
 

 

重点施策提案書 

平成31年度 

 岡山県玉野市



 

 

平成 31年度重点施策提案事項について 

 

玉野市政の推進に当たりまして、平素から格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

本市は、これまで瀬戸内海に面した四国への玄関口として、また、海を活かした臨海工

業都市として発展してまいりましたが、地域経済の低迷に加え、人口減少や少子高齢化の

進展などの影響により、本市財政は大変厳しい状況にあります。 

しかしながら、直接行政サービスを提供する基礎自治体の役割と責任はますます増大し

ており、さらには、地方創生という新たな時流の中、真の地方自治を実現していくために

は、地方自治体がそれぞれの特性を活かしながら新たなまちづくりを推進していく必要が

あります。 

 

昨年度の重点施策提案におきましては、国・県からの支援により、地域の工業系人材不

足の解消に向けた市立高等学校への機械科新設や高等教育課程での通級指導教室の設置、

たまの版生涯活躍のまちにおいては、事業推進主体の選定や基本計画の策定による事業化

に向けた体制の構築、防災・減災に向けた海岸や河川改修の推進、さらには港湾事業や道

路改修に向けた検討・調査等、着実な事業の推進を図ることができました。 

 

本市は、「市民が誇りを持てる郷土・玉野」の実現に向け、魅力的なまちづくりの形成、

教育の充実、安全安心の確保や道路・港湾等の都市基盤整備の推進等、各施策に取り組む

とともに、市民との協働による市民指向のまちづくりを進めながら、持続可能な自治体経

営に向けて最大限の努力を続けているところです。 

 

しかしながら、こうした諸施策を実現していくためには、国、県等のご理解とご支援が

必要不可欠であり、本市の振興を図る上で特に重要な課題について、平成 31 年度の重点

施策提案書として取りまとめましたので、平成 31 年度の予算編成並びに施策の決定に当

たりましては、格段のご配慮を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

   平成 30年 7月 

 

 



平成 31 年度重点施策提案事項

１ 玉野市立玉野商工高等学校機械科の魅力づくりについて

２ 通常学級の学級編制基準の引き下げ及び各種加配教員数（高校通級を含

む）の充実について

３ 就学前教育の充実に向けた支援について

４ 渋川海岸でのビーチスポーツキャンプ実施支援及び聖火リレーの玉野市

ルートの選定等について

５ たまの版生涯活躍のまちづくり（たまの版 CCRsea）の推進について

６ 児島湖水位の適正管理と流入河川の早期改修促進について

７ 重要港湾（重点港湾）の整備・利用促進について

８ 高速道路及び岡山空港へのアクセス強化について

９ 国道・県道の整備促進について

10 石島・本土間の生活航路の支援について



１．玉野市立玉野商工高等学校機械科の魅力づくりについて

提案先
（国）文部科学省

内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事務局）

（県）教育庁

提 案
地方創生の視点から地元の即戦力となる人財育成のため、市立玉野商工

高等学校へ開設された機械科への多角的な支援措置を提案します。

＜現状と課題＞

○ 本市では、平成 28年度から、産官学連携人材育成連絡協議会を組織し、高校生イ

ンターンシップの充実等により市立高校のキャリア教育の充実を推進しています。

○ 本市は企業城下町「ものづくりのまち玉野」といわれ、多くの工業系企業が街を

支えてきたという特色があるものの、近年工業系就職者不足が加速化していること

から、地元企業の即戦力として活躍する人材を育成し、生徒に多様な学びの選択肢

を用意するため、地元企業の強力なバックアップを得て、平成 30年 4月に玉野商工

高等学校へ機械科を新設いたしました。

○ 機械科の機械実習については、(株)三井 E&Sホールディングス玉野総合事務所敷地

内の技能研修センターや地元企業の(株)宮原製作所の実習棟などを使用させていた

だき、授業に必要な機械設備を市が設置しています。また、授業は機械科教員が行

いますが、必要なときには民間企業の優秀な技能職からプロの技術教授を受けるこ

とも可能とし、企業と連携しながら即戦力となる人材育成に取り組んでいくことを

特色としています。

○ 岡山県教育庁の多大なる支援により、平成 30年度に必要な機械科教員を確保して

いただきましたが、魅力的な機械科を整備していくため、引き続き全学年が揃う平

成 32年度に向けて、機械科教員の確保が課題となっています。

〇 また、機械科の授業に必要な機械設備については、企業版ふるさと納税を活用し、

地元にゆかりのある企業から支援をいただき整備したところでありますが、日々更

新される技術に対応するため、機械設備の更新が重要であり、市単独で運営してい

る公立高校にとって、財源の確保が課題となっています。

○ 機械実習授業を企業施設内で行うなど、全国でもモデルとなり得る企業と連携し

た機械科が運用されるとともに、商業科との共同学習等、様々な特色ある専門教育

を推進していくためには、専門的な知見や支援が必要です。
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＜提案の内容＞

