平成１６年 ２月定例会 － 03月12日－09号
P.410
◆16番（下市香乃美君） 皆さんこんにちは。
今，佐々木議員からのするどい質問があった後で，今議会個人質問のトリを務めることになりまし
た市民ネットの下市香乃美でございます。
礒谷議員の方から，紅白のトリはスマップだったよというお話がありました。世界に一つだけの花
というのは私も大好きな歌でして，紅白の場合は実力や人気，いろいろなことでスマップに決まった
と思いますが，今議会のトリは抽せんで決まっております。でも，一生懸命頑張っていきますので，
どうぞ最後までよろしくお願いいたします。
まず，合併・政令市構想についてお尋ねいたします。
玉野市の山根市長から特例法の期限内の合併を断念する意向が発表され，11月議会では想定してな
かった合併の枠組みの変更を余儀なくされました。将来的には政令市を目指すのだから政策変更では
ないということですが，政策は実現するから政策になると思います。岡山市が政令市になるという目
標期限はいつまでとお考えでしょうか。
また，実現しなかった場合の責任の所在はどうなるのでしょう。
次に，今回の１市２町の合併が政令市に向けてのワンステップというお話がありました。それで
は，この先考えている次の段階とは具体的にどういう事柄で，どういう手順で実施しようとしている
のか，スケジュールをお示しください。
１市２町で法定協議会を先行し，２町以外も前向きに検討するというお話がありました。前向きに
検討する２町以外とはどこの自治体を想定しているのでしょう。
また，その実現の可能性はどうあるとお考えでしょうか。
市長は，住民説明会とそごになるという部分があったというお話をされました。住民に対して誠意
を持って情報公開をするというなら，いま一度それをちゃんと説明する必要があると思いますが，ど
うお考えでしょうか。
また，将来の岡山市の姿を左右する重要な合併の法定協議会設置の議案がこれから提案されるよう
ですが，個人質問最終日に出すことについて，十分な市議会の議論の時間を確保していると考えてい
らっしゃいますか，お尋ねします。
次に，合併特例債と起債制限比率についてお尋ねします。
合併特例債は，２市２町のときには550億円，１市２町では304億円と計算されています。１市２町
で304億円の合併特例債となると，合併後の収支改善額は幾らぐらいになるとシミュレーションでき
ますか。
岡山市の起債制限比率は，14年度の決算時点で14.9％です。高いんですよね。現在の財政状況で，
岡山市は合併特例債を満額使用できるのでしょうか。
次に，任意協議会で考えられていた乳幼児医療費負担を，１市２町の枠組みの中でも就学前まで引
き上げることを継続するなら，どのぐらいの負担になるのでしょうか。
また，その収支改善に与える影響は大きくなりませんか。
次に，ドームとアクションスポーツパークについてお尋ねします。
まず，エックス社の経営についてお尋ねします。
エックス社については，亀井議員への答弁で，１億2,600万円のうち2,200万円は債権放棄の意思が
あったとのことですが，そうすると支払うとしている600万円を除いた残りの9,800万円の処理はまだ
できていないということになります。長期の収支計画が黒字になっていますが，この前提条件，未払
い金600万円を支払うということが変わると，収支計画そのものが変わってくると思います。
たびたびの質問になっていますが，9,800万円の未払い金がエックス社にないという一般的な法律
的・常識的な観点とはどういうものなのか，個別具体的に示してください。ここのところが理解でき
ないと，今回のドーム運営委託の話は判断ができません。
未払い金の処理に関して，相手との合意成立を待ってからドーム委託の検討を始めるべきだと思い
ますが，いかがでしょうか。
今回の蜂谷工業の支援で財務体質が改善されました。しかし，これまでの１期，２期の経営での損
金を差し引くと残りが500万円程度，こういう会社なんです。この程度の会社であれば，第４期目以
降の計画に狂いがあれば，支払い不能に陥る可能性があると思いますが，いかがでしょうか。
民間会社の経営を判断する場合，収支計画のほかに損益計算書が重要な意味を持ちます。これには
当然減価償却と開業費・創立費の償却が含まれます。エックス社は，減価償却を法人税法に規定する
定額法で，繰延資産である創立費・開業費を商法に基づき５年間の均等償却としています。設備の償
却は，年額約2,200万円を計上しており，約10年間の償却になると思います。これら２つの償却で，
１期目5,590万円，２期目6,349万円が計上され，その結果として累積赤字が２億800万円になるとし
ています。３期目以降もこのやり方で計算すれば，当然収支計画は赤字が当分続きます。エックス社
の経営状況はこのように判断すべきと思いますが，いかがでしょうか。
次に，アクションスポーツパークの設備についてお尋ねいたします。
平成18年，アクションスポーツパークが市へ施設移譲された後は，施設が安心して使えるための費
用は市が負担するということになります。一方，市と公園協会との契約書では，市が行う改築・改修
は市の負担，管理上必要な修繕等に要する費用は公園協会の負担とするとなっています。では，具体
的に何が市の負担で，何が公園協会の負担となりますか。
現在，エックス社が負担している修繕費用は，譲渡後はどちらの負担になりますか。
次に，現在，エックス社が負担しているのは，施設等の使用において発生する修繕費用ですが，こ
れを市が負担するということになれば，ＡＳＰＯの管理運営は利用料収入により独立採算とし，市負
担はない──これは2001年２月議会の答弁です──という前提が崩れることになりませんか。
次に，エックス社へのアクションスポーツパークからの収入は，売り上げから光熱費等を引いた額
の90％ということになっています。市に譲渡後，修繕費の負担がなくなった後も同じ設定というのは
不合理ではないでしょうか。修繕の負担がほかに移れば，当然この数字を設定し直す必要があり，
エックス社の収支計画も変更されることになると思いますが，いかがでしょうか。
次に，プロポーザルの提案と現状の相違の問題についてお尋ねいたします。
2002年11月の決算委員会報告に，アクションスポーツパークは平成15年度末に多目的ドームが完成
して初めて一体的活用が可能になり，事業要件が完結されるものである。現段階ではまだ工事中，ハ
ンディを負っている状況。全体が完成すれば相乗効果も出てくるので，ある程度利用状況を見た上で
事業評価を行いたいとあります。ドームとアクションスポーツパークの一体的経営がエックス社の経

営改善につながるという何となくのムードだけではなく，ドーム開業後の相乗効果を具体的にお示し
ください。
これ一体的経営にまだなってないから答えられないとかそういうふうに言わないでくださいね。
アクションスポーツパークは，当初の計画どおりに事業が進んでいません。10億円のにぎわい施設
については，2002年７月30日付の橋本弁護士の意見書で，共同企業体の責任として，工事契約に付随
する義務として10億円の整備をする義務がある旨記されています。当初のプロポーザル提案が履行さ
れていない一例です。また，集客数も50万人を見込んでいたのですが，初年度２万1,600人，２年目
３万8,000人ということで，単なる見込み違いでは済まされない数字と言えます。プロポーザル提案
そのものに重大な瑕疵があったものと言わざるを得ません。
本来，人を集める施設をつくることが目的だったことからしても，共同企業体との契約を解除でき
るぐらいの重大なことであると考えますが，いかがでしょうか。
次に，ドームの管理・運営委託についてお尋ねします。
ドームの管理・運営をエックス社に委託するかどうかは政策的判断です。エックス社の財政状況や
ドーム施設の運営ノウハウや人材がそろっている，コストが安いかなど総合的に判断すべきであり，
信義則もその一つの判断材料と言うべきです。ところが，当局は，公的主体としてまず信義則を果た
し，それから求めるものを求めていくと信義則を第一義としています。公的機関である岡山市の政策
判断として，総合的に判断してエックス社以外へ委託するという選択はあり得ないのでしょうか。
ドームの委託について，2003年２月議会では，エックス社の経営改善の見通しが立っていない現時
点では，公園協会に委託せざるを得ないとの答弁があります。つまり，エックス社の経営状態が委託
の条件と言えます。そして，ドームの委託は１年契約になっています。となると，今後エックス社の
経営が収支計画どおりいかず，計画上の数字が過大な見込みであると判明したなら，その次の年の契
約はどうするのですか。契約更新を見合わせることはあるのでしょうか。
次に，これまでアクションスポーツパーク，エックス社，ドームをめぐって多くの時間をこの議会
でも使ってまいりました。そもそもプロポーザルで採用した石本・戸田案の計画自体に多くの問題が
含まれていたということが指摘できます。当局には，議会，市民の率直な意見に耳を傾けていただき
たい。そして，岡山ドームを市民のための親しまれる施設にしていくことを目指して，当局，議会，
市民が力を合わせるべきだというふうに考えます。
そこで岡山ドームの管理運営については，指定管理者制度の導入も検討し，よりよい施設にすると
いうことに全力を注ぐべきではありませんか。指定管理者制度を導入する予定はありますか。
また，エックス社は一体経営についての具体的な経営戦略を出していないそうです。市はエックス
社に経営戦略を求め，それを見て委託すべきかどうかを判断すべきと思いますが，いかがでしょう
か。
さらに，この場所は市の一等地と言われています。西部新拠点計画の最初の事業でもあります。こ
こでの事業がうまくいかないと，市民の皆さんは納得ができません。納得のいくプランができるま
で，公園協会がピンチヒッターであるのはやむを得ないと思いますが，いかがでしょうか。
次に，病院事業管理者の成功報酬などについてお尋ねします。
病院事業管理者の成功報酬は，12年６月の市長答弁，「病院事業管理者の給与につきましては，議
会からの御指摘を踏まえて，経営改善のインセンティブとなるよう，基本の給与に加えて，改善した
額に応じた成功報酬を年１回支給したいというふうに考えております」というところから出てまいり
ました。そして，要綱による支給を改め，14年２月議会に岡山市病院事業管理者の給与に関する条例
第２条の改正が行われ，そして15年11月議会では廃止されています。この状況を見ますと，榊原氏に
支払うために成功報酬をつくったのかとの感がぬぐえません。
榊原氏が辞任された後，病院事業管理者を新たに選任しないのはなぜでしょうか。
成功報酬部分の条例を廃止しましたが，今後は病院事業管理者には成功報酬は支給しないのです
