
議会報告会（議会懇談会）における意見・要望等について 

 

 

【全体】 

 

・乗り合い送迎サービス「チョイソコすもと」について 

 利用案内のチラシ配布、試乗・説明会の開催、乗降場所の追加などを行い、

町内会としても利用促進を図っている。地域での利用が定着し、実証実験の成

果が得られるまで十分な試行期間をお願いしたい。また、利用時間帯の拡充、

利用しやすい運賃設定も検討して頂きたい。 

⇒【回答】企画情報部企画課 

（参考：「チョイソコすもと」の導入に至る経緯と最近の取り組みについて） 

・千草地域は、「洲本市地域公共交通基本計画（後期）」において、地域内交

通が未導入の区域、いわゆる「公共交通空白地域」であり、その解消を図

るべく、地域住民の移動手段として、地域の方々と協議を重ねた結果、乗

合デマンド交通「チョイソコすもと」を実証運行することになりました。 

 

・「チョイソコすもと」の実証運行にあたっては、千草地域において、独自に 

「千草地域公共交通網検討作業部会」が設置され、地域の方々の積極的な 

取り組みにより、実証運行しています。 

 

・実証運行が始まった令和４年４月（１５日）から１０月末までの実績とし

て、会員登録者数が１６４名で、そのうち１度でも利用された方は４６名

となっています（登録者数の約２８％です）。 

 

・さらに利用者を増やすため、９月１７日（土）と１８日（日）には、８つ

の単位町内会ごとに、試乗会・説明会を実施し、すでに利用されている

方、また、これから利用しようとされる方の意向などを伺いました。 

 

 

（要望①：実証実験の成果が得られるまでの十分な試行期間の実施について） 

・年度当初は、令和４年４月から９月末までの半年間、実証運行を行うこと

としていましたが、さらに利用状況を確認するため、実施期間を半年延長

し、令和５年３月末までとしています。 

 

・移動手段でお困りの方にとって、どのような手段が最適なのか、市内部で



も検討するとともに、実証運行の結果も踏まえた上で、継続の在り方を判

断する予定です。 

 

 

（要望②：利用時間帯の拡充、利用しやすい運賃設定の検討について） 

・一般的に、移動手段として、路線バス、コミバス、タクシー、介護タクシ

ー、福祉有償運送、自家用有償運送、デマンド交通など、多種ございます。 

 

・公共交通空白地域の解消を図るため、新たな交通手段を導入するにあたっ

ては、許認可省（国土交通省）から既存の交通事業者（タクシー事業者な

ど）に対する一定の配慮が求められているため、運行日時は、（平日の）

月曜日～金曜日のみ（午前 9 時～午後４時（ただし、祝日、年末年始

（12/29～1/3）、その他洲本市が定めた運休日を除く））としていま

す。 

 

・今回の実証運行にあたっては、兵庫ダイハツ販売株式会社（車両提供）、

株式会社アイシン（予約管理、運行ルートの選定、運行事業者への連絡な

ど、全体システム）の協力に加え、運行事業者として、洲本自動車株式会

社と洲本観光タクシー株式会社の地元２社にも協力いただいています。 

 

・なお、令和４年度は、データ収集などのため、１年間、料金をいただかず、

無償で運行する予定ですが、令和 5 年度は、運行実績を確認・検証した上

で、継続して運行する場合は、料金を設定する予定です。 

 

 

・ゴミステーションの管理について 

  年末年始・お盆前後やイベントのゴミ出しの日にゴミの分別をせずにゴミ

出しをされる方がおられます。また、回収対象外のゴミを出されることもあ

ります。 

  その際の管理について、監視カメラの設置等に対する補助を考えてほし

い。 

⇒【回答】市民生活部生活環境課 

市では、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、不法投

棄監視カメラ無償貸付けを実施しております。また、不法投棄啓発用看板の

提供もさせていただいておりますので、市役所生活環境課へご相談下さい。 

なお、防犯カメラの設置については、県の補助制度（窓口：市消防防災課）



があります。 

 

 

・公民館は地域活動の拠点であるが、駐車スペースが狭いため、市道宇原千草

線の道路改良工事に伴う公民館周辺の残地を駐車場として活用したい。併せ

て、宇原千草線、県所管のオニオンロードの用地交渉の状況、完成見込みを教

えてほしい。 

 ⇒【回答】都市整備部建設課 

  宇原千草線は、国道 28 号バイパスから千草へつながる、いわゆる外環状

線の一部をなす重要な路線です。 

早期の完成を目指し、用地取得を進めており、今年度より千草川に架かる

橋梁工事に着手する予定となっています。 

  まだ、完成見込みを公表できる状況にはありませんが、引き続き、用地取

得と並行して道路工事も進めてまいります。 

 