○ 機械科の生徒が 3学年揃う平成 32 年度に向けて、機械科教員の配置に対する支

援を提案します。（県）

○ 機械科実習施設の運営費用及び設備更新における支援策、商業教育と工業教育

の共同学習等による専門教育の充実に向けた支援策、地方創生に資する学校と地

元企業の連携支援策の構築を提案します。（国）

＜提案による効果＞

玉野商工高校機械科が魅力的な専門教育を実現すれば、工業系人材の不足状態の解

消や地元の工業系企業の活性化に繋がり、定住者の増加や移住者の増加にも繋がるこ

とが想定されます。

また、地元企業との連携による教育活動を通じて、社会人基礎力『「前に踏み出す力」

「考え抜く力」「チームで働く力」』を育み、未来のスペシャリストを育成できるとと

もに、全国へ発信できる魅力ある高等教育が創造できます。

担当：教育委員会 学校教育課

【玉野市立玉野商工高等学校機械科における実習内容】
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２．通常学級の学級編制基準の引き下げ及び各種加配教員数（高
校通級を含む）の充実について

提案先 （国）文部科学省 （県）教 育 庁

提 案

小学校及び中学校の通常学級の学級編制基準を引き下げる（全学年で

35 人学級）とともに、多様な教育課題に対応するために（高校を含め

た特別支援・通級や少人数指導、専科等）加配教員数の維持・充実を図

るよう提案します。

＜現状と課題＞

○ 通常学級の 1学級の児童数または生徒数の基準は、「公立義務教育諸学校の学級

編制及び教職員定数の標準に関する法律」（以下「義務教育標準法」という。）に

より、小学校第 1学年は 35 人、他の学年は 40 人と定められています。

○ 近年、生徒指導上の課題はますます多様化しているほか、通常学級に在籍する

発達障害のある児童生徒の増加への対応が大きな課題となっています。また、少

子化・核家族化を背景とした家庭での教育力の低下により、基礎的な生活習慣が

身に付いていない子どもが増加するなどの問題が発生しています。

こうした課題に対して、きめ細やかな指導を行うため、本市では小学校第 1学

年から第 6学年まで、35 人学級を実施しています。

○ 国により小学校第 1学年、岡山県では、一定の条件の下、加配を活用して第 2

学年から第 6学年について 35 人学級を実施していますが、本市では、条件に当て

はまらない第 5学年と第 6学年については市費により実施しているところです。

○ しかしながら、市費による 35 人学級の実施では、十分な人材の確保が困難であ

り、市費講師に担任を持たさなければならないことや学力向上や特別支援教育の

充実を図ることが急務である学校現場において、少人数指導や特別支援教育充実

のために配置される常勤加配を減少させて、35 人学級を実施していくことには大

きな課題があります。

〇 また、本市では平成 30 年度の制度開始当初

から市立玉野備南高校において、通級指導教室

を設置したところでありますが、障害特性に応

じた通級指導を充実し、効果的な実践を積み重

ねていくためにも、加配等による高校内の体制

充実や県からの指導支援等が不可欠です。
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＜提案の内容＞

○ 義務教育標準法の改正により現在の学級編制基準を見直し、少人数指導などの

ために配置される加配数を維持しながら、小学校第 1学年だけではなく、他の学

年でも学級定数を 40 人から 35 人に引き下げるよう提案します。(国）

○ 少人数指導加配や異校種間連携加配、その他、指導充実のための各種加配を増

加させ、多様な教育課題に対応できるように教員数を増加させていくことを提案

します。（国、県）

○ 高校における通級指導教室設置に関連する加配の配置等、適切な支援を充実さ

せるための特別支援教育に係る教職員の配置の充実を検討するよう提案します。

（国、県）

＜提案による効果＞

○ 35 人学級や加配教員数を維持・充実することで、一人ひとりの子どもに寄り添

ったきめ細やかな指導を展開することができます。