か。
改めてお聞きしますが，成功報酬を収支差額の20％と決めた根拠は何だったのでしょうか。
榊原氏の就任した12年７月以降も繰越赤字は年々ふえています。民間企業においては，当期が赤字
であり，かつ繰越欠損金を計上している場合は，特に役員報酬はもちろんのこと，株主への配当はあ
りません。このような中での成功報酬8,300万円と7,400万円の支払いは妥当と言えるのかどうか，改
めて御所見をお伺いします。
15年11月議会で「年明けの１月に審査を受けるということを念頭に準備を進めております」という
答弁がありました。第三者機関の評価である病院機能評価のその後の状況について御説明ください。
次に，吉備病院については，市民ニーズや公共性をプロポーザルで確保し，民間に移譲していくと
いうお考えのようです。御津・灘崎との合併が視野に入っている今，あえて吉備病院だけを切り離し
て先に動かしていくことに少々疑問を感じております。今後の病院事業の検討もこのような手法で行
うのでしょうか。
公的病院のありようは，どこでどのようにして検討していくのでしょうか。
岡山市立病院将来像検討委員会の今後のスケジュールについてお聞かせください。
次に，勤労者福祉施策についてお尋ねいたします。
まず，平成16年３月１日施行の改正職業安定法で，自治体による無料職業紹介が解禁されました。
大阪府の和泉市では，国や民間の職業紹介業者が対応し切れない層の就労を支援するとして，母子家
庭の母親や身体障害者，高齢者などの職探しに重点を置くとして始めています。地元の産業団地と協
力し，ハローワークに求人を出さない零細企業のニーズもくみ上げるとしています。何らかの理由で
仕事をやめた後，次の仕事がなかなか見つからないという声はたくさんお聞きします。特に深刻なの
は母子家庭の方々です。岡山市も無料職業紹介の事業を考えるときではないでしょうか。
次に，勤労者福祉センターについてお尋ねします。
勤労者福祉センターは，勤労者の福祉増進，教養文化の向上及び余暇利用の充実を図り，勤労意欲
を盛り上げていただく拠点として建設されたものです。今，この勤労者福祉センターのリニューアル
の計画があります。１階の喫茶室の後に事業所内保育施設として整備するための予算が2,680万円つ
き，また旧館は取り壊し，駐車場として整備することになっています。そして今議会で，公設の法律
事務所を設置するという案も出てまいりました。
さて，この勤労者福祉センターには運営委員会規程があり，勤労者福祉センターの管理運営に関す
ること，その他市長が必要と認める事項に関することを所掌することになっています。現在，取り上
げられている勤労者福祉センター内のリニューアル等について，運営委員会ではどのような協議がな
されているのでしょうか。

次に，今申し上げました事業所内保育施設についてお伺いします。
保育サービスの充実を図るため，市として保育施設を設置するということですが，近くには岡山市
の登録保育施設が２つもあります。また，先日，保健福祉局長からは，保育園の定員超過地域が９小
学校区あり，その上７小学校区も足りなくなりそうだという答弁もありました。厚生労働省でも，保
育は認可保育所で行うことを基本としています。今この時期にこの場所でこの施設が必要だというこ
とを御説明ください。
保育時間と保育対象年齢について御説明ください。
また，市の施設で行われる認可外保育園で保育の質はどのように担保するのでしょうか。
民間事業者に委託するということですが，市はどういう責任を負いますか，お尋ねします。
次に，保育園と児童クラブについてお尋ねいたします。
平成10年３月16日全国児童福祉主管課長会議において，保育所の最低基準等の見直しが行われてい
ます。これまで２割以内としていた短時間勤務保育士の割合が緩和されました。この間，短時間勤務
保育士は何人ふえたのでしょうか，公立・私立それぞれでお教えください。
次に，正規職員が１人も配置されていないという状況はないでしょうか。特に延長保育の時間帯は
どうでしょうか。
８時間の保育時間を前提にした運営費で11時間の開設を求める延長保育対策によって，既に細切
れ，つけ足しの保育が常態化しており，ある園では長時間保育を受ける乳児が接する保育者は，１日
に10人にもなるという報告もあります。担当の保育士が日に何人も変わることは，保育の継続性に支
障を来すだけでなく，子どもの気持ちや情緒の安定にとっても好ましくないと思います。短時間勤務
保育士の割合の増加は，人格形成の基礎に当たる子どもたちにとって，保育の質の低下につながらな
いでしょうか，御所見をお伺いします。
保育の質を低下させないために，組やグループ編成の定義や規定を明確にする必要があると思いま
すが，いかがでしょうか。岡山市独自の指導をしているでしょうか。
厚生労働省も，福祉サービスの質の向上と利用者の選択に資するため，福祉分野においても第三者
評価事業を導入するとしています。和光市では，保育園の第三者評価を既に始めています。岡山市も
第三者評価を考える時期に来ているのではないでしょうか，お尋ねします。
次に，児童クラブについてお尋ねします。
昨年，児童クラブの充実に向けた見直しがなされ，希望するすべての児童を受け入れる取り組みを
進めているところです。しかし，現状は児童１人当たりの平均面積が，市の公立保育所が4.35平方
メートル，私立保育所が3.51平方メートル，それに対して児童クラブは1.97平方メートルです。ま
た，児童１人当たりの平均月額運営費──１人にかかるお金ということになりますが，公立保育所が
11万3,433円，私立の保育所が８万1,887円，そして児童クラブの児童１人当たりの補助金は6,602円
です。昨年の児童クラブの見直しにより補助金の加算制度ができました。その実施状況についてお尋
ねします。土曜日加算，長時間加算，障害児受入加算，それぞれについて御説明ください。
障害児の児童クラブや保育園の児童クラブもでき，新しい取り組みを進めています。新しい取り組
みの現状と今後の方向性についてお示しください。
次に，大規模クラブの問題があります。大規模クラブでは，入所許可人数，余り多いと入れないん
でね，どうやってどの子にやめてもらおうかという，そのために入所基準を設けてやっている運営委
員会もあります。大規模クラブについては，クラブの分割という方向性も考えるときではないでしょ
うか，御所見をお伺いします。
児童クラブの標準基準など，次の児童クラブの見直しについてはどのようにお考えでしょうか。
次に，高齢者福祉の充実についてお尋ねします。ここでは１点だけ。
高齢者が元気でいるためには，また在宅介護を進めるためにも，居住福祉という考え方が大切だと
思います。北欧では，福祉は住宅に始まり住宅に終わるとさえ言われています。劣悪な環境の中では
生き続けられないことは，阪神・淡路大震災がたくさんのことを教えてくれています。
岡山市の65歳以上の人口は，去年の５月１日現在で11万1,565人，17.5％を占めています。そのう
ち一人暮らしの高齢者は１万4,701人，高齢者人口の13.18％になっています。高齢者の新規入居は，
60歳を過ぎると難しいと言われています。東京都では，入居希望者が高齢でも入居を拒まない，歓迎
する家主の賃貸住宅を登録し，インターネットや市町村役場で公開する高齢者円滑入居賃貸住宅登録
制度というのを開始しています。岡山市でもそういった事業を始めるお考えはありませんか。
次に，岡山市の農業と土地改良事業についてお尋ねします。
14年３月の土地改良事業の包括外部監査の結果報告から，２年かけてやっと検討委員会の答申が出
ました。今議会では，土地改良区の統合を統合推進協議会で進めていくという答弁もありました。
さて，さまざまな形態の土地改良区がある中で，土地改良区の統合はどのような方法で取り組んで
いくお考えでしょうか。
土地改良区を統合することにより，応分の負担を考えているという答弁がありました。では，いつ
までに統合するのでしょうか。
土地改良区の統合を待っていないと改善が進まないということになるのでしょうか。岡山市は下水
道の整備がおくれていますので，会社やお店が用水路に大量の排水を流しているところもたくさんあ
ります。できるところから受益者負担を取っていくということは考えられないでしょうか。
監査人の意見は，「指導，監督できる権限を市にも与えるように要望し，現在の土地改良制度を根
本的に改める努力をすべき」というものでした。新規事業については，「協議」をするという法改正
がありました。事業は始まっていますが，工事着手に至っていない足守川のパイプライン化事業は，
47億8,000万円の岡山市負担が予定されています。これがいわゆる隠れ借金になるものです。今なら
まだ間に合います。事業費の圧縮を含め，岡山市から新しい提案をする必要はないでしょうか。
岡山南部かんがい排水事業として，南部への水の供給はもちろん大切だと思います。しかし，その
ために北部の方々の現在の田植えができなくなる，収量が落ちるというのでは，何のためのかんがい
排水事業なのかわかりません。受益地がどこも潤うように調整することが市の役目ではないでしょう
か，御所見をお伺いします。
先日の太田議員の質問に経済局長から，高梁川から清水を導入し，受益地域全体に適時・適量の水
を送るとの答弁がありました。これは11年３月４日に土地改良法の異議申し立てに対する農林水産大
臣の決定書，興除用水の水質改善は本事業の目的ではなく，本事業計画において定められるものでは
ないということと食い違わないでしょうか，御説明ください。
学校給食の問題については割愛いたします。
最後に，教育施設の整備についてお尋ねいたします。

今予算には，加茂小学校のプール改築費１億8,180万円と大野小学校屋内体操場及びプール改築費
３億2,420万円，継続費設定として総事業費は８億2,000万円が計上されています。この２件の事業費
が設定された理由を，15年６月の教育長答弁にある，建築年度，老朽度，緊急性，建物の耐久性，耐
震診断，耐力度調査等の建物診断，国庫補助の採択，自主財源等との整合性から，数値を用いて御説
明ください。この基準の中で最も優先される基準は何なのでしょうか。
土地の先行取得や設計を既に終わっているものがある中から，この事業が選定された理由を御説明
ください。
中学校の武道場が２校できていないことは，教育長もよく御存じです。なぜこちらの優先順位が低
いのか，よくわかるように御説明ください。
行政は，市民によくわかるように進めることが大切です。建設に至るまでの優先順位を決める判断
基準は上述のとおりです。それに基づいて優先順位を決定し公表する，そういう時期に来ていると思
いますが，いかがでしょうか。
