇児童生徒数・職員数が少ないため多様な学習形態をとりにくい。

〇クラス替えが出来ないことから、人間関係や相互の評価が固定化しやすい。

〇学校行事や児童会活動などにおける役割、位置づけが固定化されやすい。

〇部活動の設置が限定され、選択の幅が狭い。

〇ＰＴＡ活動等における保護者一人あたりの負担が大きい。等

◆幼稚園

＜基本的な考え方＞

子育てや児童の健全育成を支援する「放課後児童クラブ（健康福祉部所管）」や「放課後子ども教

室（教育委員会所管）」などの施設としての利活用が望ましいが、子どもだけではなく、地域の高

齢者が老人大学などに利用できるなど複合的な施設として幅広く活用することも考えられる。

◆小・中学校

＜基本的な考え方＞

・洲本市の長期的なまちづくりの方向性を考えるなかで、公共施設の適正配置に取り組んでいるこ

とから、行政目的での活用が見込まれない場合は、売却を基本に民間事業者等による活用も考え

られる。その場合には、起業・創業への支援や企業誘致の促進などが、新洲本市総合戦略におい

ても示されており、洲本市の強みを活かした産業の集積や企業誘致、雇用の促進など、地域産業

の振興につながるものであることが望ましい。

・学校施設は、地域の身近な公共施設として利用されてきたことから、地域組織等によって、維持

管理できる範囲において地域コミュニティの活性化に資する利活用も考えられる。

閉園後、再編等を行った場合における跡地の利活用

◇＜基本的な考え方＞

（適正規模）

・教育上望ましい集団活動ができる教育環境を確保する

ことが必要である。

・同一年齢で、複数の学級編制ができることにより、園

児への教育効果が高まるとともに、先生同士での相談

等が可能となり、互いに切磋琢磨することが指導力向

上につながる。

・本市に公立幼稚園が２園あるが、今後充足率を高める

社会情勢にないと考える。

（適正配置）

・少子化が進み効率的な施設の運営と経営が必要とされ

ている中、認定こども園を含め、私立を含めた他の幼

保施設との連携と共存が求められる。

・現状では１園が望ましいが、私立を含む認定こども園

等の就園状況等により、０園とすることも考えられる。

・適正配置に向けた整備には、通園時等の園児の安全と

近隣の住環境を考慮し、保護者が利用する園児送迎用

駐車場の確保など、保護者等の意見にも配慮すること

が望ましい。

◇＜基本的な考え方＞

（適正規模）

・クラス替えを契機として子どもたちが意欲を新たにす

ることができるため、１学年２学級以上となる規模。

・人間関係を築くための集団活動が行えるとともに、人

間関係に配慮した、良好な教育環境を与えるための

「クラス替え」が可能な学級規模。

・集団活動等において、切磋琢磨する環境が作られ、学

習意欲や競争心などを高めるのに適した学級規模。

・多くの教職員によって校務を分担でき、組織的・機能

的な運営が可能であり、教職員間での研修・研究が行

いやすく、教職員の資質向上につながる学級規模。

（適正配置）

・学校が地域で果たしてきた役割や地域事情を十分に配

慮し、生徒数や学級数の将来推計、学校の小規模化に

よる問題点を、保護者、地域住民などと十分に協議し、

適正配置の必要性の共通理解と協力を得て進めること。

・校区の変更は、通学距離・通学時間、安全確保、主要

幹線道路や河川等の地理的条件、自治会区域との整合

性等、地域とのつながりなどを考慮すること。

・遠距離通学については、スクールバスの運行など、通

学手段の確保を検討すること。

・校区に不都合が生じる場合にあっては、関係者の意向

も尊重しながら弾力的な運用に努めること。

・将来あるべき姿を視野に、学校施設の充実通学路の

安全確保に伴う施設整備など、計画的な事業実施と併

せて、適正配置に努めること。

・学校再編等には、新設計画も視野に入れ、適正配置に

努めること。

・義務教育学校等の新設計画も視野に入れ、適正配置に

努めること。

◇＜基本的な考え方＞

（適正規模）

・多様な人間関係を通して、社会性を養うとともに、自ら

の個性や能力を伸長させることが期待できる学校規模。

・児童間の人間関係の固定化を防ぐことができ、児童の活

力の増進と学校の活性化を図ることができる学校規模。