○ 子どもたちの生活習慣の確立や豊かな心の育成を図ることができ、非行率の抑

制が図られるなど、未来を担う健全な子どもたちを育てることができます。

○ 通常学級における特別支援教育の充実を図ることができ、障害のある子どもた

ちの集団適応力の育成にも成果があります。また、高校通級を実施することによ

り、中途退学者も減少していきます。

○ 教員数の増加は、教職員の働き方改革にも繋がります。

担当：教育委員会 学校教育課

現 状 提 案

○国の 35 人以下学級の実施

小学校第 1学年 義務教育標準法改正により実施

小学校第 2学年 加配定数の活用により一律に実施

○岡山県の独自メニュー

小学校第 3学年～中学校第 3学年

学校からの要望により加配定数の活用で実施

義務教育標準法の改正

・法改正による全学年にお

ける 35 人学級の実施

・特別支援、少人数指導等

多様な支援教育の充実

のため、教職員の加配を

充実
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３．就学前教育の充実に向けた支援について

提案先

（国）内閣府

文部科学省

厚生労働省

（県）保健福祉部

提 案
就学前教育の質の向上に取り組む自治体に対する支援措置を提案しま

す。

＜現状と課題＞

○ 本市では、就学前教育を教育委員会が一体的に運営し、就学前教育（幼稚園・

保育園・こども園）専門の指導主事等を配置することにより、就学前園の人材育

成・指導内容の充実や、就学前園も含めた中学校区一貫教育の取組により就学前

から小学校・中学校まで一貫した教育を行う等、全国に先駆けて就学前教育の質

の向上に取り組んでいます。

○ しかしながら、保育現場においては、周辺の大都市で多くの待機児童が発生し

ていることから、保育所の新設ラッシュに伴い、保育士の確保が困難である一方

で、公立園では、個々の園児の課題に応じたきめ細かな配慮を行う中、国の保育

園職員配置の考え方を踏まえ、担任以外にも全て保育士を充てていることから、

結果的に基準以上の保育士を配置している状況にあります。

○ この点、幼稚園においては、担任は幼稚園教諭の資格を持つ者を充てるものの、

支援が必要な子どもに対して必要に応じて適時に支援する支援員については、免

許・資格の有無ではなく市教委が当該支援員の資質を面接等において確認した上

で配置を行い、幼稚園教諭で対応すべきものと支援員が適時に対応するものを役

割分担しています。保育園においても、幼稚園と同様、配置基準以上の取組につ

いては、質の維持・充実を図るものであれば柔軟な対応を可能とし、保育士が真

に必要な役割を果たすことができる環境を整備することが必要です。

○ また、子育て支援法の改正により、「待機児童対策協議会」が設置され、周辺市

町村への児童受入れの調整が行われる見込みでありますが、受入れ市町村に対し

ては、単に措置費のみでの対応ではなく、周辺市の就学前教育の質に十分配慮し

た措置を検討していただく必要があります。
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＜提案の内容＞

○ 就学前教育を一体的に運営し、質の向上に取り組んでいる自治体に対し、交付

税措置などの財政支援を講じることを提案します。（国）

○ 就学前教育の質を充実させるため、一定の条件下において、例えば、幼稚園と

同様に免許・資格等はなくとも子育て経験のある支援員の保育園における配置を

可能とするなど、基準以上の取組に対して柔軟な対応を認めていただくよう提案

します。（国）

○ 「待機児童対策協議会」を設置し協議する際は、周辺市の就学前教育の質に十

分配慮した支援・措置を提案します。（県）

＜提案による効果＞

○ 就学前教育の質の向上が図られるとともに、柔軟な園運営により園児に対する

よりきめ細かな配慮と保育士の適正な配置が実現できます。

担当：教育委員会 就学前教育課
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４．渋川海岸でのビーチスポーツキャンプ実施支援及び聖火リレ