最後に，大野小学校の体育館とプールは，２階建てで１階がプール，２階が体育館だそうです。Ｏ
Ｍソーラーの太陽熱により水を温め，４月から11月までプールの使用が可能と聞いています。プール
の水を温めるソーラー設備をつける目的は何でしょうか。
４月から11月までのプール使用可能期間の具体的利用方法をどのようにお考えでしょうか。
地域へのプール開放も考えていらっしゃるのでしょうか。
今後の体育館やプールの整備については，このような仕様としていくのでしょうか，お尋ねいたし
ます。
あとは割愛いたします。
これで第１回目の質問を終わります。
ありがとうございました。（拍手）
P.415
◎市長（萩原誠司君） 下市議員の御質問にお答えいたします。
まずは，病院事業管理者の職務代理になっているのはなぜかということですけども，これは任期途
中の交代だったわけで，残任期間は職務代理というふうに御理解を願います。
それから，職業紹介でございますけども，岡山市は御案内のように，福祉事務所において独自に就
業支援相談員を既に置いて今までやってきておりますので，国の動きに先行しているということでご
ざいますが，今後も無料職業紹介についても研究をしていきたいと思っております。
それから，保育所の最低基準の見直しの関係で，第三者評価という議論がありますけれども，いず
れにしても福祉関係でこのところさまざまな問題が指摘をされている中で，特養については幾つかの
問題がありましたけれども，第三者の目が必要であるということはそのとおりでございまして，機関
をつくるということが必要かどうかは別としまして，研究課題でもあり，また包括外部監査でありま
すとか，私どもの監査の活用の可能性もあるものと考えております。
それから，勤労者福祉センターでありますけども，運営委員会はあるんですが，ちょっと今回のリ
ニューアルについての議論をするべき場ではないような，今までの設置の形態にもなっておりまし
た。そこで今回の改修計画については，総合政策審議会の保健・福祉部会に諮る予定となっておりま
すが，一方で運営委員会についても，組織及び権限の内容について，しっかりしたものにして今後活
用していきたいと考えております。
以上でございます。
P.416
◎病院事業管理者職務代理者（渡邉唯志君） 成功報酬部分の条例を廃止したが，今後は病院事業管
理者には成功報酬は支給しないのかとの御質問でございます。
支給の根拠となる条例がございません。したがいまして，支給はないということであります。
改めて聞くが，成功報酬を収支差額の20％と決めた根拠は何であったのかという御質問でございま
す。
事業の困難性の程度いかんによって成功報酬が決まると思いますけれども，この困難性という抽象
的表現，これを数量化することは，このことこそ困難でございます。これを医学的に例えてみます
と，炎症で痛みがあるときは，本人が「痛い痛い」と言っても本人の愁訴だけでなく，はれであると
か痛みであるとか，あるいは熱や広がり等の，そういった他覚所見を診て程度を判定いたします。
市立病院事業の困難性というのを考えてみますと，赤字額が大きいと，雪だるま式に悪化しておる
と，職員の経営改善に対するモチベーションが低いと，ハード面での改善が困難あるいは不可能であ
ると，人事や予算面での制約があると，こういった他覚所見を考えて，危機的状況にあった病院事業
を立て直すために，医療についての高い見識と組織的指導力の卓越した管理者を招聘するということ
で，議会でも議論をいただいた中で条例に規定したものであります。
榊原氏の就任した12年７月以降も，繰越赤字は年々ふえている。民間企業においては当期が赤字で
あり，かつ繰越欠損金を計上している場合は，役員報酬はもちろんのこと，株主への配当はありませ
ん。このような中での成功報酬8,300万円と7,400万円の支払いは妥当と言えるのかどうかという御質
問でございます。
これは条例での規定により算出された金額でありまして，また岡山市病院事業管理者期末手当検討
委員会から報告をいただいておりますように，妥当と考えております。
15年11月議会で，年明けの１月に審査を受けるということを念頭に準備を進めているという答弁が
ありました。第三者機関の評価である病院機能評価のその後の状況ということでございます。
病院機能評価につきましては，本年１月中旬，３日間にわたる訪問審査を終えまして，約３カ月後
と言われている結果通知を待っている状況であります。
吉備病院についての３点の御質問でございまして，今後の病院事業の検討もこのような手法で行う
のか，公的病院のありようはどこで検討するのか，岡山市立病院将来像検討委員会の今後のスケ
ジュールという御質問に，一括してお答えいたします。
まず，公的病院のありようは，病院の将来像を検討する中で検討すべき重要な課題であると考えて
おります。
また，検討の手法につきましては，それぞれ病院の機能や役割，経営状況，地域の医療ニーズなど

を総合的に勘案して，適切な手法を採用してまいりたいと思っております。
なお，岡山市立病院将来像検討委員会の今後のスケジュールは未定でありますが，適宜開催し，検
討を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
P.416
◎総務局長（広瀬慶隆君） 事業所内保育施設につきましてお答えします。
まず，今この時期にこの場所でこの施設が必要だということを説明してくれということでございま
す。
事業所内保育施設につきましては，職員の意向調査によりまして一定のニーズが確認されたこと，
さらに次世代育成支援対策推進法に基づきまして行動計画策定指針が示され，その必要性を一層認識
する中で，勤労者福祉センター１階のレストランが撤去されたため，広さ，立地条件等を考慮した結
果，適地であると判断して事業化することといたしました。
それから，保育時間と保育対象年齢，それから市の施設で行われる認可外保育園の質はどう担保す
るのか，民間事業者に委託されるが，市はどういう責任を負うのかという３点の質問に対しまして一
括してお答えします。
現時点では，保育時間を午前８時から午後５時30分まで，延長は午後８時までとし，保育対象年齢
をゼロ歳から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児と想定しているところでございます。
また，保育中の事故につきましては，建物の管理瑕疵に係る事故以外は委託契約により委託業者が
責任を負うこととなります。
また，保育施設は市の指導・監督を受けながら，厚生労働省の認可外保育施設指導監督基準が適用
されます。この基準には，保育従事者の必要数についても規定されているため，保育の質は担保され
るだけでなくて，開園後は，保護者，職員厚友会，委託業者で運営委員会を定期的に開催しまして，
保育内容等を話し合って，よりよい保育施設となるように協議していきたいと考えております。
以上です。
P.417
◎企画局長（天野勝昭君） 合併・政令市構想につきまして10項目の御質問にお答え申し上げます。
本市の政令市移行につきましては，その人口要件を考えますと合併が必要ということでございます
が，岡山市といたしましては政令市移行の早期実現を願っておるものでございますが，合併はすべて
相手のあることでありまして，期限や手順，そしてその相手につきましては今後のプロセスの中で次
第に具体化されるものと考えておりまして，今後とも時宜を得た対応を行い，関係市町とも連携をと
りながら，政令市実現の方向性に取り組んでまいりたいと考えてございます。
次に，３月８日に両町長から３月議会に議案を提案する旨の御回答をいただきまして，本日議案を
提案しようとするものでありまして，限られた日程ではございますが，十分な御議論をいただきたい
と考えてございます。
市民説明会では，中間報告から状況が変われば，再度御説明にお伺いしたいが，その時期は法定協
議会における正式な議論を踏まえてということになるので，多少時間がかかる旨の御説明をしてま
いっておるところでございます。
それから次に，合併に伴う収支改善効果や合併特例債の使用，事務事業の調整などにつきまして
は，正式には今後設置される予定の法定の合併協議会において議論されるものでございますが，行政
の効率化効果について岡山市独自で試算いたしますと，既にこの議会でも申し上げておりますが，３
市町の合併によりまして，三役，議員，一般職の関係で毎年約３億4,000万円の効率化効果があると
考えられてございます。
また，合併特例債に関しましては，現在の岡山市のままで独自に推計いたしますと，上限値の304
億円全額を10年間で均等に起債した場合でも，償還のピークを迎える平成28年度におきましても0.7
ポイント程度の増加と推計されます。
乳幼児医療費負担に関しましては，助成対象を就学前までということを継続した場合，その負担額
につきましては，２市２町では約10億4,000万円と試算してございますが，それから玉野市分を除い
て年間約９億8,000万円程度の影響額になると推計されております。
以上でございます。
P.417
◎保健福祉局長（堀川幸茂君） 保育所の最低基準の見直しで，先ほど市長が答弁いたしました第三
者機関を除いての４点をまとめて一括して答弁させていただきます。
パート保育士は，公立園ではこの５年間で19人増加してございます。私立につきましては過去の統
計がなく，常勤か非常勤かの区別しか明らかではございませんが，平成15年３月現在で，保育士は
1,121人のうち非常勤は65人となってございます。
また，各保育園におきましては，延長保育も含めて常勤保育士が一人も配置されていないという状
況にはならないように常々指導してございます。
パート保育士は，保育の経験が豊富で，園の様子をよく理解している場合が多く，また配置の上で
も常勤の保育士とペアになるように配慮してございますので，一概に保育の質が低下するものではな
いというふうに思ってございます。
また，組やグループ編成につきましては，国の基準に基づきまして常に常勤の保育士が各組，各グ
ループに１名以上配置されるよう指導いたしてございます。
児童クラブに関するお尋ねについて一括答弁をさせていただきます。
新設いたしました補助金の加算制度につきましては，長時間加算は該当がありませんでしたが，土
曜日加算は７クラブ，障害児受入加算は19クラブが今年度の対象となってございます。
また，本年度から実施してございます障害児のための旭川荘さくら児童クラブと３つの民間保育園
での取り組みにつきましては，いずれもが関係先の御支援と御協力を得まして，ほぼ順調に推移して
いるところでございます。
なお，マンモス化したクラブにつきましては，運営委員会方式による児童クラブの１学区１クラブ

を基本としながら，保育園あるいは児童館等での取り組み，さらにはミニ児童クラブや幼稚園の活用