⇒【回答】産業振興部農地整備課 

  オニオンロードの進捗について、用地買収はすべて完了しております。完成

見込みにつきましては、農林水産省区間（上田原大池から池内・樋戸野川区間）

については、令和 7 年度初めに供用を目指して工事を進めております。 

 

 

・道路沿いの木々の管理について 

 木々の伐採をもう少し頻繁に行うようにしても良いのでは。木々の管理が行

き届いていないため、道路沿いに木々が生い茂り、車の通行障害になっている

ように思います。また、カーブミラーに木々の葉が重なり、安全確認の障害に

なっているように思います。 

⇒【回答】都市整備部建設課 

 市道区域内の樹木については、剪定や伐採を行い、安全な通行確保に努め

ていますが、民地の生垣や民地の山などから市道にかぶさって通行の支障に

なっているなど、カーブミラーが見にくくなっている場合があります。 

 民地の樹木については、その土地の所有者が管理を行うべきものですが、

どうしても連絡がつかないなど、緊急時のやむを得ない場合には、通行に支

障がないよう最低限の枝払いを行うこともあります。 

  地域でお気づきの箇所がありましたら、通報いただきますようお願いいた

します。 

 



・３月の市議会議員選挙が無投票であったことから、議員定数に関する市民の

関心は高く、削減による議員の資質・活動・役割の向上を求める声が大きい。

市連合町内会からも、スピード感をもって議論し、結論を出す旨の要望がなさ

れている。議員報酬についても、併せて検討を進めてもらいたい。 

⇒【回答】議会運営委員会 

 去る１０月１１日、田中 洲本市連合町内会長、宮奥 同副会長様を含

め、９名の方々が来庁され、小松議長、中野副議長が出席いたしました。議

員定数の削減について、御意見を伺いました。小松議長からは各会派の考え

方を聴取したものの議会としての結論が出ておらず、回答を控える旨、説明

いたしました。 

議員定数は条例で規定され、議会から提出されます。議会運営委員会で

は、定数削減に関する考え方が相違するため、定数削減に賛同される議員が

議案を提出されるものと思われますが、その時期は、現在のところ未定で

す。 

また、議員報酬について、議会で検討することは出来ますが、市長は、洲本

市特別職報酬等審議会の意見を聴いて、議案を提出することになっておりま

す。 

 

  



【１班】野旦田・上田原 

 

・チョイソコスモトについて、市民からの使い勝手等の感想があれば伺いたい。 

 ⇒【回答】企画情報部企画課 

  ・運転免許証を返納したので困っていた。助かる。 

  ・毎回、家族に乗せてもらうのは申し訳ないので利用している。 

  ・これまで特に誰かと乗り合わせをしたことがない。 

  ・自宅の近くに停車してもらっている。 

  ・タクシーと同じ感覚で使っている。 

  ・耳が遠いため、オペレーターと何度もやり取りをし、申し訳ない。 

  ・無料で運行してもらって申し訳ない。 

  ・何ヶ所かまとめてまわってもらえるとありがたい。 

  ・イオン洲本店の乗降場所が分かりにくかったが、使ってみて分かった。 

  ・乗降箇所を増やしてほしい。 

  ・病院利用では帰りの予約がしづらい。 

  ・午後４時までの運行だと利用できない場合がある。 

  ・予約の参考とするため、利用者の多い時間帯を教えてほしい。 

  ・予約時間に遅れた場合はどうなるのか。 

  ・スマホ申込の利用はあるのか。 

  ・午前９時の病院予約の場合、利用できないことがある。 

  ・できれば、自宅の近くまで行ってほしい。 

  ・乗降場所に日除けや雨除けがないところがあるので、車が来るまでは   

別の場所で待っている。 

  ・一緒に乗車したかったが、別々に申し込むと先の予約が優先され、一緒に

乗ることができなかったことがあった。 

  ・千草から街中の利用だけでなく、街中での乗降がしたい。 

 

 