ーの玉野市ルートの選定等について

提案先

（国）内閣官房（東京オリンピック･パラリンピック

競技大会推進本部事務局）

スポーツ庁

（県）環境文化部

提 案
東京オリンピック・パラリンピック等の事前キャンプ誘致への支援及び

聖火リレーの玉野市ルートの選定等を提案します。

＜現状と課題＞

○ 本市では、観光振興及びスポーツ振興の観点から、本市の地域資源である渋川

海岸を活かし、2020 東京オリンピック・パラリンピック及び国際大会の事前キャ

ンプを誘致するため、平成 29 年 12 月に、おかやまビーチスポーツ協会と共同で

「渋川ビーチスポーツキャンプ誘致実行委員会」を設立しました。

○ 渋川海岸でのビーチスポーツキャンプについては、強豪のブラジルビーチバレ

ーボールチームが関心を寄せているところです。

○ 本市の渋川海岸は、温暖な気候と降雨が比較的少なく、また県内で最大級の砂

浜を有していることから、ビーチスポーツの適地として評価が高く、他チームか

らも問い合わせがあることから、今後も事前キャンプ誘致に向けた対策が必要と

考えています。

〇 現在、岡山県では「おかやまナショナルチーム等キャンプ誘致推進事業補助」

制度がありますが、事前キャンプの誘致においては、事業実施経費の財源捻出に

向けた検討が必要であり、各種補助制度等の活用や一般財源への影響を可能な限

り抑えるための対策が必要であります。

また、海外チームの受入れに当たり、打合せや契約書の作成等、多様な言語対

応も課題となっています。

○ また、平成 30 年度に協議される予定の県内における聖火リレーのルート選定に

当たっては、事前キャンプを契機として東京オリンピック・パラリンピックに向

けた機運が醸成されているところであり、更なるスポーツ・観光等の振興を図っ

ていくためにも、渋川を含む玉野市ルートの選定が望まれます。

○ さらに、こうしたキャンプ誘致や聖火リレー誘致を契機に、学校等において、

本市の子どもたちがオリンピック・パラリンピックの価値を理解できる機会の充

実（オリパラ教育の推進）が重要だと考えています。
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＜提案の内容＞

○ 渋川海岸を活用したビーチスポーツキャンプ誘致のため、継続的な財政支援を

提案します。（国・県）

○ 聖火リレーの渋川を含む玉野市ルートの選定を提案します。（県）

○ オリンピック・パラリンピックの価値の普及に向けた学校等での取組に対する

支援を提案します。（国・県）

＜提案による効果＞

○ 東京オリンピック・パラリンピック等を契機とした渋川海岸の魅力発信ととも

に、渋川海岸のビーチスポーツの拠点としての充実が図られます。

〇 誘致したナショナルチームと地元との交流促進により、子どもたちの夢や目標

設定につながる他、地域においてもスポーツや健康増進の取組の振興に繋がりま

す。

担当：産業振興部 商工観光課

教育委員会 社会教育課

【渋川海岸】

＜1964 年当時の玉野市内における聖火リレーの様子＞

ー

【宇野港周辺】
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５．たまの版生涯活躍のまちづくり(たまの版 CCRsea)の推進に

