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◆１番（下市香乃美君） 皆さんこんにちは。
きょうから弥生３月ということで，本当に外は一足早い春らしい一日となっているようです。３月
３日にはひな祭りがありまして，８日は国際婦人デー，そして岡山市議会の代表質問は１番バッター
が高月議員，そして２番に私下市が登壇いたしまして，女性が続いております。今もお話がありまし
たが，岡山市議会での男女共同参画が進んでいるのではないかなと感じているところです。
それでは早速ですが，市民ネットを代表いたしまして質問をさせていただきます。
重複する箇所もあるかと思いますが，あえてそのままさせていただきますので，答弁の方よろしく
お願いいたします。
まず，合併問題についてお尋ねします。
国を挙げての財政破綻，財政危機の大合唱の中から全国3,300の自治体を1,000にまで減らすという
案が急浮上し，2005年と年限を切っての合併特例法です。合併を進めるためにはなりふり構わぬ，あ
めとむちの政策がとられているように思います。
岡山市は現在に至るまで，第四次総合計画でも，総合政策審議会でも，中期指針の中でも，合併に
ついての議論はありませんでした。ところが，先日の新聞報道によりますと，岡山青年会議所から合
併促進の申し入れがあり，萩原市長は前向きに検討するとお答えになっているようです。そのあたり
のお考えをお尋ねしたいと思います。
まず，政府が言う合併の目的とはそもそも何でしょうか。2000年12月１日の行政改革大綱閣議決定
では，地方分権の推進や少子化・高齢化の進展，国・地方を通じる財政の著しい悪化など，市町村行
政を取り巻く情勢が大きく変化している中にあって，基本的自治体である市町村の行政サービスを維
持し，向上させ，また行政としての規模の拡大や効率化を図るという観点から，与党行財政改革推進
協議会における市町村合併後の自治体数を1,000を目標とするという方針を踏まえて，自主的な市町
村合併を積極的に推進し，行財政基盤を強化するとしています。
これから読み取れるものは，合併は，地方分権の推進，少子・高齢社会に対応する行政サービスの
向上のためには手段としてはあり得る，しかし合併をするかしないかは地域が決めることだというこ
とです。
岡山市も合併論議を避けて通れないのであれば，私たちは将来社会に責任を持てる議論と手続をと
りたいと思います。
そこで質問します。
岡山市が合併を考えるとしたら，分権の推進，行政サービスの向上が目的だと確認できますか。よ
そから声をかけられたからといって，また一時の損得勘定だけで期限内に後ろを区切った議論をする
ものではないというふうに考えます。
岡山市はこれまでも多くの合併を繰り返し，合併のよさも悪さもよく承知しているはずです。地域
の文化，アイデンティティー保持の問題は大きく，合併後の地域の溝が埋まらない場合もあります。
これまでの合併のメリット，デメリットを整理して御説明ください。
合併は本来，住民発議と住民合意が大切にされてきました。岡山市が今後議論していくとしたら，
市民を巻き込んだ，丁寧でさまざまな枠組みでの論議が必要と思います。どのような手段・方法を考
えているのでしょうか，お伺いします。
次に，財政運営のあり方についてお尋ねします。
市長は，就任間もなく岡山市の財政状況を公表しました。そして，財政状況は赤信号の点滅だと表
明されたわけです。５年後の収支見通しで比べると，11年には787億円とされた赤字が13年の第３版
では571億円に，216億円も減少しています。収支見通しが大幅に改善された理由は何でしょうか。
地方債残高は，本年度末見込みで約3,150億円になり，経常収支比率は85％近辺にあります。全国
27中核市の中で公債費比率や起債制限比率，基金の割合など財政指標はいずれも下位ランクを示して
います。何とかやりくりした14年度の予算で，各種財政指標の改善が見込まれますか。
本市の経済成長の予測もマイナス成長が想定され，国の財政構造改革等を考えれば，今後，市の財
政にかかわる環境が好転するとは思えません。一口で言えば，借金がかさみ収入が減っているわけで
す。この中で，14年度予算案を何とかやりくりして作成したとありますが，財政当局の予算編成努力
も限界に近づきつつあると思います。では，来年度の見通しはどうでしょうか。早急に今後の財政運
営について基本的な考え方，大幅な制度改革も含めた財政構造改革に取り組む必要性を感じます。御
所見をお伺いします。
土地開発公社所有地の処分についてお尋ねします。
土地開発公社は，13年３月末で520億円を超える土地を保有しています。今後の財政状況も考える
と，早期に整理すべきと考えます。御所見をお伺いします。
次に，14年度予算案についてお尋ねします。
小泉内閣は，国の内外に国民に痛みを伴う構造改革を明らかにしています。その意味は，日本発世
界大恐慌を引き起こさないための国民大増税と言えます。一方，交通事故死者の３倍という中・高年
者，働き盛りを中心に３万人もの自殺者の続出は異常です。土地神話に基づいた不動産投機をあお
り，さらにバブル崩壊後も不良債権の整理を長引かせてきた自民党の歴代内閣の経済・金融政策の結
果であることは，今日既に明らかになっています。政府の失政によってつくられた借金を国民に押し
つけるとともに，地方自治体へ転嫁するなど，許されることではありません。したがって，1982年か
らの20年間の反省と原因の追及，責任の所在などがまず明らかにされなければ納得できないのです。
そこで，質問します。
小泉内閣の言う「痛み」をどうお考えでしょうか。
原因の究明なしに，安易に市民や自治体に責任を押しつけること，転嫁することはきっぱりと拒否
するべきだと思いますが，いかがでしょうか。
小泉内閣の「痛み」路線と本市の「夢があり，持続的発展が可能」路線について，それは市民に痛
みを求めることになるのかどうかお伺いします。
岡山県は，14年度から１億円以上の公共事業について，その事業の必要性や優先度などをチェック
する公共事業事前評価システムの導入に踏み切りました。議会や第三者機関のチェックの強化ができ
るなど，公共事業オンブズマン的役割を期待しています。本市も事業決定までの透明性を高めるため
に導入するべきだと思います。御所見をお伺いします。
事務事業の事前評価は，市民へのわかりやすい情報の公開として有効であると思いますが，いかが
でしょうか。あわせて，行政評価の取り組みの一つである各課の目標の進捗状況についてもお伺いし

ます。
13年４月に作成した公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画を踏まえた予算になっていると思
います。この効果についてお伺いします。主要な事例でお答えください。
ペイオフに関連して，資金運用についてお伺いします。
先ほど国債を活用するというお話がありましたが，今まで利用していなかった国債を運用されるよ
うですが，その理由をお聞かせください。
次に，入札制度についてお尋ねします。
日本の戦前・戦後史の中でも，公共工事契約をめぐる各級政治家と官，民，暴力団の汚職事件は後
を絶ちません。多くの県民，市民にとって，公共工事については何かうさん臭さが抜けず，どこか不
正が隠され，納税者の納めた税金が不正に使われているのではないかという疑惑のまなざしは解消さ
れていないというふうに考えます。
さてそこで，過去３年間の公共工事契約総額及び一般競争入札，指名競争入札，随意契約の単年度
ごとの事業額，率をお尋ねいたします。
次に，一般的に入札業者の数が多ければ多いほど業者間の談合がしにくいと言われています。指名
競争入札は，特定業者に絞った入札制度から談合の温床とも言われています。
先ほどもお話がありましたが，横須賀市では談合ができない制度は入札の原点である一般競争入札
だと考え，条件をつけた上での一般競争入札を実施しています。その内容は，工事発注掲示は紙での
庁内掲出をやめ，すべてホームページ掲出としたこと，現場説明会を廃止したこと，郵便入札とした
ことなどです。こうした制度改革，業務改革により入札参加者数は約２倍にふえ，落札率も約10％低
下し，談合情報もなくなったということです。横須賀の例も参考とし，本市の認識と改善点をお示し
ください。
次に，入札・契約制度の運用上の問題で，適正価格かどうかということがあります。
一たん自治体と契約を結び，その後の事情変更などさまざまな理由をつけ，最終的には契約実額を
引き上げるというものもあるようです。
本年３月に完工予定の分庁舎をめぐって，１億2,000万円の随意契約を結んだ外構その他工事に疑
惑の声が流れています。一部の声とはいえ，不信・疑惑の払拭のために当局は説明責任を果たすべき
です。分庁舎外構その他工事契約の経緯，積算根拠，決裁手順，契約時の相手方と本市の責任者名を
お示しください。
続きまして，下水道施設整備についてお尋ねします。
岡山市では，３年前，下水道の普及率見直しに関連しまして総額164億円の縮減目標を掲げまし
た。３年間を経過し，その目標はどこまで達成できているのか市民の皆さんに説明していただきたい
と考え，質問いたします。
まず，全体として当初の目標に対する現在の経費縮減の進行状況をお示しください。
次に，この目標を達成するために公共工事のコスト縮減，汚泥焼却炉関連建設費の縮減，面整備の
整備方法を工夫することによる縮減と３つの課題ごとのそれぞれの実績を御説明ください。
さらに，達成年度の15年度には，その目標達成は可能なのかどうか。可能でないとしたらどのくら
いまでの縮減が見込めるのか。また，目標達成に至らないならばその理由を明らかにしていただきた
いと思います。
公共工事のコスト縮減は，下水道局だけの問題ではありません。他の部局との調整や協力体制が必
要なはずです。どのような体制となっていますか。また，その成果は他の部局にも取り入れられるべ
きと考えますが，どのようになっていますか。
これに関連しまして，次に数点お尋ねいたします。
汚泥焼却炉関連建設費の縮減の方法として，セメント材料化とコンポスト化が実践されていると聞
いています。その実績と将来の見込みについてお示しください。
また，汚泥には重金属類も含まれています。高島浄化センターのコンポストの成分分析結果にも亜
鉛や砒素などの重金属類が含まれています。土壌改良剤として畑に使う場合，とれた野菜は安全，安
心な野菜と言えるのでしょうか。安全，安心だとおっしゃるのならそのデータ，根拠をお示しの上，
御説明ください。
次に，国民宿舎「おかやま桃太郎荘」の民間委託についてお尋ねいたします。
国民宿舎「おかやま桃太郎荘」の民間再受託者として東洋産業株式会社・有限会社東洋ゼネラル
サービスＪＶが選定されました。同ＪＶの提案書によると，委託初年度の14年度には683万円，15年
度には1,873万円，16年度には3,000万円の当期利益を見込んでいるとのことです。
そこでお尋ねします。
12年度決算では当期損失が1,683万円余，累積赤字額にして5,128万円余という状態でありながら，
民間に再委託することにより，このような劇的な収支改善が可能になるのはどうしてですか。どのよ
うな手法を活用するのですか，お伺いします。
今回の提案は，経営ノウハウ等ソフト面による改善が中心です。しかし，実際に施設運営を行って
いく場合，施設改良や備品購入等ハード面の費用負担についても検討されているものと考えます。岡
山市営国民宿舎条例の改正案によると独立採算制の導入が明確にされていますが，委託者である岡山
市当局の基本的方針をお示しください。
次に，新設される事業経営課のあり方についてお尋ねします。
市長提案理由の中で事業経営課を設置すると言われています。その任務あるいは機能がわかりにく
いので，以下お尋ねいたします。
まず，事業経営課設置の目的は何でしょうか。
次に，複数の市有施設の管理・運営を事業経営課に移管するようにも思えますが，14年度はどのよ
うな施設を予定しているのでしょうか。
14年度をスタートに移管対象施設を拡大するようですが，どのような方針で臨むのですか。
観光集客施設としてアクションスポーツパークや岡山市民会館が挙げられていますが，そもそも観
光集客施設とはどのような定義なのでしょうか。また，どうして近接のシンフォニーホールや市民文
化ホールは入っていないのですか，お伺いします。
アクションスポーツパークの運営に事業経営課が関与していくような印象を受けます。どのような
関与となっていくのかお尋ねします。
次に，病院事業収支についてお尋ねします。
12年度に事業管理者を置くことによって，４億1,500万円の収支改善ができています。これには市
の一般会計からの支払い約7,000万円の減額が含まれていますので，実質収支の改善は４億8,700万円