・行政が率先して企業誘致に努めてもらいたい。 

 ⇒【回答】企画情報部魅力創生課 

  現状、企業誘致の促進のために必要かつ効果的な奨励措置を講じ企業誘致

に努めている。 

例えば、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る。 

  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

間に限り支援している。 

  今後についても、引き続き各種支援制度を活用し企業誘致の促進を図り、地

域の活性化及び移住定住へつなげていく。 

 

 

・夜間、市道（千草～大野）（洲本 C.C～宇原）にゴミの不法投棄が発生してお

り、注意喚起の看板を設置したが効果が薄い。効果的な対策について伺いたい。 

 ⇒【回答】市民生活部生活環境課 

  本市では、不法投棄対策として、監視カメラ等の貸し出しと警告看板の配布

を行っております。 

しかしながら、投棄場所が広範囲に及ぶ場合には、投棄者を特定するために、

多くの監視カメラを設置する必要があるため、まずは警告看板を設置いただ

いております。 

加えて、土地所有者等で、定期的な見回りや、草刈りや掃除等の維持管理を

行っていただくことにより、不法投棄の抑止効果になると考えております。 

ご相談の市道につきましては、市が管理を行っておりますので、市役所担当

課（用地課）へ定期的なパトロールや維持管理を行っていただくよう伝えてお

ります。 

 

 

・エコステーションの回収籠の扉を開放したままにしている方がいるため、ゴミ

が荒らされ、周囲に散乱している事案が多発している。防犯カメラでの対応はで

きないものか伺いたい。 

 ⇒【回答】市民生活部生活環境課 

  本市では、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、３カ月

間にはなりますが、不法投棄監視カメラの無償貸付けを実施しておりますの

で、必要な場合には市役所生活環境課へご相談下さい。 

なお、防犯カメラの設置については、県の補助制度がありますので、窓口で

あります市役所消防防災課へご相談下さい。 

 

 

・来年から始まるペットボトルの分別回収について、回収日は増えるのか伺いた

い。 

 ⇒【回答】市民生活部生活環境課 

  ご質問のペットボトルの分別回収につきまして、回収日の変更は予定して



おりません。 

なお、１１月15日のまちづくり懇談会でご説明させていただきましたが、

令和５年４月からペットボトルと白色トレイを除くプラスチックごみの分別

回収を行います。 

回収方法は、当面の間、資源物回収拠点施設でありますみつあい館、洲本ス

トックヤード、五色ストックヤード、由良ストックヤードへの直接持ち込みと

しており、施設開設日であれば、いつでもお持込みいただけます。 

なお、令和６年１月からの資源袋による回収につきましては、別途回収日を

設ける予定としております。詳細が決まり次第、お知らせいたします。 

 

 

・道路計画（宇原～炬口）、（千草～小路谷）の進捗状況について伺いたい。 

 ⇒【回答】都市整備部建設課 

道路計画（宇原～炬口） 

国道28号バイパスについては、令和７年春の開通に向けて工事中です。 

 

  道路計画（千草～小路谷） 

   小路谷千草線については、小路谷側で約640ｍの未改良区間があります。 

   現在、事業中の宇原千草線、宇原猪鼻線などの完成の目途が立てば事業着

手に向けて調整してまいります。 

 

 

・県道を含む道路計画の詳細な進捗状況の地元町内会への報告と計画の早期実

施をお願いしたい。 

 ⇒【回答】都市整備部建設課 

  道路事業については市内各所で早期完成を目指し取り組んでいます。 

なお、道路工事などの実施にあたっては、関係町内会への説明を行ったうえ

で事業を進めておりますので、引き続きよろしくお願いします。 

 

 

・五色の GOGO ドームの存続についての市の見解は。 

 ⇒【回答】産業振興部農政課 

GOGO ドームは平成 10 年 3 月の完成から 24 年が経過し、建物全体の劣

化が進行しており、９月 6 日と 16 日に襲来した台風により、ドームのテン

ト部分が大きく破損し、施設の使用を中止せざるを得ない状況となっていま

す。 



施設の利用を再開させるためには、大規模な改修工事が伴い、建設当時と同

等の多額の財政負担が発生することになります。 

地域住民の方々の継続利用を望む声があることは承知しておりますが、有

効な跡地利用について検討を進めているところです。 

 

 

・陸上競技場の存続について市議会の見解は。 

 ⇒【回答】議会運営委員会 

  淡路島内の陸上競技場については、本市に所在する市民交流センターの陸

上競技場が唯一の施設であり、老朽化が著しくなっていることは承知をして

おります。現在、淡路島内３市の議会で連携し、令和元年度以降、継続して、

県に対して淡路島内への全天候型陸上競技場の整備について要望しています。 

 