など，地域の実態に応じた適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
児童クラブ標準基準につきましては，児童クラブ全体の運営に当たっての基準を定めているもので
ございまして，これをもとに各クラブの独自性をも発揮しながら，地域に密着した運営を図っていた
だいておるところでございまして，見直しの必要が生じれば，適宜改正していきたいというふうに考
えてございます。
以上でございます。
P.418
◎経済局長（小此鬼正規君） 岡山市の農業と土地改良事業について６点の御質問をいただきまし
た。
まず，土地改良区の統合に絡む方法，時期，それから受益者負担についての３点について，一括し
てお答え申し上げます。
既に今議会でもお答えしておりますように，今後設置を予定しております統合推進協議会での検討
課題でございます。可能な限り速やかに結論を得たいと考えております。
なお，受益者負担につきましては，公平性の確保が前提となっておりますため，今後十分検討を要
すべき事項でございます。市としては，できるところから負担を求めていくということにつきまして
は非常に難しいと考えております。
次に，足守川パイプライン事業につきまして，事業費の圧縮を市から提案する必要はないかという
お尋ねでございます。
市といたしましては，平成15年６月に国に対し，コストの縮減，維持管理についても効率的かつ低
コストになるよう要望しております。平成15年８月，国の再評価でも本市の意見が取り入れられ，今
後とも建設費及び維持管理費の縮減に努めるとの結論が出ております。今後とも必要な事項があれ
ば，国に対して要望してまいりたいと考えております。
次に，南部かんがい排水事業について，受益地域がどこでも潤うよう考えるのが市の役割ではない
かという御質問でございます。
議員御指摘のとおり，受益地域がどこでも潤うように考えることが市の役割でございます。しか
し，水利権の問題があり，本計画では許可水利権を前提として受益地域全体に適時・適量を公平かつ
安定的に配分されることであると認識をしております。国が行った水量調査の結果も含めて，議員御
指摘の北部の問題をどうするか，今後農業関係者の御意見，御要望を踏まえて，国，県と協議をして
まいりたいと考えております。
最後に，先般３月10日の新風会の太田正孝議員の御質問に対する私の答弁が，平成11年の土地改良
法に基づく異議申し立てに対する農林水産大臣の決定書と違うのではないかというお尋ねでございま
す。
少し省略させていただきますけども，私の答弁では，「受益地域全体に計画に基づいて適時・適量
を公平かつ安定的に配分されることを目的にしている」と，このように答弁を申し上げております。
目的については適時・適量，公平かつ安定的に配分されることであると認識をしております。
なお，清水が導入されることによりまして，興除用水の水質が改善されることは結果として起こる
ことであり，目的とは認識しておりません。
以上でございます。
P.419
◎都市整備局長（池上進君） 高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度，これを始める考えはないかという
お尋ねでございます。
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づきます高齢者が円滑に入居できる賃貸住宅の登録制
度，これは指定登録機関が都道府県になっていることから，現在岡山県において運用をされておりま
す。この中で，岡山市内では平成16年２月末現在で26件，361戸が登録をされてございます。高齢化
が急速に進行する中，民間賃貸住宅で高齢者が安心して暮らせるように，福祉部局とも連携をいたし
まして，この制度の普及啓発に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
P.419
◎教育長（玉光源爾君） 教育施設の整備ということで５点のお尋ねがあります。
１点，加茂小学校のプール改築費と大野小学校の屋内体操場及びプール改築が設定された理由を数
値で説明をということであります。それから，建築年度，老朽度等基準があるわけですけれども，最
も優先される基準は何かというお尋ね，それから土地の先行取得や設計が既に終わっておるものの中
からこの事業が選定された理由と，次に中学校の武道場が２校できていないのに，なぜ優先順位が低
いか，それから次に建設に至るまでの優先順位を市民によくわかるように公表すべきではないかとい
う，この４点についてまず答弁をさせていただきます。
加茂小学校のプールにつきましては，水漏れ等の老朽化が著しい上に，プールの水深がほかのプー
ルに比べて浅いんです。そういうことで，水泳指導に支障を来しておるためであります。また，大野
小学校の屋内体操場及びプールについては，老朽化や耐震診断の結果，建てかえの必要があるためで
あります。これらの事業は，国庫補助の採択基準を満たしておりまして，老朽度，緊急度等を総合的
に判断をした結果でありまして，数値であらわすということは非常に困難であります。
それから，中学校の武道場の件でありますけれども，柔道，剣道が選択科目で，設置が義務づけら
れていないということもありまして，避難場所となる屋内体操場を優先させたものであります。学校
には，さまざまな施設があるわけでありまして，また地域の人口動態や市全体のまちづくりの進行状
況で変更も考えられますので，個別の施設の優先順位の公表については難しいと考えております。
５点目は大野小学校のプールの水を温めるソーラー設備をつける目的と，プール使用可能期間の具
体的な利用方法をお尋ねであります。また，地域へのプール開放も考えておるのか，今後の体育館や
プールの整備についてはこのような仕様になるのかというお尋ねでありますが，大野小学校では，太
陽熱エネルギーを活用いたしまして，児童の水泳指導教育の充実と新しい教育環境に対応した施設で

ありまして，地域の人々にも利用いただける稼働率の高い，また環境に優しい温水プールの整備を計
画いたしております。
今後の施設整備につきましても，敷地要件や地域の状況，コスト，環境など総合的な検討を行いま
して，学校や地域の実情に合った整備を推進してまいりたい，このように思っております。
以上です。
P.419
◎都市整備局まちづくり担当局長（青山昂君） ドームとアクションスポーツパークについての一連
のお尋ねに順次お答えさせていただきます。
まず，エックス社の経営についてで，9,800万円の未払い金の支払い義務がエックス社にないとい
う一般的な法律的，常識的な観点とはどのようなものか，個別具体的にとのお尋ねでございますが，
エックス社の未払い金の支払い義務の有無につきましては，エックス社，蜂谷工業及びその代理人で
ある弁護士が個々の債権を調査・分析され，法律的常識の中で議論し判断される際に基準としたもの
が，一般的な法律的，常識的な観点からなされたと理解しております。
また，個別具体的に示してくださいとのことでございますが，その根拠・理由及び調査した資料に
つきましては，今後交渉への影響があることから公表できないということであります。
次に，未払い金の処理に関して，相手との合意成立を待ってからドーム委託の検討を始めるべきと
のお尋ねでございます。
エックス社は，借入金３億円の返済を済ませ，また一部債権の放棄もあり，健全経営に向けて大き
く前進したと考えており，残りの未払い金についても契約の解除や債権の放棄をお願いしていると聞
いており，健全経営に向けて鋭意努力されていることから，ドームの運営委託を信義則上行うもので
あり，議員御承知のとおりドームの運営委託につきましては，公園協会からエックス社へ委託してい
るところであります。
次に，蜂谷工業の支援で財務体質が改善された。しかし，第４期目以降の計画に狂いがあれば支払
い不能に陥る可能性があると思うがとのお尋ねでございますが，エックス社が公園の一体的運営がで
きるようになれば，株主，その他企業の協力が得られやすくなり，増収に努めると聞いており，また
利用料金の増加の諸企画を考えられ，第４期から収支が黒字に転換する見込みとなっており，達成可
能な範囲内であると考えております。
次に，第２期までの累積赤字が２億800万円になる。３期目以降もこれで計算すれば収支計画は赤
字が当分続く，エックス社の経営状況はとのお尋ねでございます。
損益状況につきましては，公認会計士の意見をいただいており，損益の計算において減価償却費と
開業費・創立費償却につきましては，実質的資産価値のない金額として控除済みであり，また償却費
の計上自体現金支出を伴わず，資金繰りにもほとんど影響がない。また，減価償却費を除いた販管費
は，第１期から第２期で大きく減少しており，今後も節減が進むとすれば，それにより損益状況も改
善に向かうものと期待されるという意見であり，市としても改善に向かうものと思っております。
次に，アクションスポーツパークの施設についてで，具体的に何が市の負担で，何が公園協会の負
担となるのか，現在エックス社が負担している修繕費用は，譲渡後はどちらの負担になるのか，利用
において発生する修繕費用は，また市に移譲後，エックス社の収支計画も変更されることになると思
うがとのお尋ねでございます。
市が整備した施設について，改築及び改修を行う場合は市の負担でと考えております。
また，公園協会につきましては，管理上必要な電気や機械設備の点検時に必要となる軽微な修繕に
要する経費を想定しております。
現在，エックス社が負担している修繕費用につきましては，議員も「市へ施設移譲された後は，施
設が安心して使えるための費用は市が負担するということになります」と言われておりますように，
譲渡後は市の所有となり，一般的な市有施設同様，市が負担することになると考えております。
また，公園協会からエックス社へは，利用料金による独立採算で運営の委託を行っているものであ
り，委託料についての考え方の変更がないことから，エックス社の収支計画の変更はないと考えてお
ります。
次に，プロポーザル提案と現状の相違の問題についてでございます。
ドームとアクションスポーツパークの一体的経営がエックス社の経営改善につながるということだ
が，ドーム開業後の相乗効果をとのお尋ねでございます。
ドーム開業後の相乗効果につきましては，イベントの同時開催などを行い，アクションスポーツ
パークの利用者数が，本年度は２月末で４万3,000人余で，昨年度同期は３万5,000人余であり，約２
割の増となっており，にぎわいについて相乗効果が出てきているものと考えております。
なお，一体的経営については，先般運営委託を行ったばかりであり，今後期待を持って見守ってま