あったことになり，半年間の改善であることを踏まえると大きな改善ができたと言えます。
この改善ができた主な理由は，そのほとんどが市民病院の入院収入の増加によるもので，これは病
床の利用率の向上と患者１人１日当たりの医療収入の増加によるものです。
病床利用率の向上は，緊急患者の夜間受入体制をつくったことにより，主に外科患者の入院者が増
加した。これは，医者の人事考課を含め，10人程度の入れかえを行うことにより可能になりました。
患者１人１日当たりの医療収入の増加は，収益の高い外科患者の比率が上がったこと及び医療報酬
料率が低くなる入院日数20日以上が減ったことによるものだと説明されました。
そこでお伺いします。
13年度11月までの収益が４億3,000万円余の黒字という１月臨時議会での市長の発言は，市民から
見て誤解を招くのではないでしょうか。対応する11月までの減価償却等を差し引いた収支で言うべき
ではないでしょうか。
前年同期比で３億5,000万円余の改善とあります。したがって，13年度の改善額は12年度とほぼ同
額の改善が見込まれます。契約によれば来年度もほぼ同額の成功報酬を支払うことになりますが，そ
うなるのでしょうか，お伺いします。
市民病院は，本来24時間医療体制であるのが望ましいと思います。事業管理者の設置以前になぜそ
れができなかったのでしょうか，お尋ねします。
病床利用率が今94.5％あります。そのことから考えて，同じやり方ではこれ以上の収入増加は難し
いと思われます。来年度以降の医療報酬制度の変更を含め，単年度収支の黒字の実現，黒字の維持に
ついては，さらに増分の改善が必要だと思います。具体策を何かお持ちでしょうか，お伺いします。
単年度収支は，一般会計負担金と他会計負担金の合計11億5,300万円の市民負担を含んでの収支に
なっています。建物，設備の現状から見て，医療サービスの質を維持または向上するのに，近い将来
大きな投資を必要としていませんか。投資をした場合，企業債にかかわる市の負担が増大します。今
後の見通しについてお伺いします。
次に，パブリックコメントの問題点についてお尋ねします。
パブリックコメント制度は一方通行の仕組みではなく，行政と市民の間で議論のやりとりを保障す
るものです。本市でも市民参画の一つの方法として，パブリックコメントが随分と活用されるように
なってまいりました。パブリックコメント制度では原案や資料が公表され，今までよりもよりよく原
案を理解することが可能になります。
行政の政策が市民にどれくらい浸透しているか，その進度をはかる基準の一つとしてパブリックコ
メントの件数が挙げられると思います。
人口63万人の岡山市で，これまでのパブリックコメントへの参加者が400人に達したものがありま
せん。このパブリックコメント参加人数を1,000人，１万人へとふやす努力が必要だと思います。多
くの市民の皆さんにパブリックコメントに参加していただくためにどのような方法をお考えでしょう
か。
また，期間の短さなどから意見を表明できないという方もいらっしゃると思います。意見提出を希
望する市民団体等が，事前に自治体に登録することによってパブリックコメントの実施をより早く，
より確実に知ることができるようになる仕組みをつくるのはどうでしょうか。
福祉のまちづくり条例のときには，関係団体にパブリックコメントを求めている資料を職員が持っ
ていったというふうに聞いてもおります。事前にそういう仕組みをつくっておけばどの課でも対応で
き，とても便利だと思うのですがいかがでしょうか，御所見をお伺いします。
パブリックコメントはアンケートとは違うわけです。どの意見の賛同者が多いかを行政が知るため
に行うパブリックコメントは，それが持つ本来の意味からは外れているというふうに思います。２月
20日まで行われておりました住宅リフォームに関するパブリックコメント，また現在進行されており
ます図書館整備計画におけるパブリックコメントについてですが，質問の文面だけを読みましたら情
報量が少なくて，とても正確な判断ができないというふうに考えます。パブリックコメントは行政と
市民とが議論するための手段と位置づけ行うべきと考えますが，いかがでしょうか。
このような状況から，パブリックコメントについての一定の指針──その求め方や期間，結果の公
表などについて──をつくる時期に来ているのではないでしょうか，御所見をお伺いいたします。
次に，電子自治体についてお伺いします。
まず，地域情報水道構想についてです。
地域情報水道構想により，御南，西大寺に100メガビットの下水道光ファイバを敷き，700人のモニ
ターによる実証実験を進めているところです。この施策により，民間会社，ＮＴＴ，そして国もあわ
せてこの地域で19の実証実験が開始されています。モニターアンケートを３月31日で集約する予定と
いうことですが，この地域情報水道構想の進展により，市民生活のどこがどのように変わってきたの
か，アンケートの集約を待つところもありますが，成果と問題点について一定の評価を求めたいと思
います。
次に，電子自治体の構築についてお伺いします。
行政運営の効率化，高度化というところにおいて，14年度に実施を予定している施策として，財務
会計，契約管理，住民情報システム，住民基本台帳，戸籍情報システム，文書交換システムの投入資
源とその効果についてお聞かせください。
次に，市民サービスの質的向上にある通達情報の公開とは何を意味するのかお伺いします。
続いて，身近な行政の実現と市民参加の拡充にある電子町内会についてお伺いします。
これの進め方は，現存町内会をＩＴを前提とした町内会に変えていこうとするものだと思います。
この構築は，当初は行政が，後を住民組織で運営するというふうにしています。最初に立ち上げる市
役所・町内会連携システムは，市民と行政あるいは町内会同士の情報流通について，低コスト，質的
向上をねらったものです。投入コストと経費削減効果を推定していると思います。その結果をお伺い
します。
行政の最も重要な住民とかかわる部分で新たな組織を構築するということは，進め方によっては，
住民の市政参加への意識改革ができないか，市民の地域活動の拠点づくり，新たな層の呼び込みがで
きないか，増加するシニアの活用でシニア自身の福祉，生きがいにできないか，住民の力を利用した
行政のコストダウンについて何か盛り込めないか等を期待できるところがあると思います。当局の御
所見をお伺いします。
次に，今のような構築，運営への住民の参加には適当な報酬が必要ではないかと考えますが，いか
がでしょうか。ただのボランティアではなく，やはり責任を持ってやってもらうためには報酬が必要
だと考えます。いかがでしょうか。

モデル地区での立ち上げは，まず行政が地域に入り込んだアピール，話し合いが必要と思います。
進め方をどのように考えていますか，お伺いします。
次は，学校教育の分野なんですけれども，保護者あてに学校発，ＰＴＡ発を問わず，いろいろなお
知らせがプリントとして子どもたちを通して配られてきます。そのプリントを目にしていない保護者
のいることがＰＴＡ等でよく話題に上っております。この解決方法の一つとして，情報伝達の手段と
してのホームページやＥメールがあると思います。ホームページやＥメールは学校と保護者の双方向
の意見交換も可能とします。早急に進めてほしい施策と考えますが，御所見をお伺いいたします。
次は，福祉社会づくりについてお尋ねします。
まず，介護保険についてです。
介護保険制度は，３年サイクルで計画を立て，保険料を決定していく制度です。来年度は見直しを
する年に当たります。ここで12年，13年の実績を見ますと，訪問介護，訪問入浴介護，訪問看護など
自宅でのサービスの利用は計画の５割に達していません。また逆に，通所介護，地方対応型共同生活
介護，介護療養型医療施設などいわゆる施設介護は計画を大幅に上回る利用となっています。
まず，その原因をどのように分析されていますでしょうか，お尋ねします。
昨年10月，高齢者に対するアンケートも実施しております。介護保険制度の見直しは来年度行われ
るわけですが，大きな方向性としてアンケート結果も含め市民ニーズの反映をどのように考えていく
のでしょうか，お伺いします。
また，特別養護老人ホームの待機者は，昨年の10月１日現在で2,000人を超えている状況です。こ
の原因をどのように分析していらっしゃるでしょうか。また，この市民ニーズにどのように対応して
いきますか。
高齢者のみの世帯がふえる中，身近な相談機関や緊急時のセーフティーネットの重要性が増しま
す。それらの対応についてどのようにお考えでしょうか，お伺いします。
次に，介護保険制度のかなめはケアマネジャーだと思います。本市は介護認定から全面的に民間に
委託しているわけですが，保険者としての責任はあります。事例検討を中心にした研修等はどのよう
な方法で行っているのでしょうか。また，保険者によるケアプランの点検はどのように行っています
でしょうか，お伺いします。
次に，岡山市すこやか住宅リフォーム助成事業についてお尋ねします。
この事業は，岡山市の独自施策として1993年から行われてきています。介護保険の大きな政策目標
が在宅介護であるなら，高齢者はふえ続けていくのですから，国際・福祉都市を目指す当市としては
当然拡大していくべき事業だというふうに考えます。ちなみに，お隣の倉敷市では予算額が去年より
もふえているようです。
この事業は，介護保険から20万円，岡山市から80万円，最高で100万円が助成額となっています。
しかし，実際には１件当たりの助成額は50万円程度です。昨年の11月末で市の補助金が底をついてか
らも，介護保険のみでの申請ということで12月に219件，１月には127件の申請がありました。市民
ニーズが高いことがこれでわかると思います。
さて，この事業に対するパブリックコメントが２月20日に終了しています。その結果と今後の議論
の方向性，決定に至るプロセスについてお尋ねします。
次に，高齢者対策についてお尋ねします。
３月22日に行われました総合政策審議会総務・社会部会の「市政の中期的な指針」の人権に関する
問題の中で，高齢者の人権の問題が議論されました。私は傍聴していたんですけれども，その具体的
取り組み事例として，ふれあい給食，敬老事業，シルバー人材センター，老人クラブ等が挙げられて
いたのですが，委員の方からこれは高齢者の生きがい対策にはなっていないという厳しい御指摘があ
りました。確かに高齢者というのは福祉を受ける，そういう高齢者ばかりではないわけです。これか
ら大事なのは，高齢者の生きがい対策として高齢者がどういうところで生きがいを持って暮らしてい
けるか，そういう場所を提供していくことではないかというふうに考えます。
高齢者の生きがい対策は福祉分野だけに限られません。高齢者が高齢者を支援することはもちろ
ん，高齢者が子どもや女性，地域を支援する，そういう体制づくりが必要ではないかと考えます。住
みやすい地域をつくりたい，地域の中でさまざまな取り組みを始めたいという高齢者の支援につい
て，どのようにお考えでしょうか，御所見をお伺いします。
社会福祉協議会の方なんですけれども，ふれあい・いきいきサロンという事業が行われておりま
す。これは12年度から始まった事業だそうですが，12年度に30件，13年度に30件と，30件ずつふえて
いる非常にニーズが高い事業のように思われます。こういう事業を市民の方々に広く周知宣伝するこ
となどのお考えはないでしょうか。また，ふれあい・いきいきサロン事業の幅を広げることも考えて
いただきたいというふうに思います。御所見をお伺いします。
さて，子育て勤労部の新設についてお尋ねします。
これは午前中に市長の方から，もう大幅なといいますか，全面的な御答弁があったわけですが，私
の意見もありますので，あえて質問をさせていただきたいというふうに考えます。
勤労者福祉の充実による市民が働きやすい環境の整備，子どもが健やかに育つとともに子どもを安
心して産み育てることができる環境の整備が，任務条例の改正とあわせて子育て勤労部の新設が提案
されているわけです。この改正によりまして，仕事と家庭の両立支援がより一層進むことと思いま
す。子育て勤労部の創設により，保育園と児童クラブの連携が図れると思います。子どもを安心して
産み育てることにつながる子育て勤労部の創設は，非常に歓迎しているところです。
保育園に通っていても児童クラブには入れない障害児に対して，子育て勤労部全体で支援する体制
がとれると思います。例えば，保育園の障害児担当の職員を障害児の受け入れで困っている児童クラ
ブに対する相談や指導という支援に取り組んでほしいと考えますが，いかがでしょうか。
岡山県では2002年４月より障害児１人に対して指導員１人の加配71万円を実施します。残念ながら
中核市である岡山市には補助金をくれないようなのですが，県に補助金の要望を上げるなりして岡山
市の児童クラブへの障害児受け入れを早急に実施するべきだと思います。御所見をお伺いします。
障害児を受け入れる児童クラブをモデル的に立ち上げるということは考えられないでしょうか，お
尋ねします。
また，学校５日制に伴い土曜日の利用の多い馬屋下，興除，平津の児童館を民間に委託し，土曜日
も開館するようです。将来的には児童クラブの開設も検討するということですが，どのような形態を
お考えでしょうか。
学校５日制の影響は既存の児童クラブに最もあらわれてくることです。土曜日の開設，過大クラブ
の問題解消等について，どのように支援していかれるでしょうか，お尋ねします。