ついて

提案先
（国）内閣府

スポーツ庁
（県）総合政策局

提 案
たまの版生涯活躍のまちづくり（たまの版 CCRsea）の推進に向けて、継

続的な支援措置等を提案します。

＜現状と課題＞

○ 本市は、移住した高齢者と若者をはじめとした様々な世代間交流の促進により、

地域全体の活気を取り戻し、これまでの少子高齢化の進展に伴う閉塞感を打破す

るまちづくりとして、国の地方創生関連施策の一つである「生涯活躍のまちづく

り(日本版 CCRC)」に着目し、平成 28 年 8 月に「瀬戸内の港町 たまの版 CCRsea（若

者が軸となる生涯活躍のまち）形成プロジェクト事業」として地域再生計画の認

定を受け、平成 29 年 3 月に「たまの版 CCRsea 基本構想」を取りまとめ、基本構

想を推進していくための基本計画を平成 30 年 3 月に策定しました。

○ 本市では、平成 29 年度に、事業全体のコーディネート役を担う事業推進主体の

選定を行い、「ヘルスケアサービスの開発」「ローカルブランディングの確立」に

向けた調査研究を進め、平成 30 年度からは基本計画に基づいたモデル事業を実施

しており、今後平成 32 年度からの事業推進主体の自立・自走に向けてより一層の

支援が必要であります。

○ 一方で本構想策定時において、移住者の候補となり得る方々として、本市に事

業所がある大手企業の協力を得て、首都圏や各事業所に勤務する 50 代以上の社員

に対してアンケートを行ったところ、国が推進している「生涯活躍のまち（CCRC）」

の認知度は 5％程度と極めて低い結果でした。

○ こうしたことから、現在、全国各地で「生涯活躍のまち（CCRC）」の形成に向け

た取組が進められていく中で、首都圏等からの移住を促進するためには、その認

知度の向上に向けた PR の充実が大きな課題となっています。

○ また、基本構想の方針の一つとして位置付けている地域共生社会の推進につい

ては、市立体育施設等での障害者スポーツの拠点機能を高め、誰もが生涯にわた

ってスポーツ活動に取り組むことができる環境整備を目指しており、広がりのあ

る継続的な取組としていくためにも官民が連携して総合的に取り組んでいく必要

があります。
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＜提案の内容＞

○ 地域再生計画の認定を受けている「たまの版生涯活躍のまち」の推進に向けて、

人の流れ、新たな仕事の創出を図るため、関連分野（観光・健康増進・空き家活

用等）における各省庁の補助事業に取り組むことから、優先採択等の財政支援措

置を提案します。（国）

○ 生涯活躍のまち（日本版 CCRC）の認知度向上に向け、取組事例集の作成及び政

府広報により、事業者及び一般の方々に向けた PR の充実を提案します。（国）

〇 障害者スポーツの拠点機能を高める環境整備に向けた支援措置を提案します。

（国・県）

＜提案による効果＞

○ 「たまの版生涯活躍のまち」を推進し、ヘルスケアサービス等の新たなビジネ

スやローカルブランディングを行うことにより、地域全体の活気と新たな価値や

魅力を生み出し、本市独自のまちづくりを促進できます。

○ より多くの人が「生涯活躍のまち」の取組を認知し、関心を持つことで、「たま

の版生涯活躍のまち」をはじめ、全国各地で「生涯活躍のまち」の形成が促進さ

れます。

○ 障害者スポーツの機会が充実し、誰もが生涯にわたってスポーツ活動に取り組

むことができるとともに、市民の共生社会への理解が促進されます。

担当：政策財政部 総合政策課

教育委員会 社会教育課

【「たまのオリジナル」の健康プログラム（一例）】
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６．児島湖水位の適正管理と流入河川の早期改修促進について

提案先 － （県）農林水産部・土木部

提 案
児島湖水位の適正管理及び流入する各河川の改修促進について提案しま

す。

＜現状と課題＞

○ 児島湖流域の岡山市、倉敷市、玉野市、早島町の 3市 1町において、平成 23 年

9 月 2 日から 4 日にかけ、岡山県を横断した台風 12 号がもたらした記録的な豪雨

により、児島湖の水位は計画洪水位＋2.89ｍ（AP）を超え、＋3.04ｍ（同）という

既往最高水位を記録し、笹ヶ瀬川、倉敷川等の児島湖に流入する河川沿いの多くの

地域で浸水被害が発生しました。

○ 特に、本市では、庄田川（八浜地域）及び宮川（東高崎地域）の 2本の河川にお

いて、児島湖の水位上昇及び豪雨による氾濫が発生し、周辺の道路や住宅一帯に流

入した結果、この２地域だけで災害救助法が適用となる床上浸水被害が発生しまし

た。

○ その後、台風来襲時等の水位上昇が見込まれる際には、樋門操作により事前に水

位を下げる取組など、適正かつ効果的に児島湖水位の管理が行われていますが、近

年、頻繁に発生する局地的な集中豪雨により、雨量が急激に一定限度を超えた場合、

鴨川、庄田川、宇藤木川を含めた児島湖への流入河川の水位が急上昇し、越水の恐

れがしばしば生じています。

〇 今後、台風をはじめ局地的な集中豪雨の脅威が増すことが予想されているところ

であり、過去の台風により氾濫した河川の復旧作業については、これまでも継続し

て対応していただいていますが、災害等による被害を未然に防止し、最小限に抑制

するためには、市内を流れる二級河川の河川改良事業の早期完了が課題となってい

ます。

【平成 23年台風 12 号による浸水被害】

八浜漁港前 八浜地区県道 45 号
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＜提案の内容＞

○ 台風来襲時等の水位の上昇が見込まれる際の樋門操作により、事前に水位を下げ

る取組の継続及び児島湖流入河川（鴨川、庄田川、宇藤木川）の改良事業を促進す

るための十分な予算の確保を提案します。（県）

＜提案による効果＞

○ 児島湖流域の浸水被害を抑制することにより、流域住民の生命・財産を確保し、

安心安全を高め、営農及び定住の促進を図ることができます。

担当：総務部 危機管理課

建設部 土木課

児島湾締切堤防

浸水地域

岡山市

玉野市

旭
川

笹
ヶ
瀬
川

庄田川

宇藤木川

雨水

雨水

雨水

雨水

浸水地域

倉
敷
川

鴨 川

宮
川

元
川
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７．重要港湾（重点港湾）の整備・利用促進について