  



【２班】猪鼻・中村・東 

 

・田舎暮らし推進事業における、定住人口の取り組みの現状は。 

 ⇒【回答】企画情報部魅力創生課 

  現在、洲本市においては、移住希望者への空き家等の情報を発信及び移住時

においても必要な支援を行い移住の促進を図っている。 

  なお、令和３年度に移住者支援制度「お帰りなさいプロジェクト」を見直し、

「新生活スタートアップ支援事業」として移住者支援に取り組んでいる。 

※支援事業 

○空き家等利活用推進関係 

   ・空き家バンク ・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 

○田舎暮らし推進関係 

   ・お試し移住体験施設借り上げ事業 ・お試し短期滞在支援事業 

○移住者支援事業 

   ・新生活スタートアップ支援事業 ・移住支援金 

今後についても、空き家掘り起こし事業などを活用し空き家の掘り起こし

空き家バンクへの登録を推進し、田舎暮らし・移住定住の受け皿の確保を進め

るとともに、新生活スタートアップ支援事業などにより、移住定住の推進をは

かる。 

 

 

・決算報告の中で、公共交通支援事業費として、8,365 万円が計上されている

が補助先を伺いたい。また、公共交通への補助金の使用方法として、バスの制度

よりタクシーを利用しやすくするのも一つの方法ではないか。そうなれば、ドア

to ドアの利用も増えるのでは。 

 ⇒【回答】企画情報部企画課 

  公共交通支援事業費（8,365 万円）の内訳は次の通りです。 

 

（単位：円） 

内 容 金 額 

普通旅費 2,400 

消耗品費 7,546 

印刷製本費 343,475 

保守点検等委託料 396,000 



コミュニティバス運行委託料 17,438,368 

通行料 5,620 

鮎原線廃止路線代替バス運行費補助金 2,984,000 

生活交通維持費補助金 32,808,000 

バス対策補助金（縦貫線・都志線・長田線） 15,186,000 

洲本市探検タクシー事業補助金 583,806 

路線バス利用促進助成金 9,134,091 

地域公共交通感染症拡大防止対策助成金 2,584,000 

大規模接種会場ワクチン接種移動支援事業助成金 1,780,000 

あわじ足ナビ補助金 400,000 

合計 83,653,306 

 

⇒【回答】健康福祉部福祉課 

移動手段確保事業として交通機関の利用が困難で、他の移動手段を持たな

い障害者に対して、路線バス、タクシー等で使える助成券を交付しております。 

来年度は、事業対象者の利便性を高めるため、助成券交付枚数を増やす予定

としています。 

 

 ⇒【回答】健康福祉部介護福祉課 

  75 歳以上の一人暮らし高齢者を対象に（収入要件あり）、タクシー及び路

線バス等で利用可能な助成券を年間最大で「13,600 円分」を限度に交付す

る「洲本市高齢者移動手段確保事業」を実施中でございます。 

本事業は高齢者の日常生活を支える上で大変重要な役割を担っていること

から、対象者の拡大（「75 歳以上の高齢者のみ世帯」も対象に追加）及び助

成券の交付額の引上げ等を検討しており、令和 5 年 4 月からの実施に向け現

在調整中でございます。 

 

 

・昨今、経済的な影響を受けている子育て世帯の家計を支援する育児支援金を、

中学３年生までの世帯に支給されているが、なぜ高校生には出ないのか。生活苦

は、みんな同じである。枠組について、もっと考えてほしい。 

 ⇒【回答】健康福祉部子ども子育て課 

本事業については、市の単独事業で、子育ての経済的負担軽減と物価高騰等

に直面し経済的な影響を受けている子育て世帯の家計を支援するため、中学

３年生までの子どもと生計を一にする保護者に対しまして、児童１人当たり



10 万円の育児支援金を支給するものです。 

限りのある財源でもあり、市民にとって何が必要な事業か、また、何を優先

すべきものなのかというなかで、小さなお子様をお持ちの子育て世帯は、若い

年代が多く、収入も少ない方が多いということで支援するものです。 

なお、高校生をお持ちの世帯への支援としましては、0 歳から 18 歳まで

の継続した子育て支援、経済的な負担軽減の観点から、これまで中学生までを

対象としていたこども医療費助成事業を見直し、新たに、令和 5年 1月から、

高校生世代にも保険適用の入院、外来等の自己負担額を助成することとして

います。 

 