いりたいと考えております。
次に，プロポーザル提案の10億円のにぎわい施設や集客数に重大な瑕疵があった。共同企業体との
契約を解除できるぐらいの重大なことであると考えるがとのお尋ねですが，共同企業体との契約解除
につきましては，弁護士の意見をいただいており，「債務不履行を理由に，或いはプロポーザルの瑕
疵を理由にプロポーザル契約の解除をすることも理屈の上では考えられるが，これらの理由により契
約の目的を達成できないとまでは言えず，解除は認められない」という御見解であり，市としまして
も，この判断に従わざるを得ないと思っております。
次に，ドームの管理・運営委託についてで，エックス社へのドームの管理・運営委託については，
総合的に判断してエックス社以外へ委託するという選択肢はないのかとのお尋ねです。
エックス社へのドームの運営委託につきましては，プロポーザル提案に基づいた事業の中で，岡山
市の信義則上の責務を果たすとともに，利用者の利便性の向上や各施設の相乗効果を発揮させるため
のものであり，ドーム，広場，ＡＳＰＯ利用の調整を図り，円滑な運営を行うなど，総合的に判断し
てエックス社に委託するものであり，エックス社に受託能力がなくなった場合や契約違反があった場
合などを除き，現在のところ選択肢はないと考えております。
次に，今後エックス社の経営が収支計画どおりにいかなかったら，次の年の契約はどうするのかと
のお尋ねですが，エックス社の経営状況が極めて悪化し，利用者に対して問題が発生するなど特段の
理由がある場合などを除き，契約の更新を行ってまいりたいと考えております。
次に，指定管理者制度についてで，岡山ドームの管理運営について，指定管理者制度を導入する予
定はとのお尋ねです。

指定管理者制度では，外郭団体が管理している施設につきましては，改正法施行後３年を経過する
までは従来どおり現行制度が適用できることとなっており，指定については導入を前提に検討を行っ
てまいりたいと考えております。
最後に，市は経営戦略をもとに委託をすべきかどうかを判断すべきではないかとのお尋ねでござい
ますが，エックス社は一定の経営計画を示して現在エックス社へ委託をしている中で，企画運営につ
いて積極的に経営戦略を立案してもらい，利活用に向けて取り組んで成果が出ることを期待し，また
そのようになるように見守ってまいりたいと考えているところであります。
いずれにいたしましても，議員も言われておりますように，岡山ドームを市民のために親しまれる
施設にしていくことを目指しまして，当局，議会，市民が力を合わせるべきとのお考えは，まさにそ
のとおりであると思っておりまして，今後とも御指導のほどよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
〔16番下市香乃美君登壇〕
P.421
◆16番（下市香乃美君） 御答弁をいただきました。再質問をしたいと思います。
まちづくり担当局長，ちょっとわからなかったところがあるので，最初にお尋ねします。
最後の指定管理者制度のところでお伺いしたところですが，導入を前提に検討すると言われました
よね。指定管理者制度を導入するのが，エックス社の指定を前提に検討していると，そういうことで
すか。ちょっとそこのところをもう一度お願いします。
それと，２番目の具体的な経営戦略，これはあるんですか。あるんだったら出してください。私は
ないというふうに聞いているんです。だから，具体的な経営戦略を持って，それを見て判断するべき
だというふうに私は思っております。
それで，その具体的経営戦略があるんでしたら，ドームの使用料についてです。15年度の予算が
2,500万円，16年度が1,670万円に使用料が減っているんですよね。経営戦略を持ってドームをエック
ス社に委託をするのだったら，使用料はふえるのではないかと思うんですが，御見解をお伺いしま
す。
それと，ドームを委託する場合，2002年９月にドームの運営については地方自治法の制限があって
法人体系が望ましい，また情報公開や報告義務のレベルが必要だという市長からの御答弁があったと
思います。
今回の亀井議員の質問には，エックス社の了解を得た上で議会へ提出することがあるよと，したい
という御答弁でした。このままドームの運営をエックス社に委託した場合に，情報公開や報告義務，
ここの部分がどうなるのか，もう一度お願いいたします。
それと，教育長，お願いします。教育施設の整備，本当に皆さん，いろいろなところで早くしてい
ただきたいところ，たくさんですよね。うちの学区にもたくさんあります。そういう中だからこそ，
優先順位のつけ方をきちんとしないと，いろんな疑義を抱かせるのではないかというふうに心配して
おります。
別のことですけれども，用水路の安全策について経済局は調査しました。それをＡＢＣランクで緊
急度とかで基準を設けて，それについては皆さんの方にもこういうふうにやりますということをお返
しするとまで言っているのです。それに対して，教育委員会は数字ではできないというお返事なので
すよ。ちょっとそれは，例えばＡＢＣランクつけて，こういうふうに考えていくとか，老朽度とか基
準がいろいろあるわけです。これを数値化することはできると思うんです。やる気がないのでしょう
かと心配をしておりますが，優先順位については市民に公表する時代だというふうに考えます。もう
一度お願いします。
それと，大野小学校のプールの開放ですが，地域に開放するよということになれば，安全性の問
題，どのように進めていくのか，お尋ねしておきたいと思います。
これで２回目を終わります。（拍手）
P.422
◎助役（井口義也君） ドームの関係につきまして２点お答え申し上げたいと思います。
具体的な経営戦略を持ってということで，これはもう当然議員御指摘のとおりでございます。我々
としては，まさにその具体的な経営戦略を持って，そして主体的に，そして市民のためのよりきめ細
かなサービスができるようになってほしいというのが，まさに今回の経営改善，あるいは今回ドーム
との一体的な管理運営というものの大きな目的だというふうに思っております。
先ほど局長が答弁いたしましたように，現在エックス社の方から一定の経営計画というのは当然示
されてございます。ただ，これは当然一般的なものでございまして，要するに具体的なきめ細かな中
身ということに関しては，当然我々としてもまだまだ詰める必要があるというふうに考えておりま
す。
そういう意味で，今回我々として，まず市としての信義的な役割を果たすということは，この前の
答弁でもちょっと申し上げたと思うんですけれども，それはとりもなおさず会社自身が今度はより誠
意を持って，それにこたえてくれるということを期待しているもんでございますから，具体的な経営
戦略，よりきめの細かな，そして実効性のあるものをこれからぜひ出していただきたいというふうに
思っておりますし，我々としてもそれにつきましては強く求めてまいりたいというふうに考えてござ
います。
それから，ドームに関する情報公開という話，これは当然な御指摘でございます。これだけの議
論，これだけの市民の方の関心をいただいている内容でございます。あるいは，いろいろな御疑問と
いいますか，あるいは御心配をいただいているものでございますから，我々としても当然，これは民
間の会社がやっているから，あちらのことであるというような形で済む問題であるとは思っておりま
せん。先ほど佐々木議員の方も非常に御懸念を言っていただいた部分というのは十分我々としても受
けとめております。
そういう意味で，ファイアウオール等を含めまして，会社としてはしっかりとしたその歯どめ，あ
るいはそうした区切り区切りでの報告とか，あるいはそれについてのチェック，こういうものをしっ
かりさせていくということを今回の仕組みの中でも明確にしたものでございます。
それから，今後議会等の中で，やはり御指摘をいただいた新たな部分がもしございましたら，そう

いうものを含めて当然会社とは前向きな形で協議してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
P.422
◎教育長（玉光源爾君） 今の教育施設につきましてのいろいろな基準がある。それを優先順位とい
うことで数値化することはできるんじゃないかということと，それから公表すべきじゃないかとい
う，こういうことなんですけれども，学校施設の改築等の整備計画につきましては，国庫補助等の予
算措置を伴うものでありまして，個々の条件整備の状況によっては，計画そのものがずれ込むという
ことも考えられるわけであります。これらすべてを数値化して優先順位を示すということは難しいも
のと考えておるわけであります。全市的な視野で緊急性のあるものを優先的に行っているので，ひと
つこの点については御理解をいただきたいと思います。
P.423
◎都市整備局まちづくり担当局長（青山昂君） あと１点残っておりますが，指定管理者のところで
エックス社を前提として考えているのか，またドームがエックス社になったときにその監査というん
ですか，そういう情報はというお尋ねということで……（「もう一個，使用料について」と呼ぶ者あ
り）使用料につきましては，確かにアクションスポーツパークにつきまして，利用者数については２
割の増加があると先ほどお答えさせていただいたところでございますが，利用料収入につきまして
は，平成14年度と比べまして15年度は約９掛けということで若干減っている状態でございます。一生
懸命頑張っておるところで……（「使用料を聞いたんで，利用料じゃない。ドームの使用料。ドーム
の使用料の予算が15年度は2,500万円，16年度が……」と呼ぶ者あり）
P.423
◎教育長（玉光源爾君） 答弁漏れ，大変失礼いたしました。
大野小学校のプール開放についての安全管理の面，これはどういうことかということなんですけ
ど，プールというのは必ずと言っていいほど，これは児童・生徒だけで使う場合につきましても，
プール計画に基づいて委員会をつくっておるんです。安全管理について委員会をつくっておるんで
す。したがって，地域の人に開放ということになれば，これは学校関係者だけでなくて，地域の人も
入れてそういう委員会をつくってやっていくということになると思います。
以上です。
P.423
◎助役（井口義也君） 失礼しました。ちょっと答弁の方が少し混乱しているようでございまして申
しわけございません。
ドームの使用料の予算が下がっているというのは，これは現実に，ドームを昨年４月からオープン
いたしますと，やはり実態として市民利用というのが非常に多い。市民の方がやはりこのドームとい
うものをいろんな形で御利用いただいて，我々としてはありがたいことなんですが，まさにこういう