・集団活動等において、切磋琢磨の機会が与えられ、学習

意欲や競争心などを高めるのに適した学級規模。

・教科研究に基づく授業改善や、教科担任の専任配置、さ

らには特別活動の選択幅が広がる学級規模。

・多くの教職員で校務を分担でき、組織的・機能的な運営

が可能であり、教職員間での研修・研究が行いやすく、

教職員の資質向上につながる学級規模。

（適正配置）

・どの地域に居住していても、可能な限り等しい教育を受

けることができるよう、学校規模、通学距離等、地域に

よって著しい格差が生じることがないようにすること。

・子どもたちの教育環境の充実を最優先とした上で、地域

の実態や特色に応じた学校づくりに配慮すること。

・学校は文化面、防災面あるいは住民の諸活動において、

地域の拠点となる施設でもあり、保護者や地域と密接な

連携を保つことが不可欠であるため、各地域コミュニティ

と良好な関係を構築できるよう配慮すること。

・災害に対する児童の安全・安心の確保及び地域の防災拠

点として、災害に対する機能強化を図る必要がある。

・将来あるべき姿を視野に、学校施設の充実や通学路の安

全確保に伴う施設整備など、計画的な事業実施と併せて、

適正配置に努めること。

・義務教育学校等の新設計画も視野に入れ、適正配置に努

めること。

【定員に対する入園児】 （単位：人）

定員 2012年 2014年 2016年 2020年 2021年

37 40 46 44 41

43.50% 47.10% 54.10% 51.80% 48.20%

33 49 38 14 12

25.40% 37.70% 29.20% 10.80% 9.20%

70 89 84 58 53

32.60% 41.20% 39.00% 27.00% 24.70%

※各年度の園児数は、毎年５月１日現在数

洲本

幼稚園
85

大野
幼稚園

130

合　計 215

【定員・充足率（令和3年度）】 （単位：人、%）

名称 定員 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 就園率

洲本
幼稚園

85(20-
30-35)

12 18 11 41 48.2%

大野
幼稚園

130(60-
70)

－ 6 6 12 9.2%

合計
215 (5ｸﾗ

ｽ)
12 24 17 53 24.7%

60% 26.6% 35.2% 16.1%

※対象人口、入園児数は５月１日現在

充足率

【生徒数】 （単位：人）
名称 1986年 1996年 2006年 2016年 2021年 2026年 2031年

洲浜中 652 309 194 176 179 137 121

青雲中 964 822 595 504 494 465 429

由良中 279 146 94 58 39 38 34
中川原中 73 60 32 － － － －

安乎中 59 78 53 38 37 41 29

五色中 410 352 330 313 208 201 147

計 2,437 1,767 1,298 1,089 957 882 760
※各年度の生徒数は、毎年５月１日現在数　※2026年以降は見込み数

【児童数】 （単位：人）

名 称 1986年 1996年 2006年 2016年 2021年 2026年

洲一小 441 288 191 150 89 86

洲二小 519 274 205 182 135 83

洲三小 1,094 762 566 460 413 340

加茂小 345 318 255 212 218 223

大野小 558 539 476 374 339 310

由良小 397 285 182 96 82 72

中川原小 170 124 65 46 59 55

安乎小 134 140 110 85 85 72

都志小 220 163 111 84 65 64

鮎原小 232 224 331 141 128 75

広石小 98 91 86 104 72 55

鳥飼小 182 142 118 101 85 53

堺  小 80 69 74 35 58 53

計 4,479 3,419 2,770 2,070 1,828 1,541
※各年度の児童数は、毎年５月１日現在数　※2026年は見込み数