 

・市道の整備をしてほしい。土砂の流入、樹木の繁茂、道路脇の破損。 

⇒【回答】都市整備部建設課 

地域内の生活道路における除草などの維持管理は、全島一斉清掃や道路愛

護作業などの地域の奉仕活動により対応いただいていますが、近年は市内全

域で高齢化などにより作業できる人材が不足している状況にあることは認識

しています。 

市道猪ノ鼻線については、例年除草業務を実施しており、本年 9 月には側

溝清掃を実施しています。他の修繕要望などにつきましては、改めて現地の

状況を確認したうえで、安全な通行確保に努めてまいります。 

なお、民地からの樹木の繁茂は民地側での対応をお願いいたします。 

 

 

・新規就農者に対する洲本市の考えなり方向性は。 

 ⇒【回答】産業振興部農政課 

農業者の減少・高齢化と後継者不足、耕作放棄地の拡大など深刻さを増して

いく中、意欲ある新規就農者の育成・確保は大変重要と捉えています。 

一人でも多くの新規就農者の定着を目指し、洲本市では以下のような取組

を行っています。 

・県が主催する就農希望者向けセミナー・相談会での呼びかけ 

・市、県農業改良普及センター、ＪＡと合同の就農相談会 

   ⇒月１回開催。洲本市へ移住し、就農を希望する者の掘り起こし 

  ・親方制度 

   ⇒次世代の農家を育てたいと考えている認定農業者の下での、農業研修

のマッチング 

  ・就農サポートハウス支援 



   ⇒農業研修生等に対し、五色町都志にある滞在施設「たかた屋」の短期    

貸出 

今後も、上記問題の解消・新規就農者確保を目的に、関係する事業の案内な

ど、上記事業の継続、情報発信・情報収集を図る必要があると考えています。 

  

また、就農後についても、親方農家には身近な相談相手になっていただいて

おり、市でも随時相談を受け付けているところです。 

南淡路農業改良普及センターが事務局を務めております、洲本市農業青年

会議におきましては、洲本市の若手農業者が加入しており、会員間での交流を

深める場を設けているところです。 

  引き続き親方農家の方々や関係機関と連携しながら、新規就農者へのサポ

ートを行ってまいります 

 

 

・猪鼻地区は、世帯数１５戸で千草の中でも荒廃する一方である。障害者施設等

の活用の話や代理農業の模索もするが農機具が入らない等の理由、また農振地

が弊害となり新たな誘致が出来ないので地区として朽ちていくしかない。何と

か農振地から外すことが出来ないか。 

 ⇒【回答】産業振興部農政課 

  農用地区域からの除外は、優良農地を確保するとともに、地域の営農環境に

支障を及ぼさない等の観点から、次の５つの要件が定められています。 

①農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域

外の区域内の土地をもって代えることが困難であること 

②農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと 

③農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれが

ないこと 

④土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと 

⑤土地改良事業完了後、８年を経過しているものであること 

 

これら５つの要件をすべて満たす場合にのみ、農用地区域からの除外を行

うことができます。 

特に①が重要であり、企業誘致等を行う場合、誘致予定の農用地が農用地以

外の用途に供することが必要かつ適当であり、農用地区域外の区域内の土地

をもって代えることが困難であるかを十分に検討する必要があります。 

またその他の４つの要件も検討し、全て満たす場合にのみ農用地区域から

の除外は可能となっています。 



 

 