実態，市民利用が多いということで当然それについては単価が下がるということですので，それを実
績として見まして今回下がっているという状況でございます。我々としても，ぜひこの市民利用と収
入を上げるということのバランスというのは非常に大事でございますけれども，やはり市民の方によ
り多く御利用いただくというのはこれは非常に大事なことであると考えておりまして，今後ともそう
いうことを含めていろいろと研究していきたいというふうに思っております。
以上でございます。
P.423
◎都市整備局まちづくり担当局長（青山昂君） ドームについての指定管理者制度の中ではエックス
社を想定しているということでございまして，エックス社がドームの指定管理者になったときには，
現在の時点ではそのドームについての指定管理者の中での情報公開と，こういうものは当然現時点で
はできると，可能というふうに考えているところでございます。
〔16番下市香乃美君登壇〕
P.423
◆16番（下市香乃美君） では最後に，井口助役，私はドームの使用料が下がった理由を聞いたわけ
ですよ。市民利用してもらうから下がるんだ。でも，私が今聞いているところでは，ここでエックス
社に委託するのは，平日の市民利用も含めて利用を高めていく，そういう営業活動をエックス社がや
るんだって，そういうふうに聞いているんですよね。それでないんだったら，今の公園協会に委託し
ているのと何にも変わりはないわけです。だから，具体的な経営戦略というのを見て判断するべきだ
ろうっていうふうに思っているわけです。
ここで今の指定管理者のお話です。ドームの委託をエックス社にという，それが決まっているとい
うのはおかしいですよね。指定管理者というのは公募で選んでいく，そして一番いいところに委託を
する，そのための制度，そして情報公開や報告義務も行われるということになると思うのです。だか
ら，指定管理者制度を導入する予定があるんだったらエックス社にという話ではないと思うので，も
う一度御答弁をお願いいたします。
それで，この操車場跡地，本当に市民にとって大事なところです。そして，いち早く始めたＡＳＰ
Ｏ，ドーム，皆さん心配しています。本当に当局には，議会，市民，皆さんの声を一生懸命聞いてい
ただいて，一番いい方法でここの土地を盛り上げていく，そういう方向で進んでいただきたいと思い
ます。
きょうはどうもありがとうございました。（拍手）

P.424
◎助役（井口義也君） まず１点目，ちょっと私の説明と言い方が言葉足らずだったかと思います
が，このドーム自身はやはり公的な施設であると，こういう役割が当然ございます。ということで，
私の申し上げたかったのは，市民利用というのはやはり大事なベースの部分であろうというふうに
思っております。
ただ，当然ここについてはやはり収入を得て，それによって運営していくという非常に重要な役割
といいますか，基本的な性格がございます。そういう意味で，当然その収入をふやす努力，きめ細か
な努力というのをしていくというところだろうと思います。
そこで先ほどちょっと私バランスというようなことを申し上げたわけですけれども，エックス社に
ついては，ぜひそういう意味で民間的な発想というものを生かしていただいて，今言いましたような
その収入を上げる，それからより新しい，いろいろ今まで我々公的な者では想像もつかなかった，あ
るいは発想できなかった，そういうような使い方，そういうものも提案してほしいというふうに考え
ております。
具体的な形がまだ出ていないというのは，これは御指摘のとおりだと思います。ぜひ我々として
も，できるだけ早くそういうものを出し，そしてそれを実際に行って，実績というものを出していた
だくよう，これを会社と，やはり両輪になるというような形になろうと思いますけれども，そうした
形で進めていきたいというふうに思っております。
それから，２点目の指定管理者制度でございます。
これは議員が御指摘のとおりでございます。現時点では公園協会，そしてエックス社という形に
なっているわけでございますが，指定管理者の制度が，これは先ほど御説明しましたように，改正法
施行後３年を経過するまでは従来どおりということで，この間の中で，当然さっき言ったように３年
後には指定管理者の制度にこの施設というものは，やはりなっていくべきだろうと思っておりますの
で，その中でどういったところがそれにふさわしいのかというのを研究していくということだろうと
いうふうに思っております。現時点で特にどこに決まっていると，これは当然そういう仕組みではな
いというふうに理解してございます。
以上でございます。
平成１６年 ２月定例会 － 03月15日－10号
P.469
◆16番（下市香乃美君） 皆さんこんにちは。きょうの合併の質疑，私で５人目となりました。まだ
半ばというところですが，大分お話がわかってきた，見えてきたかなと思っているところもありま
す。
それでは，通告に従いまして質問をしたいと思います。もう急なので重複している部分，あるかと
思いますが，とりあえず質問をさせていただきますので，よろしくお願いいたします。
まず，１市２町の合併について。
政令市を目指しての１市２町の合併とは何か，これが私は一番知りたいところなんです。これまで
２市２町の合併について，任意協議会の場において議論が行われてきました。ところが，玉野市が抜
けた１市２町で法定の合併協議会を設置することになり，議案が提案されているところです。１市２
町の合併は何を目的とし，どういうまちを目指しているのか御説明ください。
次に，任意協の中間報告にある新市のまちづくりの基本方針は，この１市２町の合併に生かされる
のでしょうか。また，その他の任意協の中間報告は今後どのように取り扱われるのでしょうか。
次に，山陽新聞によりますと，御津町長は中核市である岡山市などとの合併は町にとって大きなメ
リット，政令市を目指し，まず１市２町でというふうに提案理由を説明したと報道されています。先
ほどもありましたけれども，萩原市長からは，そういう提案理由説明はありませんでした。市長と御
津町長との間に隔たりはないのでしょうか。
次に，今国会に新市町村合併特例法案，市町村合併特例法改正案，地方自治法改正法案が提案され
ています。市町村合併特例法改正案によりますと，2005年３月31日までに申請がなされた市町村の合
併については，この法律は同日後もその効力を有するが，2006年３月31日までに当該申請に係る市町
村の合併が行われないときは，同日後は効力は有しないというふうになっています。これは以前の市
民説明会の当局の説明のとおりです。合併支援プランについての変更はありませんでした。2005年３
月31日までに合併すると，岡山市にとって財政的なメリットは総額で幾らあるのでしょうか。合併特
例債は304億円となっていますが，その他についてもお答えください。
そして，公営企業に係る財政支援額，これは幾ら取れるのでしょうか。今回の１市２町の合併の夢
は財政的支援だけになると考えられますが，いかがでしょうか。そのことによって描ける岡山市の夢
とは何なのでしょうか。
次に，政令市についてお尋ねします。
今までも多々ありましたが，１市２町の合併，このままでは政令市にはなれません。改めてお尋ね
します，あくまでも政令市を目指すのでしょうか。
玉野市にも働きかけていくという御答弁がありますが，玉野市が今後加わることを想定するとした
ら，この１市２町の合併というのは仮の姿ということになるのでしょうか。
私は，市長の政令市に対する対応は変わってきていると思います。思いは違わないのかもしれない
のですが，明らかに御答弁内容は変わってきています。いつの時点でどのような理由で変わったのか
御説明ください。
そして，今考えてる政令市は，人口は70万人ほど，そして面積700平方キロメートルを超える，そ
ういう政令市です。そういう政令市のメリットについてお示しいただきたいと思います。
次に，情報公開と住民説明についてお尋ねします。
今回の法定協の設置は，岡山市から御津町，灘崎町に働きかけたものです。これは岡山市が合併に
向かって，みずから声をかけ積極的に動いたことになります。そうなると，岡山市長と岡山市当局の
合併に関しての発言は，岡山市民だけではなく御津町，灘崎町の町民にも少なからず影響を与えるの
ではないかと思います。
合併することによって，市民説明会で説明した都市内分権による細やかな住民サービス，概算10年
間で227億円の収支改善，児童福祉の一体化による児童虐待などに対してのスムーズな対応，直接教
員を採用することによって特徴的な教育現場の実現，地域の実情を踏まえた一体的な道路整備や効率

的な維持管理などは，どこまで今回の１市２町の合併の中で住民に対して担保できるのでしょうか。
それぞれの事項に対して具体的に御答弁ください。
また，もし担保できないのなら，このことが市長答弁における市民説明会で話した内容と，今回設
置しようとしている法定協議会の間の具体的なそごという部分ではないかと思われます。具体的に市
長がお考えになっている市民に対してのそごとはどういう部分なのか，また実現しないことに関して
の市民に対しての説明責任をどうするのかお示しください。
市長は，企業で例えるなら，代表取締役社長になるわけです。企業も健全な経営体質を維持しつ
つ，社員に対して明確な将来のビジョンを示してかじ取りをしなければ，企業の発展や経営基盤の維
持をすることができません。置きかえてみると，合併に関する将来のビジョンを市長みずから市民に
対して示すことが必要だと思います。これから数十年先の岡山市の姿が丸になるのか，四角になるの
か，三角になるのか，市民から見れば市長さんどうなんですかというふうに聞きたいわけです。そう
いった思いが市民説明会の合併に対してのいろいろな意見，バラ色の合併ばかりが見えてくる，その
ほかの自治体はどういう実態だったのか，そういう情報をもっと岡山市は市民に伝えなければならな
いのではないか，メリットばかり聞こえてくる，もっとデメリットもあるのではないか，10年後の岡
山市の姿が知りたいのだ，地域住民が市街地の住民と同じような暮らしができるのかといった発言で
あり，それに答えるのが市長の説明責任ではないかというふうに思います。
そこで，市長は卓越した強いリーダーシップを発揮して，法定協議会で議論をされ，変わっていく
部分もあることは承知の上で，市民に対して合併に関する個人的な考えだが，踏み込んだ形で新しい
市の枠組みの中でこうやりたいという具体的な案を示し，議論のテーブルの上に乗せるべきではない
でしょうか。そうすることで市民に対しての情報公開ができ，住民説明となり，２町との議論も活発
になり，合併の方向性も見えてくるのではないかと思います。
合併後のリアルな岡山市の形を，いつどのような形で市民に提示されるのか，お考えをお聞かせく
ださい。