提案先 （国）国土交通省 （県）土木部・県民生活部

提 案
重要港湾（重点港湾）宇野港の整備・利用促進及び宇高航路への財政支

援策の検討を提案します。

＜現状と課題＞

○ 宇野港宇野地区の第一突堤においては、大型旅客船ふ頭が平成 17 年度末に完成

し、平成 21 年までは年間 15 隻を超える大型客船が寄港していました。その後、

世界的な経済不況（リーマンショック）等の影響から平成 27 年頃まで寄港数が低

迷し、その後は回復傾向にあるものの、他県他港におけるクルーズ客船誘致も活

性化しており、国においても 2020 年に訪日クルーズ旅客数 500 万人の目標を掲げ

ていることから、宇野港宇野地区の更なる利用促進を図っていく必要があります。

○ また、海上交通安全法第 23 条により、長さ 200 メートル以上の巨大船について

は、備讃瀬戸航路における夜間の航行が禁じられており、その利便性の悪さのた

め、クルーズ船社が瀬戸内海においてクルーズ客船の運航を敬遠する要因の一つ

となっていると考えられます。

○ 一方、物流港である宇野港田井地区については、国道 30 号の 4車線化による交

通網の整備や RORO 船定期航路の整備などにより、一定規模の企業用地の照会が増

加していますが、平成 26 年度に県有地が完売となり、公的用地を持ち合わせてい

ないことから、立地意欲のある事業者の要望に応えられず、企業誘致の機会を逃

している状況にあります。

こうした中、田井地区の水面整理場は、原木取扱量が激減し、平成 18 年度以降

は全く取り扱われていないことから、利用形態の見直しを図るため、平成 28 年度

に国・県・市の 3者により課題を協議し、平成 29 年度には県において需要予測調

査を実施いただき、平成 30 年度にはその結果を基に今後の方向性を協議すること

となっています。

○ 本州と四国を結ぶ宇高航路については、国策による本四連絡橋瀬戸大橋の影響を

受け、運航事業者は大変厳しい状況にあり、平成 29 年 4 月から 1隻 5 便／日に減

便となりました。岡山県・香川県・高松市・本市の 2県 2 市により、平成 27 年か

ら船舶修繕費に対する補助を実施していますが、継続的な存続支援策等について、

早急な検討が必要となっています。
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＜提案の内容＞

○ 宇野港への大型旅客船寄港回数を確保するため、停泊時に合わせた集客イベン

トの開催や、一般向けに旅客船・船旅の魅力を発信するセミナーを開催するなど、

宇野港からの乗船客増加に向けた取組を進めるとともに、宇野港航路誘致推進協

議会内に設置した「クルーズ客船受入検討タスクフォース」の活用により、宇野

港に求められる事業の指導・助言をいただくなど、大型旅客船ふ頭の一層の利用

促進が図られるよう提案します。（国・県）

○ 瀬戸内海地域全体におけるクルーズ振興のため、海上交通安全法等関係法令の

改正により、大型クルーズ客船の夜間航行を可能とするよう提案します。（国）

○ 宇野港田井地区については、更なる企業誘致を図るため、同地区の利用形態の

見直しや用地拡大に向けた早期の開発を提案します。（県）

○ 宇高航路は、瀬戸大橋開通以降、明石海峡大橋の開通や高速道路料金の割引等、

国の施策による影響から利用は低下していますが、依然として物流・人流手段と

して活用されており、かつ、災害・緊急時の輸送手段として必要不可欠な航路で

あるため、運航に対する直接的な財政支援策の検討を早急に進めることを提案し

ます。（国・県）

＜提案による効果＞

○ 大型旅客船の寄港が増えることにより、交流人口が増加し、みなとの賑わいづ

くりが推進されるとともに、瀬戸内の玄関港としての地位を確立しさらなる活性

化が図られます。

○ 瀬戸内海における夜間航行の規制緩和により、クルーズ客船運航に対する障壁

が下がり、誘致が行いやすくなります。

○ 物流港として、企業立地が促進され、雇用の場が確保されるとともに、港湾貨

物の取扱量が増加し、モーダルシフトが推進されます。

○ 定期航路の維持により、人流・物流の両面から、地域に不可欠なインフラとし

て持続的に機能を維持することができます。

担当：総務部 総務課

産業振興部 商工観光課

完売

宇野港田井地区利用状況及び要望箇所大型客船の入港実績推移（単位：隻）
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８．高速道路及び岡山空港へのアクセス強化について