・移住・定住だけでなく、大学を出て地元に帰ってきやすい、働く場所の環境づ

くり、高校時代から地元の良さを説き、地元で働く意識向上を図る必要があるの

では。 

 ⇒【回答】産業振興部商工観光課 

淡路地域では、人口減少に加え、若者の島外流出が続いていることから、県、

ハローワーク、市、商工会議所・商工会等で構成する「淡路地域人材確保協議

会」が、若者の地域定着を図ることを目的とした活動を行っています。 

この協議会では、島内就職を希望する大学生等や、ＵＪＩターン就職希望者

を対象とした「ふるさと JOB フェア」や「求人企業合同説明会」を開催し、

島内企業の説明会等を実施していますので、引き続き、これらの取組みに連

携・協力していきたいと考えます。 

本市では、兵庫県の奨学金返済制度「兵庫型奨学金返済支援制度」に加え、

「洲本市未来の担い手確保奨学金返還支援補助金」により高校・大学等の在学

中に借り入れた奨学金等の返還の一部を補助する制度がございます。 

さらに、シニアを含めた幅広い世代の起業を支援するため、起業に必要な事

務所等の整備改修費のほか備品購入費などについて一部支援する（補助率

1/2、補助限度額 50 万円）。「起業支援事業補助金」も実施しております。 

また、「働く場所の環境づくり」という面については、企業・事業所等の労

働環境の整備が、一番重要であり、給与・労働時間・休暇などの労働条件の整

備や、労働場所の安全・衛生面、また職場でのメンタルヘルスを含めた健康の

問題等についての整備・対策が必要と考えます。 

そのような取組みを行う企業・事業所等への支援策が、国・県等で用意され

ていますので、その普及啓発に努めたいと考えます。 

 

  



【３班】竹原・明田 

 

・外来植物のナンキンハゼが大繁殖し、本来の生態系が崩れ、地域の課題とな

っている。 

⇒【回答】市民生活部生活環境課 

 外来生物のうち、特に生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及

ぼすもの、また及ぼす恐れのあるものは特定外来生物と指定され、保管、運

搬、輸入等の取扱いが規制されていますが、ナンキンハゼについては、現在

指定されていません。 

しかしながら、兵庫県では、特に影響が大きいと考えられる外来生物種を

「生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物リスト（ブラックリスト）」としてま

とめられており、その中にナンキンハゼも警戒種として含まれております。詳

しくは、兵庫県自然・鳥獣共生課にお問い合わせください。 

 

 

・竹原地区における太陽光発電設備設置計画反対について 

関連する兵庫県関係条例・施行規則を踏まえ、太陽光発電施設の設置等に際

して遵守すべき事項を定めた洲本市独自の条例、要綱、ガイドライン等を乱開

発が開始されるまでに、早急に制定・策定して頂きたい。 

⇒【回答】都市整備部都市計画課 

 本市では、市独自の条例等として、 

洲本市地域再生可能エネルギー活用推進条例を制定しており、また、施行

規則（令和４年２月 22 日規則第３号）」を要望書回答後の令和 4 年 2 月

22 日に制定しております。 

その施行規則の第４条で、（特定事業）として、再生可能エネルギー資源

を電気に変換する設備及びその附属設備の用に供する土地の区域の面積が

1,000 平方メートル以上のものと定め、 

第５条（市の役割）では、特定事業者に対し、その事業活動が条例に沿っ

て適正に運営されるよう、必要な助言、必要な資料の提出その他の協力を求

めるものとしております。 

第６条２（特定事業者の役割）では、必要な調整として、再生可能エネル

ギー発電設備の設置又は変更前に、当該再生可能エネルギー発電設備の設置

又は変更に関する計画の内容について、地域の住民その他関係者に対し説明

を行い、これらの者の理解を得られるようにするために必要と認められる措

置を講ずることを定めております。 

なお、「洲本市地域再生可能エネルギー活用推進条例施行規則」について



は、周知期間を経たのち令和 5 年 4 月 1 日から施行となります。 

さらに兵庫県では、太陽光発電施設等が景観、居住環境その他の地域環境

に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設等の設置等に関して必要な事項を定

め、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図り、良好な環境及び安全な生

活を確保することを目的に兵庫県太陽光発電施設等と地域環境との調和に関

する条例が制定されています。この第６条で施設基準を定めており、これら

の、施設基準の適用については、事業区域の規模にかかわらず、条例施行後

（平成 29 年 7 月条例施行後）に工事着手する全ての施設に適用されるとさ

れています。 

これらの市独自の洲本市地域再生可能エネルギー活用推進条例等により、

本市における太陽光発電事業と地域のまちづくり土地の保全と調和を図るた

め、兵庫県の関係条例ともに必要な対策を講じてまいりたいと考えます。 

 

 

・竹原地区の環境整備について 

飲食店の開業や若い人の流入もあり、地域の活性化が図られ、あわじ花山水

は全国花のまちづくりコンクール最優秀農林水産大臣賞に選ばれました。しか

し進入道路は幅員狭小で、待避所も少なく、観光シーズンは交通渋滞が頻発し

ており、道路改修、駐車スペースの確保についてご支援を頂きたい。 

⇒【回答】都市整備部建設課 

市道竹原洲本線は幅員が狭く、車同士のすれ違いが困難な箇所もあること

から、これまでも路肩や側溝の改修工事などを実施することで、その解消に

努めているところです。また、状況に応じて、舗装修繕や側溝清掃なども行

っています。 

 全面的な改良計画がある路線ではありませんが、引き続き、効果的な改修

や維持管理などを実施することで、より安全な通行確保に努めてまいりま

す。 

  なお、駐車スペースは事業者側での検討をお願いいたします。 

 