次に，男女共同参画社会についてお尋ねします。
配偶者からの暴力──いわゆるＤＶです，児童虐待等のニュースが後を絶ちません。これまで社会
の片隅に縮こまっていた事柄があふれ出しているかのようです。命からがら夜逃げ同然で逃げ出す女
性がふえる中，そういった母子家庭を経済的に支援する児童扶養手当を，多くの世帯で減額すること
を政府・与党は今検討しています。離婚の原因について究明することもなく，検証することもなく，
離婚の増加と長引く不況で現行制度では続かない，母親の自立支援を充実させたいと言いながら，自
立につながらない政策変更がなされようとしています。
岡山市では昨年６月，岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例が制定されました。被害
者の緊急一時保護や被害者の保護，自立支援が条例にうたわれています。プランのリーディングプロ
グラムとなっている課題でもあり，その政策の実現に大いに期待しているところです。
さて，当初予算にＤＶ被害者対策事業費として98万円が計上されています。この事業費は緊急一時
保護のためにかかる費用とお聞きしています。ＤＶ被害者の相談が多く，予算が底をついた場合，補
正を組んででも対応してほしいと思いますが，いかがでしょうか。
次に，一時保護は県からの委託を受け，仁愛館にて実施される方向とお聞きしています。しかし，
仁愛館には80万円の修繕料がついているだけです。この金額でＤＶ被害者の一時保護の体制がとれる
のかどうか心配しているところです。どのように対応されるのかお聞かせください。
さらに，自立支援の政策がうたわれていますが，具体的取り組みはどのようになりますか，お聞か
せください。
次に，ＤＶ問題は児童虐待にも大きな関連を持っていることです。児童虐待の緊急一時保護につい
てはどのように対応されるでしょうか。
また，女性や子ども施策は大変重要ですが，それだけでは不十分で，真の解決のためには加害男性
の再教育，立ち直りへの支援も見落とせません。基本計画の中で取り組んでいかれますか，お伺いし
ます。
各部署に男女共同参画担当者を置くことになっています。担当職員にはきちんと研修を受けさせ，
その成果を生かして各部署の仕事内容を男女共同参画の視点で見直し，課題を見つけ，みずから解決
に取り組むところまでできるようにするべきだと思いますが，そういうシステムは考えられています
か。基本計画の中に盛り込まれるのでしょうか，お尋ねします。
男女平等教育はリーディングプログラムとされています。ジェンダーフリー教育を促進する施策と
して具体的に考えられていることを御説明ください。
総合的な学習で取り組んでいくことはどうでしょうか。男女混合名簿の実施計画をつくり推進して
いくこと，ジェンダーフリー教育モデル校を置いて推進していくこと等，具体的取り組みで進めるこ
とがジェンダーフリー教育を進めていく上で効果的だと思います。そのように進めていかれますか，
お尋ねします。
意識実態調査からも，市民の意識と行動はかけ離れています。それを埋める施策はどういうものを
お考えでしょうか。市民グループがみずからの問題としてリーダーシップをとって動き出した場合，
市はどのような援助ができますか，お尋ねします。
市民窓口サービスの向上についてお尋ねします。
北方，中仙道，豊成，益野の４つの郵便局と芳田公民館，ＪＡ岡山大野支所での各種証明発行サー
ビスが実施されます。身近な市民窓口サービスの充実は，私のテーマの一つでもあり大賛成です。私
は，中学校区に１つ建設されている公民館が市内で最もバランスよく配置されている市有施設だと
思っております。また，公民館の持つ地域密着度からいっても，公民館への窓口サービスを充実させ
ることが最も有効ではないかと思っています。
さて今回，芳田公民館で初めて窓口サービスが実施されるわけです。今後，取り組みを強化してい
かれますか，お尋ねします。
また，市民の声室のような市民の声を受け付ける機能を公民館に取り入れていくお考えはありませ
んか，お伺いします。
他部署での各種証明発行サービスを行う場合，個人情報の保護は忘れてはなりません。どのような
方法で個人情報が保護されるようになっていますか，お尋ねします。
次に，環境の整備についてお尋ねします。
まず，エコタウン事業についてです。循環型リサイクル，エコ事業についてお尋ねしたいと思いま
す。
11月定例議会で蛍光管，廃乾電池，体温計などの分別とリサイクルについてお尋ねしました。環境
局長は，北九州で行われているような産・学・官が協働したエコ事業の受け皿が必要である，それに
向けて検討してまいりたいと答弁されており，それを踏まえて市内の産業界研究グループと行政のス
タッフが研究のために合同研修を実施しています。私もかねてより北九州市エコタウンを視察しよう
と計画していましたので，合同研修にも参加させていただきました。財政状況の厳しい中ではありま
すが，国土・地球の環境保全と資源の延命化は21世紀の重要な課題であります。事業者，学術，行政
が協働して目標を定めた循環型リサイクルを積極的に推進しなければならないわけです。そのような
意味で，今回の合同研修は産業界と行政が前向きに一歩歩み出したものとして評価できるものと思っ
ております。
そこで以下お尋ねいたします。
第１に，産・学・官が協働し，循環型リサイクル，エコ事業の足がかりとなる研究会の立ち上げが
必要と思われますが，いつごろどのような構成で体制づくりを呼びかけになるのかお尋ねします。
第２に，北九州の響灘埋立団地のような集積型のエコタウンは，岡山市ではあのように広大な土地
で行うことは難しいというふうに思います。地場の関係産業が環境に配慮し，創意工夫をしながら単
位的に推進すべきではないかと思います。そうなると，廃掃法に基づく処理施設の許可が必要です
が，一般廃棄物と産業廃棄物の許可は別々で，同じ対象物をリサイクル使用する場合は施設を分けな
ければならないというような不合理なことが起きると聞いています。もし仮に，地場の関係産業が積
極的にエコ事業に取り組もうとする場合は，この許可処分をどのようにお考えでしょうか，お尋ねし
ます。
第３に，私が11月議会において質問しました蛍光管の分別とリサイクルについてエコ事業として立
ち上げた場合，一定の処理数量が確保できないと事業としては収支が成り立たないとの説明が北九州
でもありました。処理施設の建設費と運営費などの経費と処理収入が見合わないと事業者は一方的に
リスクを負うことになります。エコ事業について事業者に国の助成措置があると聞いていますが，そ
の助成制度とはどのようなものでしょうか，お尋ねします。

また，一定の処理数量が確保できないとエコ事業は成り立たないといいます。岡山市内だけの数量
では足りないのではないかとも思うわけです。市外も含めた回収ルートと回収システムの構築が不可
欠かと思いますが，どのようなお考えかお聞かせください。
次に，産業廃棄物条例についてお尋ねします。
岡山市は，古くから穏やかな気候と緑豊かな自然によって形づくられた風土のもと自然と共生しな
がら生活をしてきたわけですが，近年，世界的規模で定着した大量生産，大量消費，大量廃棄物の社
会経済活動が与える環境への負荷が過大となり，本市でも生活環境が悪化するとともに大きな課題と
なっているわけです。
産業廃棄物の処理に関しては，施設の新設，維持管理あるいは収集運搬というそれぞれの側面にお
いて深刻な問題が生じています。産業廃棄物・リサイクル問題を解決するには，現行の一方通行型の
社会システムを見直し，産業活動やライフスタイル等あらゆる面で環境への配慮を優先し，廃棄物の
発生抑制や資源化，減量化といったリサイクルを導入した新しい社会システム，いわゆる資源循環型
社会へ大きく転換することが求められているわけです。
こういった中で，産業廃棄物問題はその中心的課題であります。その意味で，このたび上程されま
した産業廃棄物条例案は，市民から大きな注目と関心を寄せられていますので，その運用等について
具体的にお尋ねしたいと思います。
第１に，産業廃棄物法との整合性に問題はありませんか。
第２に，この条例の特色の一つに情報公開が盛り込まれていますが，どこまでどのようにして積極
的に情報公開するのでしょうか。
第３に，第三者機関の審査会で審議されることとなっていますが，その位置づけと性格について御
説明ください。
第４に，審査会の中で専門的及び日常生活的視点から審査するとされていますが，日常的視点とは
一般市民の声を審査会に取り入れるという意味なのかどうかお尋ねします。
次に，総合交通政策についてお尋ねします。
2002年２月，乗り合いバスの許認可が緩和され，バス事業への撤退，新規参入が自由化されまし
た。バス運行路線が自由になるのかと思っていたのですが，現実はなかなかそうはいかないようで
す。高齢社会の進展に伴い，公共交通の重要性はさらに高まりますので，充実のために質問いたしま
す。
この自由化により岡山市内のバス路線で変わるところはありますか。
現在，公共交通機関のない交通不便地域は市内ではどのようなところとお考えでしょうか。
公共交通機関でふれあいセンターに行けない地域，不便な地域があります。その地域を把握されて
いますか。行きたくても行けない高齢者の方がいらっしゃるわけですが，その対策についてどのよう
にお考えでしょうか。
バスの将来性とその課題として「交通権」の保障を考えていらっしゃいますか。
バスは地域の公共施設であり，地元，自治体，利用者が一体となってバスを育成する態度を育てる
ことが必要だと思いますが，いかがでしょうか。どのような方策をお持ちでしょうか，お伺いしま
す。
オムニバスタウン計画でも一番に挙げられています駅とバスのネットワークの構築は，市民の皆さ
んにとって利用価値も高く効果的な施策だと思います。どのような方法を用いて進めていかれます
か，お尋ねします。
次に，駐輪場対策についてお伺いします。
本市は地理的には平たんな岡山平野であり，温暖小雨の瀬戸内気候であり，本当に自転車で移動す
ることが便利なところだと思います。きょうのように暖かな日和には自転車で走るのが一番気持ちが
いいのではないかと思います。
自転車が便利な交通手段のため，その台数が多く，岡山駅付近や表町商店街などでは毎日の自転車
の不法駐輪が問題になっているわけです。その不法駐輪を取り締まることに力を注いでいるのです
が，撤去してもまた不法駐輪されるというイタチごっこの状態が続いているわけです。
そこで，発想の転換をお勧めしたいと思います。それは不法駐輪を取り締まるという政策から，自
転車を置きたいところに駐輪場をつくるという政策への転換です。御所見をお伺いしたいというふう
に思います。
続いて，ＪＲ関連事業についてお尋ねします。
まず，岡山駅西口交通結節点改善事業についてです。来年度予算の中に，岡山駅西口交通結節点改
善事業の調査費として2,000万円が計上されています。これは現在の岡山駅西口を橋上化し，東西の
連絡通路を設けようとするものであり，調査の予算にしろ予算づけが行われたことは西口開発の第一
歩として評価します。
しかし，この事業は莫大な事業費と期間が必要となり，目標としている岡山国体までの完成は早急
に事業化しないと間に合わなくなるのではないかと思います。
そこで以下数点質問いたします。
まず第１に，現在の計画を実施するとすれば，どれくらいの事業費と事業期間を見込んでいるので
しょうか。
第２に，どのような具体的な構想をお持ちなのでしょうか。ＪＲとの協議はどのように行われてい
るのでしょうか。また，東西連絡通路とあわせて西口広場を仙台駅のように２階建てにするという構
想を考えていらっしゃるのでしょうか。
第３に，現在の岡山駅西口は多くの問題を抱えています。その最も大きな原因が狭いということだ
と思います。当面の対策として考えられていらっしゃることはありますか，お尋ねします。
次に，踏切の改修についてお尋ねします。
昨年12月，ＪＲ大元駅付近高架化事業が完成し，踏切によって遮断されていた地域がつながり，今
後のまちづくりの発展が期待されているところです。
さて，岡山市内にはＪＲの踏切によってさまざまな問題が生じている地域があります。それは，朝
夕を初め一日じゅうにわたる車の交通渋滞や，狭い踏切を車と一緒に渡る歩行者や自転車の安全確保
の問題です。これを解決してほしいという市民の願いは大きいものがあると思います。
市としては状況をどのように把握していらっしゃるでしょうか。
また，ＪＲとの協力を含めどのように対応していかれますか，お伺いします。
次に，中心市街地の再生についてお尋ねします。
まず，中心市街地の再生と定住人口対策についてです。