提案先 （国）国土交通省 （県）土 木 部・県民生活部

提 案 高速道路及び岡山空港へのアクセス強化を提案します。

＜現状と課題＞

○ 本市は、道路交通への依存度が極めて高いにもかかわらず、市内を高速道路が

通っていないため、今日の車社会においては「陸の孤島」としてマイナスイメー

ジが形成されています。この対策として、より質の高い道路によって、より速く

高速道路と結ばれる必要があります。

○ 隣接する倉敷市や早島 IC への道路網が整備されていないため、本市と倉敷方面

との連携が充分ではありません。この結果、年間約 384 万人の観光客（「平成 28

年度岡山県観光客動態調査結果の概要」より）を集める倉敷美観地区、そして、

世界中から観光客を集める瀬戸内海の島々へのターミナルである本市の宇野港と

いうお互いの資源を活かしきれていないなどの損失が生まれています。

○ 岡山空港への所要時間は、国道 180 号岡山西バイパスの供用により短縮された

ものの、岡山外環状南線が開通していないことから、岡山市街地の慢性的な渋滞

から回避できないため、依然として 1.5 時間程度かかっており、岡山西バイパス

の整備効果を一層高めるための環境整備が課題となっています。

○ 本市は、平成 28 年度に岡山市と岡山連携中枢都市圏の形成に向けた連携協約を

締結し、取組項目の一つとして、「岡山空港（岡山市）と宇野港（玉野市）をつな

ぐ直通バス導入の検討」を進めています。

外国人観光客が増加している宇野港と岡山空港をダイレクトに結ぶことによ

り、利便性を向上し、更なる観光振興を図っていく必要があります。

＜提案の内容＞

○ 広域道路の交流促進型として位置づけられている「玉野倉敷道路」を地域高規

格道路の候補路線として認定されるよう提案します。（県）

○ 国道 30 号を経由して岡山 IC や岡山空港へのアクセスルートとして、岡山環状

道路外環状線の早期の整備促進を提案します。

特に、岡山市南部の国道 30 号と国道 180 号岡山西バイパスを結ぶ区間（岡山環

状南道路）の早急な整備促進を提案します。（国）

○ 岡山空港と宇野港を結ぶ直通バス導入の検討を提案します。（県）
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＜提案による効果＞

○ 岡山市、倉敷市、玉野市が安定した交通網で結ばれることにより、本市の地理

的優位性を活かすことが可能となり、観光面はもちろん、さまざまな分野でヒト、

モノの動きが活発になり、圏域全体として交流人口増加型のまちづくりが促進さ

れます。

また、宇野港との連携により、海上からの救援物資の輸送路として災害時にお

けるライフライン確保が図られます。

○ 岡山市中心部を迂回することにより、岡山 IC や岡山空港への所要時間が短縮さ

れ、約 1時間でのアクセスが期待できます。

○ 直通バスの実施により、岡山空港及び宇野港の利用促進に繋がり、インバウン

ド対策や交流人口の増加、地域経済活性化等の好循環が創出されます。

担当：総務部 総務課

建設部 都市計画課

【提案箇所図】

【参考】岡山空港・岡山 IC までの

ルート整備による効果

○玉野市役所から岡山空港までの

所要時間

・国道 30 号・53 号 約 87 分

・岡山西ﾊﾞｲﾊﾟｽ開通 約 83 分

（4分短縮）

・総社・一宮ﾊﾞｲﾊﾟｽ一部開通約 78分

（5分短縮）

・岡山環状南道路整備後 約 65 分

（13 分短縮）

（岡山国道事務所作成資料より）
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９．国道・県道の整備促進について

提案先 （国）国土交通省 （県）土 木 部

提 案
国道 430 号の拡幅・改良及び主要地方道玉野福田線の整備促進を提案し

ます。

＜現状と課題＞

○ 国道 430 号のうち、玉地区の 3つのトンネル（玉第一～第三隧道）については、

断面が十分ではなく、車両の高さ制限があり、歩道も整備されていないことから、

車両の円滑な通行及び歩行者、自転車の安全な通行に支障を来しています。

さらに、降雨量による通行規制もあることから、常時安全かつ円滑な通行の確

保が課題となっています。

なお、玉第一～第三隧道の整備については、岡山県が平成 29 年度に事業評価を

実施され、その後、測量に着手していると伺っています。

○ 主要地方道玉野福田線は、玉野市市街地から水島 IC へのアクセスルートとして

重要であるとともに、路線バスの運行経路にもなっており、市民の生活道路とし

ても重要な路線です。

当該路線の拡幅については、平成 21 年度より進められてきた玉原地内の志池か

ら奥玉地内の白砂橋付近までの局部改良工事が、平成 28 年度をもって完了しまし

たが、隣接する白砂橋から北山中央児童遊園地付近の区間は、道路幅員が狭く、

大型車両のすれ違いや緊急車両の通行等が困難であり、安全かつ円滑な通行に支

障を来しています。

＜提案の内容＞

○ 国道 430 号玉地区の玉第一隧道、玉第二隧道、玉第三隧道の早期の改良整備及

び事業を促進するための十分な予算の確保を提案します。（国・県）

○ 玉野福田線奥玉地区のうち、白砂橋から北山中央児童公園付近までの区間の早期

の拡幅整備を提案します。（国・県）
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＜提案による効果＞

○ 国道 430 号は、地域の身近な生活道路であり、拡幅整備や歩道整備によりスム

ーズな車両通行により、市民の安全性や利便性が向上します。

○ 玉野福田線は、水島 IC へのアクセス道路であると同時に、地域の身近な生活道

路であり、拡幅整備によって緊急車両の円滑な走行の他、市民の安全性や利便性

が向上します。

担当：建設部 土木課

【提案箇所図】
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10．石島・本土間の生活航路の支援について