 

・耕作放棄地対策の充実をお願いしたい。 

 ⇒【回答】産業振興部農政課 

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。 

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大切であると考えます。 

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。 

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。 

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。 

 

  



【４班】青葉台団地 

 

・青葉台団地の大型合併処理浄化槽は、経年劣化が激しく、著しい破損等が生じ

た場合は、経費も高額となり早急な改善も困難であることが予想される。高齢化

も進み管理する住民の不安は募っており、浄化槽施設の維持管理支援や市への

移管、下水道への接続の可能性を検討して頂きたい。 

 ⇒【回答】市民生活部生活環境課 

現在、本市では、個別住宅への合併処理浄化槽設置に対し補助金を交付して

おりますが、その維持管理については、補助制度は無く、設置者で行っていた

だいております。 

そのような状況の中、市内には貴団地と同様の浄化槽施設が複数あります

が、各団地で維持管理していただいており、市が維持管理に対し支援を行うこ

とは難しい状況にあります。 

また、本市においては、生活排水対策として、下水道事業計画区域以外では、

使用者自らが合併処理浄化槽を設置いただくこととしておりますので、ご理

解いただきますようお願いいたします。 

なお、浄化槽施設を改修する際には、環境省の補助制度が活用できる場合が

ありますので、申請窓口であります兵庫県水質保全センター（078-306-

6020）へご相談下さい。 

 

⇒【回答】都市整備部下水道課 

洲本市の公共下水道事業は、平成５年９月に内町・外町地区から供用を開始

し、その後も物部地区や宇原地区の一部にも区域の拡大を行いました。現在は、

桑間地区、潮地区の整備を順次進めているところであり、この整備にはまだ相

当な期間を要する状況です。 

このような中、当面は現在の整備地域での事業実施を行うこととしており、

千草地域も含めた他の地域への下水道整備の事業実施については、現在のと

ころ未定となっております。 

 

 

・不登校が増加しているように思うが現状は。更なる対策の充実、強化の検討を

お願いしたい。 

 ⇒【回答】教育委員会学校教育課 

  コロナ禍も重なり、全国の増加と同様に、洲本市においても増加傾向にあり

ます。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門職員

の配置や相談窓口の周知など、継続しながら不登校の未然防止及び早期対応



を心掛けております。 

また、不登校児童生徒が通うことができるよう洲本地域と五色地域に、それ

ぞれ「適応指導教室」を開設し、集団生活への適応や情緒の安定、基礎学力の

補充、基本的生活習慣の改善などの支援を行っております。 

今後さらに、関係機関と連携を図りながら更なる不登校児童生徒の未然防

止及び早期対応を行ってまいります。 

 

 

・自治会内の道路の補修を計画的に実施していただきたい。今回は会館前を行

っていただきありがとうございます。他のところも舗装が傷んでいますので、

よろしくお願いします。 

⇒【回答】都市整備部建設課 

 青葉台団地内では、今年度に自治会館前の舗装打替工事を実施いたしま

す。舗装修繕は、多くの地域から要望があり、損傷状況、交通量、緊急度等

により実施個所を判断し、全面打替や部分補修、応急補修などで対応してい

ます。 

 今後も現地の状況を確認したうえで、安全な通行確保に努めてまいりま

す。 

 

 

・自治会内の公園や市有地の木を伐採していただきたい。 

⇒【回答】都市整備部都市計画課 

自治会において、対応困難な樹木の伐採については、これまでもその都

度、ご相談いただいていたかと思います。 

公園以外の市有地も含め、各所管課と調整しながら、今後も伐採等維持管理

のための予算確保に努めてまいります。 

 

 

・団地内の公園について、遊具等の管理状況はどうなっているのか。 

 ⇒【回答】都市整備部都市計画課 

  団地内の公園における遊具の管理（修繕や撤去工事）については、市都市計

画課で対応しています。 

遊具について、故障等があれば、基本的に町内会長を通じて連絡をいただき、

現況を確認したうえで、修繕や撤去工事を実施します。 