岡山市は阪神と広島市の間にある上に倉敷市と隣り合わせで，拠点性が弱く特徴のないまち，顔の
ないまちとも言われています。
14年度予算書から見ますと，中心市街地の再生の中で大きなウエートを占めているのは住宅や道路
の予算です。人に住んでもらうために，定住人口をふやすためにマンションを建てるという直接的な
手法をとっているように思います。しかし，定住人口をふやすのは，「国際・福祉都市」，「住みよ
いまち，住みたいまち」岡山を実現するための手段にすぎません。
中心部に今まで住んでいた人たちがなぜ出ていってしまったのか，その理由を考える必要がありま
す。やはり，土地つき一戸建て住宅とか，自然環境とか，まあ，もちろん金額のこともあったかと思
います。どんなまちをつくったらたくさんの人が住んでくれるのか，中心市街地に何があったら住み
たいか，行ってみたいかを考えたとき，私は今の岡山の中心市街地に足りないもの，遠くの人でも魅
力を感じるものは，子どもから高齢者までゆっくりと憩える空間である大きな公園，セントラルパー
クではないかというふうに考えています。どういうまちをつくって人をふやすのかという議論が少し
足りないのではないかと思っているわけです。当局の御所見をお伺いします。
次に，学校の跡地活用として昨年９月議会で，戦略的な都市経営を進めるために岡山市にとってど
のような機能が必要なのか，住みよいまち，住みたいまちづくりに貢献する機能は何があるのかを十
分検討し，それぞれの土地にふさわしい跡地利用計画を，中心市街地活性化対策の観点からも企画局
が中心となり，関係部局と連携し，総合的に検討していくという企画局長の答弁がありました。
さて，その検討はどこまで進んだのでしょうか。出石小学校跡地，内山下小学校跡地のそれぞれに
ついてお答えください。
そして，今後どこでどのように進めていかれるのかお伺いします。
次に，桃太郎まつりについてお尋ねします。
13年度の桃太郎まつりは，複数の祭りを統合し，新しいスタイルで実行されました。岡山市当局は
この企画を大成功と総括され，既に14年度の日程も発表され，準備が進んでいるものと思われます。
13年度の桃太郎まつりの総括文書──報告書──について御報告願います。調査方法，評価すべき
点，反省すべき点等具体的に御説明ください。
14年度のまつり会場について，桃太郎大通りまたは市役所筋という複数の案が示されています。本
番までに半年となった今，会場が未定のままでは具体的な計画は困難です。両会場の特性を比較の
上，検討状況及び地元への説明状況を御説明ください。
参加型イベントとしての桃太郎まつりのあり方を再度御説明いただいた上で，地域活性化及び観光
対策としての祭りのあり方を御説明ください。
次に，教育の充実についてお尋ねいたします。
まず，学校教育についてです。
４月から小・中学校では新しい指導要領が全面実施されます。学校５日制も同時に実施され，授業
時間数は１割減り，学習内容は３割減ります。その直前の１月17日，文部科学省は「学びのすすめ」
を発表しました。
その概要は，基本教科で20人程度の少人数授業や習熟度別授業を大幅に取り入れ，個人に応じたき
め細かな指導の強化をする。小学校での教科担任制の導入をする。放課後や始業前などの時間を利用
した補習，朝の読書などの実施をする。宿題による家庭学習の充実をさせる。小学校45分，中学校50
分の授業時間について，児童・生徒の理解に応じて柔軟な時間割り編成を行う。学習指導要領を学習
すべき最低基準とし，できる子には学力をより伸ばすための発展的学習を行うことができる。教科書
に学習指導要領を超えた「発展的記述」を容認したことなどです。
教育委員会はこれらをどう受けとめ，どのように指導されたのかお伺いします。
次に，４月から新しく実施となる総合的な学習の時間，これはこれまでどおりの各学校の予算枠で
行うということです。どのような方法で実施していくことをお考えでしょうか。また，どのように指
導されているのでしょうか，お尋ねします。
総合的な学習は，各学校の裁量で決められていきます。最終的には子ども自身が課題を見つけ，解
決していく能力を身につけるということが目標になります。地域の特性を生かした総合学習が行われ
ていくことと思います。このような総合学習を家庭や地域にどのような方法で情報提供していくのか
お伺いします。
また，家庭や地域とともに総合学習をつくっていくということも重要ではないかと考えます。何か
方法をお考えでしょうか，御所見をお伺いします。
また，学校５日制を心配する保護者の方々の声をよく耳にします。学校は，子どもたちを家庭に帰
すというのですが，家庭の方になかなかその態勢ができていないことを心配しています。教育委員会
として土・日の対応をどのようにお考えでしょうか。
これらの改正によっても，学校教育の課題としてある不登校や学力不振の児童・生徒の問題は解決
できないというふうに思います。不登校や学力不振の児童・生徒の問題の原因をどのように分析され
ていますか，またどのような対応をお考えですか，お伺いします。
１クラスの人数を減らすことができないなら，退職教員など高齢者の能力を活用するといった方法
はいかがでしょうか。高齢者の生きがいづくりにもなり，また地域の高齢者にお願いしたら地域との
密着度も増します。こういった施策に空き教室は利用できないでしょうか，御所見をお伺いします。
次に，中心部の新しい学校づくりにより第２期の新しい小学校や中央中学校の新校舎計画も進んで
いるところです。中心部にはもう一つ後楽館中高一貫校が暫定校舎のまま残されています。そして，
校舎建設の場所さえ決まっていない状態です。
２月２日，市中学校ＰＴＡ連合会主催で行われたタウンミーティングには，教育長，市長が御出席
されたようですが，後楽館中学の生徒が体育館がないし土の運動場が欲しいと教育長に訴えたという
ふうに新聞で報道されておりました。後楽館中高一貫校もこの春４年目を迎えます。初めて卒業生を
送り出すことになります。教育長は開校以来後楽館で行われてきた教育についてどのようにお考えで
しょうか。また，これからの後楽館をどのような学校にしていくのか，今後の構想についてお聞かせ
ください。
次は，生涯学習についてお尋ねします。
まず，公民館についてです。
生涯学習の拠点施設である公民館のバリアフリー対策が進み，エレベーターが設置されることを知
り，とても喜んでいます。また，開かれた公民館づくりの一つとして公民館の館長の公募も進めてい
ただきたいというふうに思います。
エレベーターの設置は，今回の施策で全公民館になるのでしょうか。もし残る館があるとすれば，

どのように対応されるのかお伺いします。
また，公募館長の選考基準はどのようにお考えでしょうか。
次に，図書館整備計画についてお尋ねします。
「岡山市立図書館整備実施計画について～建設計画および情報化についての見直し（案）」が公表
され，２月15日から３月８日までパブリックコメントが実施されているところです。ついに見直し案
が出されたわけです。
さて，この見直し案のパブリックコメントはどのような方法で市民の皆さんに情報提供されていま
すか。
この見直し案の中には建設計画が示されていません。建設計画の目標年次のない図書館整備実施計
画になっているわけです。建設年月が示されないと，本当に地区図書館を整備していくのだろうかと
市民の皆さんは心配になります。教育委員会の姿勢が問われることにもなります。建設計画の目標年
次をぜひお示しください。
地区図書館の整備は，当初の建設計画から相当おくれています。市民ニーズに対応していくのは当
分の間，現存の図書館になります。さて，そうなりますと図書館の資料費がとても気になるところで
す。図書館の資料費を確保し，市民のニーズに合った本のある図書館行政を進めていかれますでしょ
うか，お尋ねします。
最後に，学校給食についてお尋ねします。
２月８日の学校給食検討委員会第１回によりますと，経過と当面の課題について当局の説明があり
ました。直営と民間委託の割合は11月定例会の市長答弁を受けて再検討中とのことです。
総合学習の大切な課題の一つに食農教育があります。子どもたちに「食べる」ということを通じて
生きることの大切さを教えなくてはなりません。
給食調理の官民割合について，検討内容と検討時期についてお答えください。
地場産食材利用に農協がもっと積極的な役割を果たすべきだと思っています。農業の専門家である
農協が産地・生産者情報を学校に丁寧に伝え，調整役を果たしていただきたいと思います。現状での
課題，今後の形はどうなるのかについてお尋ねいたします。
それでは，これで第１回目の質問を終わらせていただきます。
御清聴ありがとうございました。（拍手）
P.60
◎市長（萩原誠司君） 市民ネットの下市議員の代表質問にお答えします。
まず，介護関係で特養の待機者，大変心配しております。理由は，根本的には特養の人気があっ
て，例えば在宅とか，他の施設サービスよりも格安で，また安心できるみたいな，そういうニーズが
あることなんですが，もう一つの原因は特養の設置が制限されていると，こういうことでもあります
ので，介護保険事業計画の中で見直しを検討していきますが，県当局にも要望しながら特養施設整備
が進むように配慮をするつもりです。
それから，男女共同参画の関係で緊急一時保護，予算をちゃんとという話，わかりました。人権に
かかわることですからわかっております。
それから，仁愛館において自立のための支援というものをやっていくこと，これは御存じのとおり
でございますけれども，さらに市民の方々の間で自立を促進しようという動きが出ておりまして，連
携を図っていくことが，結局自立にとって一番いい環境を提供できると思っています。
それから，加害者についての更生の問題，これはそう簡単じゃないんですけれども，「おい，頑張
れ」というだけではいけんもんですから，いろんな専門的手法も必要でしょうから，研究をやること
を計画の中に入れていったらどうかと考えています。
それから，窓口サービス，これはもう議員と同じ気持ちでありますが，きょうも豊成郵便局と，そ
れから芳田公民館のオープンに行ってまいりましたけれど，やっぱり雰囲気が違うんですね，これ。
公民館に来られる方の層と，それから郵便局に行かれる方の層は違うもんですから，公民館だけ，郵
便局だけというよりも少し様子を見まして，どんな方々がどういうふうな範囲で使っていただけるか
ということをちょっと見て，そして適正な配置に持っていければと思っています。いずれにしても拡
大の方針です。
それから，もちろん公民館に限らずあらゆるところで市政に対する御意見というのは聞ける体制に
なっていまして，そういったものが庁内ＬＡＮ等を通じていろんなところにむしろ的確に上がってく
る，そのことを慫慂することが必要かと思います。
それから，個人情報保護，これはもう基本の基本なんですけれども，パターンがいろいろありま
す。つまり，公民館の場合には市役所の保護規定と同じものが適用されるわけであります。それか
ら，郵便局の場合には，国公法の適用の中での守秘義務，農協の場合には，別途条例を制定して守秘
義務及びその違反に対する罰則規定をつくると，こういう形になろうかと思います。
それから，産廃条例の関係で審査会の話がありました。これは非常に重要なんです。特にお尋ねの
中にあった日常生活視点的な視点，あるいは常識的な視点，市民の目線での理解というのは，これが
なければ産廃の問題は理解を得られません。
そこで，専門家だけじゃなくて一般市民の方々から出席をいただいて，なるほどなあ，わかったよ
というようなことが議論の中で出ることを専門家の方々にも求めていかなきゃいかんと思うんです。
ちょっと言い過ぎになるかもしれませんけれども，専門家の議論というものが，例えば厚生省のエイ
ズの専門家会議とか，一時非常に独善的になってしまったということもこれありまして，必ず市民的
な視点というものをこういった生活に関係するところには入れていこうというのが私どもの方針であ
ります。
そういう方針の中で，審査会を総合政策審議会の専門委員会として位置づけ，そして法律上の基準
を超えて具体的な環境保全措置をとることが必要だという判断をし，その提言をする，そういう性格
を持っているということは条例上明らかであります。
P.61
◎助役（菱川公資君） 合併問題についてでございますが，基本的な岡山市の立場というものは午前
中の公明党の高月議員に市長の方からお答えしたとおりであります。
その中で，そういう上で仮に議論をしていくとしたらという御指摘でございますけれども，それに