提案先 （国）国土交通省 （県）県民生活部

提 案 石島・本土間の生活航路への支援を提案します。

＜現状と課題＞

○ 昭和 36 年に離島振興法における離島として指定された本市の石島は、本土側の

胸上港から船で 15 分、距離にして約 6km 南下した海域に位置しています。

平成 30年 4 月時点における人口は 79 人で、老齢人口が 45人（全人口の 56.9％）

と高齢化が進んでいる状況にあります。

○ 石島には商店や病院が無く、生活用品の購入、通院などについて、本土と密接

な日常生活圏を形成しており、移動は主に自家用船で行われています。

○ しかしながら、自家用船については、高齢化とともに、自ら船を利用できない

島民が増えつつあることに加え、これまで石島と本土を結ぶ唯一の定期的な航路

として運航していたスクールボートについても、中学生の卒業とともに平成 26 年

度末をもって廃止となりました。

○ スクールボートの廃止に伴い、平成 27 年 1 月からデマンド型航路の実証運航を

行い、平成 28 年 4 月から海上タクシーを利用して本市単独による本格運行を実施

していますが、デマンド型航路は国庫補助の対象外となっており、陸上交通に比

べてコストが高い海上交通について、市単独で安定的かつ継続的に生活交通手段

を確保することは大変厳しい状況となっています。

＜提案内容＞

○ 交通政策基本法に基づき、生活交通の確保を目的と

した石島・本土間の継続的かつ安定的な航路の運行に

必要な財政措置を提案します。（国・県）

＜提案による効果＞

○ 石島と本土を結ぶことにより、島民が日常生活を送るために必要不可欠な本土

へのアクセスが可能となり、通院・通学、買い物のほか、本土からの検診や介護

サービスなどの福祉の確保が図られます。

担当：総務部 総務課
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【追加】普通教室のエアコンの設置促進に対する支援について

提案先 （国）文部科学省 （県）教育庁

提 案

猛暑日・真夏日が続くものの、速やかにエアコン設置に対応できない、

基金残高が少ない等の財政状況が厳しい自治体に対して、普通教室のエ

アコン設置を促進するための特例的な支援を提案します。

＜現状と課題＞

○ ７月の豪雨災害以降、本市においても３０度を超える猛暑日・真夏日が連続し、

エアコンが設置されていない全小中の普通教室においては、夏休みに入るまで高

温の中での授業が続きました。学校では、細心の注意を払いつつ授業を実施して

いますが、熱中症の危険と隣り合わせの状況であることには変わりありません。

○ 本市の財政的な課題（経常収支比率、基金残高等）などから、岡山県の市の中

でも本市だけがエアコンの設置計画が立てられない状況にあります。今後全国的

にエアコンの設置が進められますが、これまでの国の交付金の仕組みのままでは、

本市の基金残高が少ない状況等を踏まえれば、国の方針に合わせた速やかな対応

が難しい状況です。

○ 真夏の快適な学習環境のため、保護者や児童生徒からのエアコンの設置要望は

強くありますが、財政状況が厳しい本市においても、こうした要望に応えること

が可能となるよう、特に３０度以上の猛暑日・真夏日が続くなどエアコン設置が

急務であり、かつ通常の財政支援措置では速やかに対応できない自治体に対する

特例的な支援措置を要望します。

＜提案の内容＞

○ 特に猛暑日・真夏日が続くなどエアコン設置が急務であり、かつ通常の財政支

援措置では速やかに対応できない自治体に対する特例的な支援措置を提案しま

す。（国・県）

○ エアコン設置を具体化する場合でも、実際に設置するまでには時間を要するこ

とから、エアコン設置に必要な予算を継続的に確保するよう要望します。（国）

＜提案による効果＞

○ 猛暑日・真夏日が続くにもかかわらず、様々な事情により財政状況が厳しい自

治体での普通教室のエアコン設置が促進されます。

担当：教育委員会 教育総務課

学校教育課