さて，これまで任意協議会から法定協議会にいつ移行するのかという質問に対して，天野企画局長
から機が熟するのを待ってとか，住民の機運が高まったらとの答弁がありました。
さて，今ここで法定協議会が提案されているわけです。なぜ今法定協議会を設置するのか，その理
由を御説明ください。機が熟したと言える事実をお示しください。また，住民の機運が高まったこと
をどのような方法で把握したのか，御説明ください。
そして，なぜ今ここで１市２町の任意協議会ではなくて法定協議会の設置なのか，その理由をよく
わかるように御説明ください。
それでは最後に，合併協議会についてお尋ねします。
岡山県南政令市構想合併協議会規約が提案されているわけですが，これはどこでだれが責任を持っ
て話し合い，提案に至ったのでしょうか，御説明ください。
ここで２市２町ではない１市２町の法定合併協議会の名前を岡山県南政令市構想合併協議会という
ふうにしています。これは先ほど市長から三木議員への答弁があったんですけれども，私はこれは市
民説明会と何ら変わっていないような誤解を市民に与えると思います。２市２町から１市２町へと枠
組みが変わったことがこの名前からだけではわからないわけです。法定協議会の名前を変えるべきで
はないでしょうか，お伺いします。
その次に，規約の中身についてお尋ねします。
規約第３条「協議会の事務」というところには，任意協議会の規約の中にはあったんですが，ここ
では載っていない項目があります。それが「政令指定都市への移行に関する基本的な事項」，これが
ないんです。１市２町の合併が政令市を目指すワンステップとするなら，なぜこの項目がないので
しょうか。また上述，今申し上げました法定協議会の名前とも整合性がとれないと思います。あわせ
て御説明ください。
次に，２市２町の合併の市民説明会を開き，合併・政令市構想の説明をしたすぐその後で，１市２
町に枠組みを変えた法定合併協議会の提案ということになっています。本当に市民の皆さんにこのこ
とを説明する時間もありませんでした。このことは市民協働のまちづくりを進めている岡山市の方針
と相入れない事柄だと思います。特に市民にかかわりの深い合併という重要な案件です。このことは
市民への十分な情報公開と市民の意思確認が必要だと思います。
そこで規約第７条についてお尋ねします。
これは「委員」という項目なんですけれども，ここには「構成市町の長が指名した識見を有する
者 各市町３名以内」というのがあります。今申し上げました十分な情報公開や市民説明ができてい
ないことから考えて，また市民協働のまちづくりを進めていく岡山市としては，せめてこの委員は市
民からの公募委員を充てて，市民の意見を十分に尊重するべきだというふうに考えます。御所見をお
伺いいたします。
５番については割愛します。
これで，第１回目の質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。（拍手）
P.471
◎市長（萩原誠司君） それでは，下市議員のお尋ねにお答えをいたしますが，御津町長との関係，
隔たりというか，あるとすれば御津町が今町制をしいていて，その上に普通の市があり，特例市があ
り，中核市があり，政令市がある。御津町から見ると，やはり中核市岡山に対して一緒になること自
身相当大きなジャンプだというところがあります。それは間違いないです。ただ一方，こっちはもう
中核市になってますから，そこんところはもうクリアをしてるわけですね。それで，御津町としては
まずそこの段階があった上で，さらに一緒になって政令市を目指そうというふうに言ってるわけです
から，中核市の話以降については，全く同じ意識になっているというふうに考えておりますので，よ
ろしくお願いをいたします。
P.471
◎企画局長（天野勝昭君） まず，１市２町の合併は何を目的にということでございますけれども，
これまでもさまざまな形でお伝えしておりますけれども，合併の目的，それからまちづくりにつきま
しては，やはり今後法定協議会の中で議論されるということにもなりましょうが，岡山市としては政

令指定都市を目指す方向性の中で，国際・福祉都市の実現を訴えてまいりたいと考えてございます。
新市のまちづくりの基本方針につきましては，任意協議会での議論を踏まえまして，法定協議会の
中で改めて１市２町で議論を深めるというように考えてございます。
財政的なメリットにつきましては，正式には法定協議会で議論されるということでございますけれ
ども，これもこの議会でも御答弁申し上げておりますように，それぞれの行政効率化効果，そういっ
たものが出るわけでございます。
それから，公営企業に対する支援というものが何を指しているのか，これはちょっと不明でござい
ますので，お答えいたしかねます。
それから，政令市をどう目指していくのかということでございますが，これもこれまで御説明して
おりますとおり，政令指定都市を実現のためのステップとして合併というものが必要であるというふ
うに考えてございます。
その流れの中で，一緒に考えていきたいという意思のある団体に門戸をあけているという姿勢は，
これまでどおり一貫してございます。
他の自治体が加わる場合のその加わり方については，いろいろな形が想定されますが，その場合は
両町とも御相談の上，検討してまいりたいというふうに考えてございます。
それから，市民説明会で説明した内容の担保，そういったことでございますが，今後とも政令指定
都市実現に向けて一歩一歩努力し，政令指定都市へ移行できれば，それに伴い移譲される権限を有効
に活用してまいりたいという考えでございます。
市民説明会では，中間報告から状況が変われば再度御説明にお伺いしたいと，その旨を申し上げて
おるところでございます。
市民説明会では，さらに市民の皆様からしっかりとした選択肢をまず示すべきだとの思いを受けと
めてございます。現行の合併特例法の期限をも考慮いたしまして，責任ある選択肢をお示しするため
にも法定協議会の設置をお願いしているところでございます。
規約関係につきましては，新風会の三木議員にお答えしたとおりのところでございますが，名称に
つきましては，あくまでも今後とも政令指定都市移行を目指してステップを踏んでいく方向性をお示
ししているということでございます。そういう中から，規約第３条第３号におきまして，「構成市町
の合併に必要な事項」ということにしておるところでございます。
長の指名する委員の選任につきましては，これまでの任意協議会の経過を踏まえまして検討してま
いりたいというふうに考えてございます。
以上です。
〔16番下市香乃美君登壇〕
P.472
◆16番（下市香乃美君） 御答弁をいただきましたが，私が質問したことに真っすぐな，先ほど羽場
議員からは真っすぐな直球をという話がありましたが，私は細かいことをたくさん聞いたのですけれ
ども，どこの質問に対する答えがどれだったのか，いまいちわからないところがありましたので，再
度お尋ねすることも含めて再質問させていただきます。
まず，この間の，きょうの質問を含めまして，私は今当局がこういうふうに考えているのかなと
思っているところは，任意協議会，２市２町でやりました。中間報告をしました。そして，その中身
は政令市を目指す，70万人で政令市になるんだということを目指しての中間報告でありました。で，
その同じ形のまま法定協議会の提案ということになるのならば，こんなにも不安というか，戸惑いは
ないわけですが，今回の法定協の設置議案が１市２町になっている，ここが問題なのだというふうに
思うわけです。それが，きょうの御答弁を伺っていますと，先ほど市長からありました，２市２町か
ら１市２町になったその枠組みの変更というのは，マスコミが報道しているからそれでいいんだと。
果たしてそういうことなのでしょうか。（発言する者あり）違うんでしたら，また言ってください。
私は，２市２町から１市２町，これは明らかに枠組みの違いは，枠組みの違いだけでなくって，こ
のままでは政令市になれないという，そういうことだと思うんです。それでは，やっぱりこの１市２
町の合併の法定協議会の提案は，１市２町のまちづくり，どういうまちを１市２町で目指すのかとい
うことが提案されなければならないと思うわけです。
で，その１市２町のまちづくりについて，どういうふうに目指すのかということを聞きますと，先
ほどの２市２町の任意協の中間報告に基づいて，組織は別だと言いながら，それを承継していくとい
うようなお話のように聞こえました。そうしましたら，ちょっとお尋ねしたいんですけれども，この
枠組みの変わったこと，２市２町から１市２町になったその法定協議会の設置議案だということにつ
いて，今市長からそんなことはないというふうな声が聞こえたんですけれども，このことについての
市民への説明はどのようにされるつもりなのか。先ほど，マスコミでできる範囲でいいというふうに
私には聞こえたんですが，それ以上にされるお考えがあるのなら，お示しください。
それと，１市２町で17年３月31日までに合併をしたとします。そのままで70万政令市の要件は残る
のでしょうか。つまり，来年の３月31日までに１市２町の合併を決めます。その後の１年間に，もう
何もなかった場合っていうか，どう言うたらいいんですかね，17年３月31日までに合併をしたら，今
ある合併支援プランの70万政令市っていう要件は残るのかどうか，そこをお尋ねします。
それと，今公営企業のことについてはよくわからなかったと言われました。わからなかったら聞い
ていただけたらと思ったんですが，公営企業，上水道，下水道，病院について，公営企業にかかわる
財政支援策っていうのが合併支援プランの中にあるわけです。これ，使うとしたら，どこにどれだけ
使えるのかということを私は聞きたかったわけです。例えば，御津町の金川病院の新設に40億円とか
というようなお話が今議会で出たりしていましたが，これは新しくつくるということなので，ソフト
ではないです，ハード部分ですけれども，先ほど灘崎町の下水道は21年まででしたかね，49億円かか
るんだというお話がありました。また，岡山の市民病院は繰越赤字が95億円ありますが，こういうと
ころにも使えるのかどうかということをお尋ねしたかったのです。はい，そういうことです。
それと，ずっとお話を聞いていきますと，政令市を目指していくんだ，先ほど横田議員の方からの
質問もありました，段階的にふやしていく。どちらにしましても，今回のこの１市２町の合併という
のはこれだけで終わらないから，きちんとしたものではない。やっぱり仮の姿なのかなというふうに
考えるわけですが，そこのところはどうなのでしょう。
それと，今回の任意協議会から法定協議会に移行するという，この件については，たびたびこの本
会議でも質問がありました。いつなるんだということを議員の方が聞きました。そうすると，天野局