ついては御指摘のように本当に丁寧な議論が必要である，これは全く同感であります。
その方法といたしましては，やはりいろいろの広報紙，あるいは市のホームページを活用した情報
公開であるとか，パブリックコメントでありますとか，あるいは公聴会でありますとか，アンケート
調査とかいろいろな方法が考えられますけれども，そのときそのときに時間をかけて適宜対応してま
いりたいというふうに思っています。
ただ，これも執行部だけ一人踊ってもどうにもなりませんので，議会の方でも恐らく特別委員会等
の設置というのが必要になってくるんじゃないかなあと，そういうふうに思っております。
以上でございます。
P.61
◎病院局長（藤原作馬君） 病院事業収支について一連の御質問に順次御答弁申し上げます。
まず，収支状況につきましては，公営企業会計では減価償却費は年度末日に計上することとされて
いますことから，議員御指摘の減価償却費については含まれておらず，13年４月から同年11月末まで
の月々の収支累計が４億3,000万円の黒字，前年同期比３億5,000万円の改善となったことを御報告し
たところであります。御理解をいただきたいと思います。
次に，改善額に対する成功報酬についてでありますが，13年度につきましては単年度黒字を目指し
努力してまいりましたが，残念ながら前年度の約半分の改善額となるのではないかと思っておりま
す。その改善された額に対しまして，所定の手続を進めてまいりたいと考えております。
次に，24時間医療体制につきましては，事業管理者就任以前から病院は一応24時間医療体制をとっ
ておりましたが，医療スタッフの充実や医療機器の更新によりまして医師等の意識改革が進み，救急
医療に対する24時間対応等の内容が充実したものであり，今後とも市民の生命と健康を守るため努力
してまいりたいと考えております。
次に，来年度以降の医療報酬制度の変更等についてのお尋ねでございますが，その詳細がまだ明ら
かでない部分が多く，対応に苦慮いたしておるところでございます。例えば，新年度の一例を申しま
すと，新年度の予算要求でお願いいたしております，購入後10年を経たＭＲＩ──磁気共鳴断層撮影
装置──を高機能の最新型に更新いたしまして，画像処理時間の大幅な短縮により，今までの機器で
は対応できなかった一刻を争う救急患者への対応や，現在二，三週間の検査待ちの解消に努めて，稼
働率の向上を図るなど改善を進めてまいりたいと考えております。
最後に，将来の大きな投資についてでございますが，この点につきましては，まだ黒字転換が見込
めない現段階では何とも申し上げられない現状でございますので，御理解をいただきたいと存じま
す。
以上でございます。
P.61
◎総務局長（長尾榮二郎君） 分庁舎新築に伴います外構その他工事の経過，契約方法等についての
御質問でございます。
岡山市分庁舎新築に伴います外構その他工事につきましては，外構，カウンター，パーティショ
ン，課名表示等の案内板，駐車システム等を設計会社に委託をいたしまして，民間建築工事を基準に
設計金額を積算しているところでございます。
これらの工事は，入居部局が決定した後に執務環境を機能的・合理的に整備するために追加工事と
して発注したものでございます。
契約方法につきましては，今回の工事が本体との一体的な整備が必要でございまして，瑕疵担保責
任が不明確にならず，また現場調査，諸経費の面でコスト縮減が，さらに工期縮減が図れることか
ら，本体工事を受注した蜂谷工業株式会社・株式会社近藤工務店特定建設工事共同企業体と随意契約
を締結したものでございます。
また，決裁手続につきましては，管財課で起案を行いまして，関係課に合議をした上で総務局長決
裁となっておりますが，契約事務につきましては，契約課でとり行いまして，市長名で契約書を取り
交わしておるところでございます。
続きまして，新設を予定しております事業経営課に関しての一連の御質問でございます。
目的は何かということでございますが，市有施設を個別施設単位でなく横断的に所掌し，利用者で
ある市民本位の運営を民間の経営センスで行い，商業サービス業等地元産業との連携によりまして市
有施設を最大限に活用し，集客によるまちの活性化を図ろうとするものでございます。
次に，14年度はどのような施設を移管するのかということでございますが，現在，経済局で所管し
ております三丁目劇場，ママカリフォーラム，ママカリパーキング，市民会館，桃太郎荘と都市整備
局が所管しておりますアクションスポーツパーク，多目的ドーム，市営駐車場，烏城公園駐車場及び
環境局が所管しております浅越スポーツパークを予定しておるところでございます。
次に，対象施設を拡大するのか，観光集客施設とはどういう定義か，シンフォニーホール，福祉文
化会館は対象になっているかという御質問ですが，経済局以外が所管しております施設につきまして
は，従来の担当課が所管しますが，平成14年度の運営状況を踏まえまして活用及び経営改善に関する
提案を行っていく方法で，順次拡大していくことを考えてまいりたいと思っております。
なお，観光集客施設とは市民はもとより市外からも人が集う有料の施設でございまして，施設自体
が観光資源としての機能を持ち，あるいは観光資源と連携することで活用できる施設であると考えて
おります。
アクションスポーツパークの運営にどのように関与するのかということでございますが，民間企業
が経営していることから，そこには立ち入ることはできませんが，経営の基本的事項以外で，例えば
企画商品の開発，広告宣伝，販売促進等を通じて指導していくことを考えているところでございま
す。
以上でございます。
P.62
◎企画局長（天野勝昭君） まず，地域情報水道構想でございますけれども，モニターの生の声とい
たしましては，大半の方がインターネットの利用機会がふえ，映像コンテンツの利用，ホームページ

からの情報収集の機会がふえるなど，安価で高速なネットワークならではの利用方法が広がってござ
いまして，インターネットの利用によりライフスタイルも変わりつつあることが見受けられるわけで
ございます。モニターからの要望といたしましては，利用者にメリットのあるコンテンツの充実，実
証実験の継続などの御意見がございます。
一方，市域においては民間事業者による光回線サービスの展開，サービス料金競争が見られるなど
この事業がもたらす呼び水的な効果もあらわれてきているところでございます。
また，波及効果といたしましては，情報水道のブロードバンド環境を実証実験の場といたしまし
て，国の研究事業が岡山市で実施されるなど外部資金の有効活用にもつながっていると考えてござい
ます。
今後とも国，県，民間通信事業者などとの連携を図りながらそれぞれの役割を果たして，高速で安
価な通信サービスが整備され，多様なサービスが享受できる都市基盤を整備してまいりたいと考えて
おります。
次に，電子自治体でございますが，まず既存業務システムの見直しなどによります行政運営の効率
化及び地方公共団体間での情報の共有化とか迅速化，高度化が，これからのシステム開発によりまし
て図られてくるものと考えております。
住民基本台帳ネットワークシステム及び戸籍情報システムにつきましては，市民の利便性の向上な
どサービスの向上に寄与するものと考えております。
また，調達情報の公開という御質問でございますが，これにつきましては，先ほどの公明党の代表
質問で入札制度の改善ということで市長が答弁されておりますので，よろしくお願いします。
それからもう一点，中心市街地の再生の関係で，学校跡地利用の関係でございますが，内山下小学
校跡地につきましては，現在後楽館中学・高校の施設として利用されてございますが，小学校跡地の
活用に当たりましては，まず１点目が全市民の施設，２点目が中心市街地の活性化，３点目が位置的
な特性，４点目，他の施策との連携・関連性，５点目といたしまして学校跡地という歴史的経緯，こ
ういった観点に立ちまして活用を検討することとしております。
出石小学校跡地につきましても，この５つの観点に基づきまして，地元からの要望も踏まえ検討を
行っており，住む人をふやすということを念頭に，住宅，高齢者のための施設，子どもの健やかな成
長を支援する施設，コミュニティー施設，それと先ほど議員が御提言のセントラルパーク的なものと
いたしまして，西川緑道公園と一体的な形での下石井公園の活用，そういったものを一体とした市民
の憩いの場などを中心に考えてございます。
事業手法は，市の財政負担を抑えるとともに民間の投資意欲を引き出す観点から，公開・公平性を
確保した民間活力を利用いたします定期借地権を活用した事業提案型プロポーザルを考えてございま
す。
また，スケジュールといたしましては，パブリックコメントや事業者からの意見募集を経まして，
６月ごろには事業プロポーザルの募集要項を公表し，その後事業者募集，審査を経て平成15年１月ご
ろには交渉権者を決定いたしまして，平成16年度当初の着工を目指したいと考えております。
なお，事業着手までの２年間につきましては，地元の出石小学校施設暫定活用運営協議会に管理運
営をゆだねることとしておりまして，市民協働により中心市街地の活性化に取り組んでまいるという
ことでございます。
以上でございます。
P.63
◎総務局長（長尾榮二郎君） 失礼いたしました。答弁漏れがございましたので，答弁させていただ
きます。
財政運営のあり方についての中で，県は第三者機関のチェックができる公共事業事前評価システム
を導入するということで，岡山市でも導入すべきではないかということと，各課の目標づくりの進捗
状況はどうかという御質問でございます。
公共事業事前評価システム，事務事業の事前評価につきましては，議員御指摘のように，いずれも
市議会，市民の方々に情報を公開し，幅広い議論と施策・事業に対する評価をいただくことを通じま
して，透明性の高い，わかりやすい行政を目指そうとするものと考えております。
本市では，同様の観点に立ちながらも単に建設部門の大規模事業や事務事業にとどまらず，新しい
条例づくりなどの広い分野で情報公開のもと，市議会はもとより総合政策審議会の御意見やパブリッ
クコメントを求めながら取り組むという姿勢で臨んでおり，今後さらにこれを進めてまいりたいと考
えております。
なお，目標づくりにつきましては，各部門がみずから考えて設定，市民に公表して取り組んだ結果
を検証するとともに，今議会に提案の新しい任務のもと来年度の目標づくりを行い，市民に公表して
いく予定としております。
以上でございます。
P.63
◎財政局長（細見邦雄君） まず初めに，５年間の収支見通しの大幅な改善でございます。
収支見通しの推計は，歳出でいいますと，大規模事業や公債費などの個別の積み上げを除いて基本
的には人件費，扶助費等各性質別歳出項目ごとに，その時点の最新の決算額に過去３年間の伸び率を
掛けて集計しております。
したがって，経常的経費等の見直しにより決算額が減少すれば，当然収支見通しの額も前回の推計
より落ちることとなりますが，それ以上に大きなものは建設事業費が減少したことによるものでござ
います。
続きまして，14年度予算で各種財政指標の改善が見込めるかという御質問でございます。
公債費比率，起債制限比率は，ふれあいセンターなどの過去の建設事業が大きく影響しているた
め，単年度ですぐに改善する状況にはありません。財政状況の公表でお示ししたように，しばらくは
増加の傾向が続くというふうに考えております。
なお，当初予算では前年度に比べ投資的経費が減少し，それにあわせて赤字地方債を除く市債も減
少しておりまして，また平成14年度から起債の充当率や交付税の算入率が減少するために，今後こう
した影響について検討を行う必要があると考えております。

続きまして，早急に今後の財政運営について基本的な考え方，大幅な制度改革も含めた財政構造改
革をという御質問でございます。
平成14年度の当初予算におきましては，投資的経費を前年度当初予算に比べまして一般会計で
８％，下水道事業で20.3％削減となっておるところでございます。
市民に身近な公共事業をすべてやめるわけにはいきませんけれども，大規模事業につきましては進
度調整による資金需要の分散化を含めたさまざまな方策について，財政の総点検の中で検討してまい
りたいと考えております。
続きまして，土地開発公社の関係でございます。
土地開発公社が所有しております土地は，13年３月末では520億円余となっております。13年度に
つきましては26億円余の先行取得を行い，74億円余を市が再取得する予定でございまして，14年３月
末での公社所有地は約485億円と減少が見込まれ，土地開発公社の健全化計画は，現在は順調に進ん
でおると認識しております。
これからも，議員御指摘のようにできるだけ早く処理すべく努力してまいりたいと考えておりま
す。
続きまして，小泉内閣のことから，本市の「夢があり，持続的発展が可能」路線についての幅広い
質問に，一括して御答弁させていただきます。
今回の構造改革は，不良債権の最終処理や規制緩和，財政再建等日本が緊急に解決しなければなら
ないとされる課題に真っ向から取り組もうとされるものであり，その実施に当たりましては，必要と
なる雇用のセーフティーネットの整備や失業者の早期再就職などのため国が補正予算を編成して対応
しているところでございます。
本市におきましても，市民の皆様に負担増を伴う補助金等の経常的経費の見直しや，使用料・手数
料の改定をお願いしておりますが，こうした取り組みは本市財政を持続可能なものに変え，市民生活
の安定を確保し，そして「国際・福祉都市 岡山」を実現していくためには避けて通れない課題であ
ると考えております。
なお，平成14年度当初予算におきましては，市民，企業の方々との協働により政策効果が高まる予
算，あるいは将来の成長と富につながる予算は積極的かつ重点的に配分いたしておるところでござい
ます。
続きまして，過去３年間の建設工事請負契約金額について申し上げます。
平成11年度が約280億円，うち一般競争入札が約44億円で15.9％，指名競争入札が約222億円，
79.3％，随意契約約14億円，4.8％。それから平成12年度合計では約274億円，うち一般競争入札は約
62億円，22.8％，公募型指名競争入札は約83億円，30.4％，指名競争入札約113億円，41.3％，随意
契約約15億円，5.5％。平成13年度は１月末現在でございますけれども，トータルとしては約244億
円，うち一般競争入札が約48億円，19.9％，公募型指名競争入札は約74億円，30.6％，それから指名
競争入札が約90億円，37.1％，随意契約約30億円，12.4％となっております。
それから最後に，横須賀市の関係で入札制度の改善策等につきましては，高月議員の公明党代表質
問に市長がお答えしたとおりでございます。
以上でございます。
P.65
◎市民局長（松本征二君） パブリックコメントについて順次お答えさせていただきます。
パブリックコメントの実施に当たりましては，募集事案について概要版を作成したり，わかりやす
い表現，意見が表明しやすい設問設定などを工夫することなどによりまして，より多くの市民の参加
がいただけるよう努めることや，マスコミへの情報提供，見やすいホームページでのレイアウト，支
所や公民館などの施設への掲示や応募用紙の配置などについても工夫をして取り組んでまいりたいと
考えております。
また，担当課が意見募集のお知らせと意見を求める努力も必要でありまして，当該事案に関係する
団体への電子メールによるお知らせなど可能な方法を研究してまいりたいと考えております。
次に，パブリックコメントは政策形成段階で市民の御意見を反映させるために行っているものであ
りまして，市からお示しした情報をもとに御意見をいただき，寄せられた意見とそれに対する市の考
え方を公開していく中でよりよい成果が上がるものと考えております。
実績を積み上げていく中で，今後，利便性や信頼性を高める工夫や改善を重ねるなど，よりよいも
のにしていきたいと考えております。
続きまして，電子自治体のうち電子町内会について，投入コストと経費削減効果の結果はというこ
とでございます。
電子町内会への投入コストについてでございますけれども，開発経費及びサーバーの開発経費は国
の研究事業を活用しており，これを無償で譲り受け，今後運用することにしております。来年度以降
の運用経費としまして，サーバー運用及び保守経費などを含め，約500万円を見込んでいます。
また，経費削減効果につきましては，市からの連絡文書等に係るコスト削減はありますが，情報化
の進展がもたらす効果はその利用者の増加に伴い急速にふえていくものと考えており，市域でのＩＴ
利用者数の拡大についてその先導役を行政の立場で担い，市民のＩＴ活用促進のため当面は行政がコ
ストを負担し，よりよいサービスが提供できるよう努めているところでございます。
続きまして，住民とかかわる部分で新たな組織をと，また構築，運営への住民参加には適当な報酬
をと，さらにモデル地区での電子町内会の立ち上げは行政が地域に入り込んだ話し合いなどが必要と
思うがということにつきまして御答弁申し上げます。
市民情報ボランティアにつきましては，市連合町内会長の呼びかけで現在３月15日を目途に募集を
行っているところでございます。こうした取り組みは，電子町内会を切り口に市民情報化を進めてい
る本市と軌を一にした動きであり，今議会にお諮りしていますＩＴヘルプセンターと，いわば車の両
輪のような位置づけができるものでございまして，町内会活動への若年層とか，増加しているシニア
層の参画など議員御指摘のような多くの効果を期待しております。
なお，組織の運営に対しまして，事務経費など最小限の助成は必要と考えておりますが，市民情報
ボランティアの活動区域が居住中学校区を中心にしていることや，ボランティアの性格を勘案すると
基本的には無償であるべきと考えております。
また，電子町内会については，短期間での地域における自主運用と参加者の拡大を目指しまして，
ホームページ作成研修会や共同作成会を開催したほか，牟佐町内会や花尻町内会などでの地元説明会

の場に出向くなど町内会長やネットワーク管理者の皆さんと市職員が情報を分かち合い，一緒に汗を
かくための組織づくりが必要であるという市民協働のスタンスで進めているところでございます。
次に，男女共同参画社会についてでございますが，担当者への研修システムはということでござい
ます。
公明党の高月議員の御質問に回答しました男女共同参画推進員のことと思いますが，推進員に男女
共同参画の視点に立った研修を実施することは当然のことであり，基本計画にも盛り込んでいく予定
でございます。
続きまして，市民の意識と実態の乖離を埋める施策と，市民がリーダーシップをとって動き出した
場合どのような支援ができるのかということでございますが，意識と実態の乖離を埋めるためには，
市民が男女共同参画社会の意義を理解し，自主的かつ主体的に取り組むことが不可欠でございまし
て，繰り返し広報・啓発活動を続けるとともに，条例の制定や基本計画の策定の推進力となった市民
と行政との協働の取り組みをさらに発展させてまいりたいと考えております。
また，市民活動への支援につきましては，「さんかく岡山」での男女共同参画を進める市民の自主
的な活動に対し補助する市民活動支援事業を引き続き実施し，より市民活動の輪を広げてまいりたい
と考えております。
以上でございます。
P.66
◎保健福祉局長（堀川幸茂君） 介護保険について一連の御質問にお答えいたします。
12年，13年の実績を見ると訪問系サービスは利用割合が低く，通所・施設系サービスは計画を大幅
に上回っているが，その分析をということでございます。
通所・施設系サービスの利用が事業計画に対して高い理由は，本人のみならず介護者にとってサー
ビス時間の長いことや，利用料の割安感など比較的利用しやすいサービスであるのではないかと考え
ております。
また，訪問系サービスの利用割合が事業計画に対して低い理由といたしましては，希望するサービ
スがない，他人に世話をしてもらいたくない，他人を家に招き入れる精神的負担があるなどが考えら
れます。
次に，介護保険の見直しで，アンケート結果も含め市民ニーズの反映をどのように考えていくのか
ということでございます。
来年度の介護保険事業計画の見直しに当たりましては，介護保険の現状分析や今後のサービス利用
見込み等を考えていく上で，アンケート調査で得られた意見やサービス利用意向等を参考にしていく
とともに，庁外組織として岡山市総合政策審議会の中に高齢者計画策定専門委員会を設置することと
いたしておりまして，有識者や被保険者代表の方々からの意見をお聞きし，可能な限り市民ニーズを
踏まえた議論をしてまいりたいと考えております。
高齢者のみの世帯がふえる中，身近な相談機関や緊急時のセーフティーネットの対応についてでご
ざいます。
身近な相談機関といたしまして，市では中学校区に１カ所の単位で在宅介護支援センターを整備
し，在宅の要援護高齢者の介護に関する総合的な相談に応じられる体制を整えております。
緊急時の連絡体制につきましては，消防局との連携のもと，一人暮らし高齢者等を対象に緊急通報
装置の設置促進に努めており，民生委員等近隣の住民の方々に協力員をお願いしながら，安否確認，
緊急時の対応のためのネットワークづくりを引き続き進めてまいりたいと考えております。
介護保険制度のかなめはケアマネジャーであり，それを民間に委託しているわけですが，保険者と
しての責任はということと，研修や保険者によるケアプランの点検はどのように行われているのかと
いうお尋ねです。
ケアマネジャーの研修，ケアプラン作成の指導は，本来県の事業者指導の中において実施されるべ
きものとなっております。
また，ケアプランの点検は，それが岡山市に提出されない仕組みになっているため，個々のプラン
内容についてのチェックは行っておりませんが，指定居宅介護支援事業者によります岡山市居宅介護
支援事業者連絡協議会を設置いたしまして，ケアプランの作成事例を含めた研修会等を実施いたし
て，ケアマネジャーの資質向上に努めてきたところでございます。
すこやか住宅リフォーム助成事業についてのパブリックコメントの結果，今後の議論の方向性，決
定に至るプロセスということでございます。
パブリックコメントの結果といたしましては，応募総数が368人で，助成限度額100万円を60万円に
見直す案が238人，64.7％，現状とする案が44人，11.9％，その他が86人で23.4％となっておりま
す。
パブリックコメントの結果を踏まえまして，議会にお諮りしながら最終的な決定をしてまいりたい
と考えております。
高齢者対策についてのお尋ねでございますが，住みやすい地域をつくり，さまざまな取り組みを始
めたいという高齢者の支援と，ふれあい・いきいきサロン事業についてでございます。
生きがいのとらえ方は個々人で違いますが，高齢者が豊かな知識や経験等を生かし，積極的に社会
参加し，地域社会の支え手となっていただくことは，生きがいを持った生活に結びつき，社会にとっ
ては望ましい姿と考えております。そのため，地区社協や老人クラブ活動等に対する支援を促進する
ことによりまして，高齢者の自主的活動の推進，地域福祉の充実につながっていくものと考えており
ます。
なお，社会福祉協議会が実施いたしておりますふれあい・いきいきサロン事業は，高齢者とボラン
ティアが主体的に協働して，健康増進，介護予防，ふれあいの場づくりを通じて高齢者の地域支援を
行う活動に助成し，その促進を図るという事業であり，市作成のパンフレットにおいて周知を図って
おるところでございます。
児童クラブに関連する御質問ですが，障害児の受け入れで困っている児童クラブに対する相談や指
導という支援に取り組んでほしいというお尋ねでございます。
岡山市の子育てを考える上で，各分野の職員がそれぞれに持っている専門的知識を出し合い，連携
しながら子育て支援を行うことが重要であると考えておりまして，このような考えのもと児童クラブ
の関係者が保育園にお越しいただき，実際に障害児に接していただきながら保育所職員からの指導を
受けていただくとともに，あるいは相談をしていただければ，より効果的であると考えております。

その他の児童クラブの御質問につきましては，高月議員の公明党を代表しての質問にもお答えいた
したとおり，障害児の受け入れや児童館での開設，大規模クラブの問題などにつきましては，平成14
年度の総合的な見直しの中で検討してまいりたいと考えております。
一時保護から自立支援への中の，仁愛館には80万円の改修費用がついているだけで，この金額でＤ
Ｖ被害者の一時保護の体制がとれるのかというお尋ねでございます。
一定の基準を満たした母子生活支援施設であればＤＶ被害者の一時保護の委託を行うことができる
こととなっておりまして，仁愛館はその条件を満たすもので委託を受けることができます。入所者の
居住性を考慮いたしまして，限られた予算の中ではありますが，旧館を改修いたしまして居室の確保
に努めてまいりたいと考えております。
児童虐待の緊急一時保護についてのお尋ねですが，児童虐待の緊急一時保護については児童相談所
で対応することになっておりまして，岡山市で緊急一時保護を必要とする児童を発見した場合には，
直ちに通告することとなっております。
終わりになりましたが，ふれあいセンターに行けない地域，不便な地域があるがというお尋ねで
す。
公共交通機関によるふれあいセンターへのアクセスという面でとらえると，本市の交通体系が岡山
駅を中心といたしまして放射線状に延び，また東西を結ぶ交通体系が少ないことなどから，地域によ
りましては交通空白地帯であったり，乗り継ぎを重ねなければふれあいセンターへ行けないというの
が実情でございます。
ふれあいセンター利用者の交通手段の利便性を確保するため，「岡山ふれあい号」と「うじょうく
ん号」の運行やバス路線の新設によりまして，ふれあいセンター利用者の利便性の確保に努めておる
ところでございますが，利用状況は全体的に低調な状況にございます。
こうした中で，新年度において南ふれあいセンターバス路線の利用促進を図るため，利用券方式の
導入を検討するなど利用者の利便性の向上に努めてまいたりたいと考えております。
以上でございます。
P.67
◎環境局長（中山正汎君） エコ事業についてのお尋ねでございます。
研究会の立ち上げ，国の助成制度，一定の処理数量の確保のシステムでございますが，一連の御質
問に一括して御答弁申し上げます。
平成14年度の早い時期に，現在適正な廃棄物の処理を行っておられる業者の方々が設立しておりま
す社団法人，また再生生産を行う企業や環境学術に専門的なメンバーの方々に呼びかけまして，研究
会を立ち上げたいというふうに考えております。まず，エコ事業の基礎的な調査や研究から始めたい
と考えております。
国の助成制度につきましては，その事業が承認を受けた場合は施設整備に関しての事業費の半額を
上限として国から補助が受けられます。また，回収ルートと回収システムの構築につきましては，こ
の研究会の中で一連のものとして研究してまいりたいというふうに考えております。
次に，このエコ事業に関しての施設許可のお尋ねでございますが，一般廃棄物と産業廃棄物につき
ましては，御指摘のとおり法の体系ではおのおの施設許可が必要でございます。しかし，今日，各種
リサイクル法が整備されている中で，適正で安全な処理方法によるエコ事業の推進が図られるために
は，その推進に沿った廃棄物処理法の運用が大切であると考えておりますので，先進的に取り組んで
いる都市や国の見解，その許可処分の方法などを聞きまして，可能性を探ってまいりたいというふう
に考えております。
次に，仮称でございますけれど，産廃条例についてのお尋ねでございます。
この条例の廃棄物処理法との整合性はとのお尋ねでございますが，廃棄物処理法は，産業廃棄物の
排出抑制と適正処理を通じて生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的といたしておりま
すが，本市の産廃条例は，市の独自規制と積極的な情報開示を通じて住民の方々の不安の解消と適正
な廃棄物処理を徹底するということを目的とするものでありまして，法の目的との重複を避けており
ます。法律の専門家にも意見を聞いておりまして，問題はないという意見をいただいております。
次に，この条例に情報公開が盛り込まれているが，どこまで，どのように積極的に公開するのかと
いうお尋ねでございますが，産業廃棄物の処理は市民全体の課題であると考えておりまして，条例案
では新たな産業廃棄物の処分場などにつきまして，事業計画案や環境影響調査書などについての住民
への説明責任を義務づけ，それを広く市民に対して情報開示するということを主眼に置いておりま
す。
既存の施設につきましても，先ほど公明党を代表しての高月議員に御答弁申し上げましたとおり，
産業廃棄物に関するさまざまな状況の情報について積極的に公開することといたしております。
以上でございます。
P.68
◎経済局長（和氣島美彦君） まず，国民宿舎「おかやま桃太郎荘」の民間委託についてでございま
す。
民間に再委託することにより劇的な収支改善が可能なのか，またその手法はどうかということでご
ざいます。
東洋産業株式会社，また有限会社東洋ゼネラルサービスのＪＶの提案では，新商品の投入による部
分で約50％の収入増加ということでございます。
次に，経営合理化による人件費，物件費の約10％のコストダウンによりまして，大幅な経営改善が
できるとしております。
また，収入増につきましては，継続的な顧客ニーズの把握，分析等のマーケティングを行いまし
て，それに基づく各種の新商品の投入，効果的な広告宣伝，販売促進をすることによりまして達成で
きるとしております。
コストダウンにつきましては，従業員の効率的な配置，営業実績に基づく給与体系の採用，仕入れ
ルートの競争原理の導入によりまして達成できることとなっております。
次に，ハード面の費用の負担について当局の基本的な方針はということでございます。
プロポーザル募集要項で明記しておりまして，現施設及び備品の機能を維持するための修繕，買い

かえは，10万円以上については市が負担を行います。これは施設所有者としての当然の責務でござい
まして，管理運営に伴う費用負担ではございません。
今後，東洋産業ＪＶから新たな施設改善の提案があった場合，短期償却が可能で年間収入増に貢献
できる場合に限って，同ＪＶの費用負担を前提にいたしまして，協議に応じてまいりたいと考えてお
ります。
次に，桃太郎まつりについての一連の御質問に一括して御答弁申し上げます。
今年度実施いたしましたおかやま桃太郎まつりの終了後，市内の旅館，ホテル等への宿泊状況，商
店街，会場周辺，踊り・パレード参加者への評価アンケート調査を実施いたしました。現在，各実行
委員会から事業報告書の提出を受けまして，おかやま桃太郎まつりの総括に向けて作業をいたしてい
るところでございます。
まつりでは，より多くの市民・県民の方々に参加していただける参加型を進め，地域コミュニ
ティーづくりの一助となり，本市が推進をいたしております市民協働のまちづくりを目指していきた
いと考えております。
来年度のまつりの開催場所の確定につきましては，現在，沿道の住民や会社，地元町内会長への訪
問，警察や警備会社との打ち合わせを実施いたしておりまして，さまざまな角度から検討をいたして
おります。協議が整い次第発表させていただきたいと考えております。
最後でございますが，教育の充実についての中で，学校給食について地場産の食材利用等に農協が
積極的な役割を果たすべきと思うが，現状での課題と今後の形はどうなるのかということでございま
す。
学校給食への地場産農産物の供給につきましては，生産者団体である農協が中心になって対応して
いくことも必要であると考えております。このため，来年度の新規事業によりまして，農協が事業主
体となり，少量多品目の野菜を年間を通じて供給できるよう農協女性部等を核といたしました野菜生
産団地の育成を図っていくことにしております。
一方では，農協が新たに市の学校給食会の登録業者になりまして，地場の食材供給に向けて準備を
進めていると聞いております。
今後とも，教育委員会と連携をいたしまして学校給食側のニーズを酌み取り，課題でございます運
送体制や安定した生産供給体制の整備について，農協等関係団体とも協議しながら進めてまいりたい
と考えております。
以上です。
P.69
◎都市整備局長（山内靜男君） 環境の整備のうち総合交通政策についてで，その中でバスに関する
ことに一括して答弁させていただきます。
改正道路運送法の施行によるバス路線の変更は，今のところないようにお聞きしております。
交通不便地域につきましては，バス事業者の採算制の問題もあり，郊外へ行くほど満足していただ
けるような現状ではないものと認識しております。
生活路線の確保につきましては，国及び県の制度によりまして補助を行い，最低限の利便性の確保
ができているものと認識しております。
現在，バスの活性化及び社会的意義の高揚を図るため，市民，バス事業者，行政等から御意見を聞
きながら岡山市オムニバスタウン計画の策定作業を進めております。
議員お尋ねの駅とバスのネットワークにつきましては，市民意見交換会からの要望施策で，郊外主
要駅と住宅地等を直結するというフィーダーバスの運行などを検討しているところでございます。
次に，自転車に関する駐輪場対策についてでありますが，御意見はコンセンサス形成の中で参考に
させていただきます。
続いて，駅西口の交通結節点改善事業につきましてお答えします。
事業の具体的な構想につきましては，本日３月１日付発行の広報紙「市民のひろば おかやま」で
パブリックコメントの形でお知らせしていますとおり，西口広場の拡張，東西連絡自由通路の整備，
通路に併設した駅の橋上化を行うものであります。
また，ＪＲ西日本との協議につきましては，平成11年度から一緒に勉強会を始め，平成13年５月か
ら正式協議を続けてまいりました結果，施設の整備イメージ等方向性について，このほどおおむね意
見の一致を見る運びとなりました。
今後も県の御指導をいただきながらＪＲ西日本と具体的に協議を進めてまいりますが，計画の具体
化に当たりましては，議員御指摘のような広場の立体的な利用も選択肢の一つでありまして，利用者
としての市民の方々の御意見をお聞きしながら，わかりやすく利用しやすい駅の整備を目指していき
たいと考えております。
なお，計画の実施に当たりましては，国体開催を視野に入れ検討してまいりたいと考えております
が，具体的な事業費や事業期間は，今後協議を進める中で明らかになってくるものと思っておりま
す。
現在の岡山駅西口が狭いことについての当面の対策はということでございますが，今後の西口広場
整備の中で検討してまいりたいと考えております。
次に，踏切の改修についての一連の御質問にお答えします。
岡山市内の踏切は鉄道７路線で158カ所ありまして，そのうち警報機，遮断機などの保安施設が完
備された踏切は131カ所，約83％で，警告・注意標識のみのものが27カ所，約17％であります。ま
た，踏切の幅員別の状況としましては，４メートル未満の踏切が87カ所，約55％，４メートル以上が
71カ所，約45％となっております。
議員御指摘の踏切における交通渋滞，横断の安全面等につきまして課題があるものと認識しており
ます。踏切の改良につきましては，地元の要望を受けてＪＲと協議する中，合意の得られるところか
ら道路改良を含め実施してまいります。
以上であります。
P.70
◎下水道局長（平林正行君） 下水道整備に関する質問にお答えします。
まず，下水道局のコスト縮減目標に関する質問について一括してお答えします。

下水道普及率の見直しを契機としまして，下水道局では平成11年度から５年間で総額164億円のコ
スト縮減を行うという目標のもとに効率的な事業執行に努めているところであります。
平成13年度末での見込みにつきましては，３カ年の累計で縮減額は約85億8,000万円，進捗率は
52％，計画上の進捗率と比べますと89％の達成率となっております。
課題ごとの縮減額ですが，公共工事のコスト縮減額が25億2,000万円，汚泥焼却炉関連建設費の縮
減額が48億円，面整備の方法を工夫することによる縮減額が12億6,000万円となっております。
平成15年度末の達成予測ですが，全体としては約82％となる見込みであります。
項目ごとについて見ますと，公共工事のコスト縮減につきましては施設整備費が当初の見込みより
減少しているため，縮減額そのものの達成としては困難となっておりますが，汚泥焼却炉関連建設費
の縮減額及び団地接続など面整備の方法を工夫することによる縮減額につきましては，予定どおり達
成できる見込みでございます。
続きまして，公共工事コスト縮減に関する体制についてお答えします。
本市におきましては，時枝助役を会長に岡山市公共工事コスト縮減対策会議を設け，全市的な連絡
調整を図りながら公共工事のコスト縮減対策について総合的，効果的な推進を図ることとしておりま
す。
下水道の分野につきましては，この対策会議の中で下水道部会を設置し，具体的な検討を行うとと
もに，その成果については他部局への反映も図っているところでございます。
続きまして，下水汚泥のセメント化及びコンポスト化の実績と将来見込みでございます。
セメント原料化につきましては，平成12年度より年間の発生脱水汚泥量約１万4,200トンのうち約
3,000トンの規模で実施をしております。また，13年度は年間約１万5,600トンの発生見込みに対し
て，セメント原料化を約7,000トンにふやすということでやっております。
また，コンポスト化につきましては，平成12年度は高島浄化センターでの製造販売で250トン，平
成13年度はさらに民間コンポスト業者への委託も行うようになりまして，約640トンを有効利用する
見込みであります。これらによるコスト縮減額は，平成12年度約5,000万円，平成13年度見込み約
9,500万円と大きな効果が得られております。
平成14年度以降につきましても，これらの有効利用を積極的に推進してまいりたいと考えておりま
す。
続きまして，コンポストの安全性についてでございます。
安全性の確認につきましては，市内の３カ所程度の畑で大根等の野菜を栽培し，コンポスト使用の
作物，不使用の作物並びにスーパーなどで市販されている作物について継続的に分析を行っておりま
す。分析の項目は，肥料取締法に定められる７つの有害項目を含め，亜鉛，砒素，カドミウム，水銀
などの13項目でございます。過去５年間の分析結果によりますと，いずれも市販のものと同程度と
なっておりまして，安全であるとの結果が得られております。
以上でございます。
P.71
◎収入役（高田武子君） ペイオフに関連しまして，国債の運用の質問にお答えいたします。
資金の運用は，元本償還の確実性と換金性及び有利性に着目して行っております。お尋ねの国債
は，債券の中では元本償還の確実性が高い安全な債券と考えられておりますが，長期間のものになり
ますと金利変動リスクや価格変動リスクが生じるおそれがあります。また，途中で解約いたします
と，元本を損なうおそれもございます。したがって，私どもは今の時期，これが絶対で安全であると
いうものがないのではないかというほどの慎重な思いを持って，市で策定いたしました「ペイオフ解
禁後の資金管理方針」に基づき，先ほど高月議員の質問にも一部お答えいたしましたように国債の運
用も考えております。
以上です。
P.71
◎教育長（玉光源爾君） 岡山市における電子自治体の構築についての中で，学校からのいろいろな
お知らせがなかなか保護者に届かないという件でございます。
インターネット等による学校情報の伝達というのは，これからの開かれた学校づくりの推進に向け
て，これは非常に大切なことだというふうに思っております。
ただ，今のプリント類をどうするかという問題，これも確かに有効であろうかというふうに思って
おりますが，なぜこのようなことが起こるのかということについて話し合いができるかどうかという
ことが私は一番気になります。したがって，家庭が教育の一端を担っておるというその自覚の芽生え
ということについて，もっともっと学校とも，それから生徒とも話をしていかなければいかんとい
う，そのことが，今本当に必要じゃないかというふうに思っています。
次に，男女共同参画社会についてということで，ジェンダーフリー教育を総合的な学習の時間にと
いうことでございます。
ジェンダーフリー教育の基本理念というのは，教育活動全般の基盤になるものという，私はこのこ
とが一番大事なことではないかと思っています。個々の尊厳が重んじられる教育を推進していくとい
う中で，総合的な学習の時間でこの部分を取り上げるというのは，それはあるわけですけれども，特
別にモデル校を設置してということは考えておりませんが，しかし各学校のカリキュラム作成につい
ての支援をしてまいりたい。
それからもう一点，男女混合名簿については公明党の高月議員の代表質問にお答えしたとおりでご
ざいます。
次に，学校教育について，１月17日に「学びのすすめ」というのが文部科学省から出ております
が，これをどう受けとめとるかということでございます。
この「学びのすすめ」が出されたことによって，新しい学習指導要領のねらいや趣旨が変更される
ものではございません。学力は，私はやはり教師と子どもが一体となった授業が一番の真剣勝負の場
であると思っております。単なる教え込みということでなくて，教師の姿勢がやはり子どもに移って
いくという，こういうことの中で考える楽しさとかを味わうことができる授業を児童・生徒と教師と
がともにやっていくという，こういう授業に参加することが一番大事なんじゃないかというふうに
思っております。

そういうことで，授業の充実で魅力のある教育活動が展開できるように今後とも指導してまいりた
い。このことにつきましては，岡山「人づくり」プランの中にも盛り込んでおるところでございま
す。
もう一点，総合的な学習の時間について，予算とか，それから地域とか家庭への情報の提供，それ
から地域とともにつくっていくことが重要ではないかという件でございます。
総合的な学習の時間というのは，教科・領域で身につけた力を活用しながら，その学習の過程を通
してみずからが学び考える力，また主体的，創造的に取り組む態度を育成することを目的としておる
時間でございます。「活動あって学びなし」というようにならないように，各学校が創意工夫をする
中で，保護者の協力を得たり地域の人材を積極的に活用するなどして，協働した取り組みを進めてい
きたいと思っています。
また，家庭や地域への情報提供につきましては，学校通信とかホームページ，保護者懇談会，地域
懇談会等で学習のねらいをきちっと説明したり，発表会や参観日を通じて学習の様子や成果を知って
もらっているところでございます。
次に，学校週５日制を心配する保護者の声を聞くということでございますが，土・日の対応をどう
いうふうにということでございます。
学校週５日制の趣旨は，まず家庭が子どもの居場所となって親が子どもを愛情を持って受けとめ，
親子がしっかり触れ合うということであろうと思っています。
親は家庭の役割をしっかり自覚し，その責任を果たすことが必要であるわけでありますが，土曜・
日曜の受け皿ということであれば，学校はこのことについて全面的に協力をしていくという姿勢を
持っておりますし，また公民館等では，もうほとんどの公民館で２年ぐらい前から子どもを対象にし
た事業を組んでいただいております。豊かな自然体験とか社会体験，生活体験の場や機会は提供しな
ければいかんと，このように思っております。
次に，学校教育で不登校や学力不振についての原因をどう分析するかということでございます。
不登校の要因としては，友人関係，学力不振，生活・家庭環境の変化や親子の関係をめぐるさまざ
まな問題があります。さらに，虐待や精神医療面での配慮を要する問題も出てきております。
学力不振の要因としては，学習進度が一斉授業に対応できない，学習習慣が定着していない，その
ほかに学習障害といった問題も起こってきております。
具体的な対策といたしましては，学校にスクールパートナー，スクールカウンセラーを配置いたし
ておりまして，教職員と連携をしていく中で子どもたちにかかわったり，学校と地域の民生児童委員
の方や主任児童委員の方と連携して家庭を支援したりしておるわけであります。また，学習面でも
チームティーチング，それから少人数指導等授業における工夫を通してきめ細かい学習指導体制づく
りを進めております。
今後とも，このことについては努力をしていかなければいかんと思っています。
もう一つ，不登校，学力不振についてで，１クラスの人数を減らせないのならということでござい
ます。
現在岡山市では，退職した教職員や子育てを終えた人，大学院生等がスクールパートナー等に携
わってくださっておりまして，その経験を生かした相談活動や学習への支援等を行っておるわけで
す。今後も国・県による緊急雇用対策の事業等も視野に入れながら，高齢者や地域の人材等の積極的
な活用を進めてまいりたい。また，余裕教室についても，これは利用していく方向でございます。
次に，開校以来後楽館で行われた教育について，教育長の所見ということでございます。また，ど
のような学校にしていくのかということでございます。
この後楽館の方針というのはもう御案内のとおりでありまして，生徒一人一人が目的を持ちながら
将来設計をすることを支援するために，生徒の主体性や個性を伸ばす教育を中高一貫の６カ年を通し
て計画的，継続的にやっておる学校であります。
その中で，本当に先生方も生徒も創意工夫を凝らし真剣に頑張っておる姿が実感として伝わってき
ます。それは，シティキャンパス構想といってまち全体が学びの場であるという中での学習を取り入
れておるということと，それからなぜ施設・設備が不十分な学校にあなたは応募してきたんかという
のを聞いたことがありますが，それは２月２日の市長と私とのタウンミーティングで中学生が集まっ
たときに，非常にしっかりした考えを持って後楽館の中学生が発表されたのが記憶にあります。
こういうことを乗り越えて本当に自分の目的を達成するということが，将来の自己実現，自分の生
活設計になっておるという大きな目的を達成しつつあるという，また自分をつくり上げていくという
このことに，私は非常に後楽館のことを思っております。
また，今後その内容とか施設等については，一層の充実を図るために皆さん方とも十分意見交換を
しながら魅力ある後楽館をつくっていかなければいかんと，このように思っております。
それから，公民館のエレベーターの設置の件でございますが，エレベーターの設置については，当
面13館に設置してまいりたいと考えております。残る館についてはどのような手法があるか今後研究
してまいりたい。
それから，もう一点の公民館長の公募の件ですけれども，これは要項に示されておるとおりでござ
いまして，新しい公民館づくりの具体的な方策の試行の一つとして，民間企業等での豊富な経験を持
つ人や，公民館や社会教育についての経験豊かな人材を登用しようとするものでございます。
このことにつきましては，館長業務遂行に必要と思われる経歴や資質の有無はもちろんですけれど
も，公民館活動に意欲を持って取り組んでいただく等のことを，小論文であるとか，それから口述と
いうような形で選考させていただきたい，このように思っております。
次に，図書館の整備計画についてのパブリックコメントでございます。また，建設計画のことにつ
いてもおっしゃられておるわけです。
パブリックコメントについては，報道関係へ資料提供した上で市及び図書館のホームページに掲載
し，また約3,500部の資料を市役所本庁・支所，ふれあいセンター，公民館，図書館，県立図書館に
配付しておるわけであります。なお，別に小・中学校へも送付いたしております。
建設計画の目標年次につきましては，現在パブリックコメントを求めておるところでありまして，
まだ終了していない段階でありますが，今後，市の財政状況や他の諸計画との関連などに柔軟に対応
しながら，個別の地区図書館ごとに検討していく必要があると考えております。本年度中に整備計画
を見直し，平成14年度から東部の地区図書館建設についての調査，検討に着手してまいりたい。
資料費の確保についてでございますが，厳しい財政状況は続いておりますけれども，図書資料や情
報化の重要性は十分認識しておりまして，今後とも市民のニーズにこたえることができるように努力
してまいりたいと思います。

最後に，学校給食のことでございますけれども，今後の学校給食運営の進め方につきましては高月
議員の代表質問にお答えしたとおりでありますが，現在具体的な中期計画として，官民の割合や民間
委託への移行順序などについて最終的な詰めの検討を行っているところでございます。
以上でございます。
〔１番下市香乃美君登壇〕
P.73
◆１番（下市香乃美君） 時間がありませんので，早速再質問をさせていただきます。
まず，教育長，今の後楽館の問題ですけれども，後楽館の子どもたちに対しても非常にいい教育が
できているなということはわかりました。それでですね，後楽館の保護者の皆さん，生徒もですけれ
ども，やはり新校舎の建設にはとても強い希望を持っているわけです。17年に場所の決定，22年に建
設計画ということになっておりますが，これを少しでも前に持っていくという，そういう教育長のお
言葉をぜひ聞かせていただきたいと，教育委員会としてやっていきたいということをお聞かせいただ
きたいと思いますので，質問します。
それと，市民局長がパブリックコメントについてお答えだったんですけれども，指針はつくるので
しょうか。それと，もし市民局の方が主導権を握ってされるとおっしゃるようでしたら，ただいま保
健福祉局長の方からありました住宅リフォーム，368人の方のパブリックコメントだったですね。こ
れをそのまま市民の声としていいのかどうかと，そういう問題があると思いますので，お尋ねしま
す。
それと，病院局の方です。
今度成功報酬として4,000万円が見込まれるということになるんですよね。合わせて１億2,300万円
ほどになります。これは市民感覚でどうなのでしょうか。20％という上限を払っているわけです。こ
こについては考慮するべきではないでしょうか，質問します。
それともう一つ，児童クラブへの支援，保育園の方で児童クラブの指導員さんを支援してもいいよ
というお話がありました。子育て勤労部と教育委員会との連携はどうでしょうか。とっていただきた
いと思いますがいかがでしょうか，質問します。
以上で２回目の質問を終わります。（拍手）
P.74
◎市長（萩原誠司君） パブリックコメントの件については，これはもう議員の御質問自体の中にも
問題と回答が入っているんですね。つまり，例えばある特定の団体についていうと出せとおっしゃい
ますけれども，それが正しい市民意見の反映かどうかということで逆に問題が生ずるんです。だか
ら，もう難しい問題があるんで，これは非常に広範に片寄りなくとらないかん。議員の方は聞けば片
寄ったふうにとれと言うし，片寄っちゃいけんと言うし，どっちが本音かわからんようなことになっ
とんです。
そこで実は，本当は電子町内会などを使って，すべての人が意見を聞かれて，答えたい人はすべて
答えられるというふうにユニバーサルなシステムにしていくっていうのが，一番の大きな目標なんで
す。みんなが平等に参加せないかん，このコメントというのは。それを目指してやっていく。
ただ，そういうシステムはまだできていませんから，当面はいろいろあんばいをしながら経験を積
み重ね，なるべく市民の意見が片寄らずにとれるような工夫をしていくというのが基本だと思いま
す。よろしく御理解をいただきたいと思います。
病院局の話についてお答えしますが，おっしゃる気持ちもわかるんです。しかしながら，病院立て
直しというなかなか難しい問題をとにかくやっていただくために，そういう条件の中でお願いしたと
いう経緯もありまして，問題点が必ずしもないとは言いませんけれども，管理者へのその支払いとい
うのは，当面私は今の形態を続けていく，そういう約束があるというふうに認識をしております。
それから，教育委員会と子育て勤労部の連携というのは，これは当然のことでありまして，ただ当
然だからといって全部できているとは言いませんので，連携がなかなか欠けているところもあるやに
思います。これは個別案件ごとに御指摘いただければ，私も一生懸命それがくっつくようにやってま
いりますんで，よろしくお願いします。
P.74
◎教育長（玉光源爾君） 今の再質問，後楽館中高一貫校の関係ですけれども，まち全体をシティ
キャンパスという学びの場としておる今の教育方針ということについて，今の場所も捨てがたい気持
ちが非常に強く，またそれを取り巻くいろいろなところを模索する必要もあるというふうに思ってお
りますが，これは前回お答えいたしましたように，17年度に方針決定をするという中で，これはでき
るだけ早く，17年といわずやっていかなければいかんのじゃないんかなという……，方針決定ですけ
れども，17年といわず，できれば早くという気持ちを持っております。よろしくお願いします。
〔１番下市香乃美君登壇〕
P.74
◆１番（下市香乃美君） 今御答弁いただきました。子育て勤労部をつくりましたので，ぜひ勤労す
る人たちの福祉が増進するように市を挙げてやっていっていただきたいと。で，個別案件でもできる
限り行政が支援できることはやっていただきたいと強く希望いたします。
また，教育委員会の方については，後楽館についてぜひしっかりと検討の土台をつくっていただき
たいと。そして，今教育長がおっしゃった17年より少しでも前に方針を決めていただく，そういう方
向でよろしくお願いいたしたいと思います。
本日はありがとうございました。（拍手）