長の方から，機が熟したらというお返事があったわけです。それならば，今法定協議会が提案されて
るわけですから，機が熟したというのはどこをもって言ってるのか，明確にしていただきたいと思い
ます。
また，住民の機運が高まったというふうに把握してるのかどうか。もし把握しているのであれば，
その理由を御説明いただきたい，そういうふうに思います。
それで，２回目最後にお聞きしておきたいのは，この間，確かに32中学校区で市民説明会をされ，
市民の声もお聞きになったというふうには思います。その市民説明会の席上で出てきた意見について
は情報公開をしていきたい，そういうお話が市長の方からあったというふうに聞きました。でも，そ
の市民説明会での市民の意見というのは全然明らかになっていません。私たちが幾つかの会場で聞い
たものしか，限られた情報しか私たち議員も持っておりません。これはいつ，どういう形で明らかに
するのか，お示しいただきたいと思います。
そして，この間，２市２町の任意協議会，その中間報告の説明会，そして今度の１市２町の法定協
議会の提案，この一連の流れについての市民への説明について，これは十分にやったと，これでよ
かったというふうにお考えなのかどうか，もう一度お聞かせいただきたいというふうに思います。
それと，市長にお伺いするのを忘れましたが，政令市の問題です。
先輩の横田議員や羽場議員の方は，前の市長のことも存じておりまして，そういうお話もありまし
たが，私はまず最初に，市長からは，政令市というのにはいろいろ問題もあるし，とりあえず考えて
はいないというふうなお話だったというふうに聞いております。それが，まあ政令市も考えてもいい
かな，ＪＣから言われたり，議員から言われたよということもあったりして，考えてもいいかな，そ
こから，今はもう政令市を目指すんだということを言われてるわけです。その変遷に至った理由と，
それと70万の政令市，静岡市がなるとすれば先になるわけですけれども，人口的にも少ないです。そ
して，逆に岡山市は面積が広い，700平方キロメートルを超える政令市になるわけで，そういう政令
市のメリット，先ほどあったかもしれませんけれども，再度になるかもしれませんが，お話しいただ
けたらというふうに思います。
以上で２回目の質問を終わります。（拍手）
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◎市長（萩原誠司君） それでは，下市議員の再質問にお答えします。
まず，１番の問題は，政令市の70万の人口要件についての期間問題があると思います。それでいい
ですね，１番は，それで。
これについては，私がいろいろ私のルートでいろいろ相談をしたり，内々のその考え方を聞いた中
では，今回の合併時期にきちっとした合併をある程度しておけば，その後追加があっても，それは70
万で残るというふうな理解を私自身はかなりの皮膚感覚として持っておるから，こういう議論になっ
てるというふうにも御理解をいただきたいと思うんです。そういう，どうもそんな感じがしてしょう
がないという気がいたしております。
それから，２番目に，公営企業について，財政的なメリットである合併特例債が使えるかどうか，
あるいはソフト資金が使えるか。これは，新市建設計画の中に正しく位置づけられたものであれば使
えるというふうに解釈をしております。それが２点目であります。
それから次に，仮の姿かということは，これは御理解の仕方の問題だと思います。ステップだとい
う理解もあるし，ただ，私があえて１点追加するとすれば，これは議員の御質問により正確に答える
とすれば，仮かどうかは別として，羽場議員もおっしゃったように，１市２町で例えば新市ができ
て，それはそれとして物すごく重要な，かけがえのない一つの，世界に一つの花というと変ですけど
も，それはそれとして，仮じゃなくて，やっぱり実質の市民生活が行われる大変かけがえのない市で
あろうというふうに思います。ただ，それは成長するという前提を，目標を持っての状況で，仮とい
うようなことにはならないような気もするんですけどね。これは思いの持ち方の問題だと思います。
それから，機が熟したかどうか。これは客観的な判断で言うと，我々のその機の熟し方の判断とし
ては，説明会をちゃんとやったこと，あるいは後の問いにもかかりますけども，選挙をやったことと
いうようなものがあるんですけども，むしろ我々として機が熟するかどうかの一番の論点は，こっち
は迎え入れる側ですから，玉野や灘崎や御津の方々の機が熟するかどうかというところがあって，そ
れは住民説明会をされたり，議会との議論をそれぞれの当局がされて，機が熟したんで法定協を出そ
うじゃないかといったことが一番大きな機が熟したっていう判断ですよね。さらに，その裏側は，玉
野について機が熟さなかったというふうに考えたら御理解いただけるような気がいたします。
それから，情報公開については，もちろんするつもりでございますし，今でもある程度の概略整理
をしたものを情報公開っていう形でお話をさせていただいとります。詳細な分析が済み次第，ホーム
ページ等にアップするような日程になっておる……（発言する者あり）ええ。ただ，もうタイムリー
かどうかっていう問題はあるかもしれません。
それから，説明が十分かどうか。これは不十分です。なぜならば，まだ説明に必要な道具がないん
です，これ。そのことを何回か言ってまして，したがって法定協にした上で説明をしないと，十分な
説明にならないですね。どうなるんでしょうかなんて言われたら，それはどうなるかわかりませんて
いう答えしかできない部分がいっぱいあるんです。それが一番の問題だというふうに思っておりま
す。
それから，政令市についての考え方がどう変わったのかっていうことについて言うと，これは長い
経緯を省略して言うと，明確に言うと，市民の意向に沿って変えました。なぜそんなこと言えるん
だ，それは，昨年の選挙のときに，政令市に向けて合併促進で私は頑張っていきたいという公約を
し，それを市民の方々がサポートをしていただいたからであります。
以上であります。
〔16番下市香乃美君登壇〕
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◆16番（下市香乃美君） それでは，３回目の質問をさせていただきます。
今の市長，説明が不十分だというお話なんですけれども，ちょっと私が尋ねた部分と違うので，も
う一度お尋ねします。
市長は，今は道具がない，材料がないから説明できないんだという，そういう御答弁でした。私が

聞きたいのは，２市２町の任意協議会を終えて，その中間報告をもって市民に説明した，その内容
と，今回法定協議会の議案が提案されている１市２町，この違いですね。この違いは説明をしなくて
もよいことなのかどうかと，そこの部分の説明が十分だったのかどうかということをお尋ねしまし
た。だから，それがマスコミでしてるからいいということなら，そういうお返事になると思います
し，いや，まだやっぱり……。私は思うんですよ，説明会に来られた皆さん，やっぱり政令市になっ
たらっていう質問，また区割りはどうなるんだっていう質問，たくさん出ていました。状況が変わっ
て，この１市２町の法定協議会のこのままでは政令市は望めないわけですから，そこの部分は市民の
方に説明が要るのではないかと。私が，こういうふうになっているんですということをお話ししまし
たら，任意協議会ができるんだと思っていたと，枠組みが変わるからね。え，法定協議会だったの
か，僕はそのことはあなたに確認したかったっていうお電話をいただいたりもしておりますので，そ
このところは十分な市民説明ができたのかどうか，それでいいのかということを，重ねてにはなりま
すが，お尋ねしたいというふうに思います。
それで，やっぱり17年３月31日までに合併するというのは，現行の市町村合併特例法，その中にあ
る合併支援プラン，これがあることがとっても大きいわけです。今，市長がお話ししてくださったよ
うに，ここで１市２町の合併をしとけば政令市になるという道が開ける，そういうことなら，そうい
うことをやはり市民の皆さんに御説明をする必要があるのではないかと。私は，そこが，この間短
かったから十分に説明がし切れていないのではないかと，そのことを申し上げております。
それで，市民への情報公開が少ないということを踏まえて，せめて合併協議会の委員の中に市民公
募の委員を入れたらどうかということを質問したのですが，これについて明確な御答弁がありません
でした。これ，構成市町の長が指名するわけですから，最終的には市長が指名するということにはな
りますけれども，その前の段階で，市民からも広く合併協議会の委員になるという人を受け付けるか
どうか，そういう姿勢を岡山市がとるかどうかというのは，これまでの市民協働のまちづくりを進め
ていく，ずっと進めてきた岡山市として必要なことなのではないかというふうに思うわけです。
先ほど市長がおっしゃられた市民への説明というのは，法定協議会ができて，一定程度まとまっ
て，次までにしたい，それはそういうふうにしていただけたらいいかなとも思うんですけれども，こ
こでこの議案を出したということについては，これまでに十分な説明ができていなかったというふう
にもしもお考えになられるのなら，ぜひ公募の委員を考えていただきたいと。これは，住民説明会を
行いました，その中で市民の方からそういうお声もありましたので，重ねて御質問いたします。
それで，私，この議論の中でよくわかってきたのが，１市２町の合併が最後の目的ではないと。最
終的には政令市を目指していく，そういうことになるのかなというふうに思いました。
でも，２市２町で，２市２町の任意協議会で議論したこと，これは２市２町で政令市になるという
ことを想定した上での議論だったわけですから，１市２町の法定協議会，天野局長からの御答弁，こ
こでは繰り返しませんけれども，組織は別であるということの方を重要視していただきたいと，１市
２町の中でもう一度やるんではないかと，私はそういうふうに思っております。ここについて，御異
論があればお示しいただきたいというふうに思います。
先ほどの公営企業のことに戻りますけれども，これは合併特例債の中で使うことができると，そう
いうふうに理解をすればよろしいのでしょうか。
それと，最後になりますが，何回も繰り返し申し上げて申しわけありませんけれども，本当にこの
合併問題，１市２町の合併，市民に与える影響は多大です。十分な市民への情報公開と説明責任を果
たすことが岡山市の役目だというふうに，市当局の役目だというふうに思います。この場を使ってで
も市長の方から十分な市民への説明をしていただきたいと。合併支援プランのこと，合併特例債を使
うこと，また政令市の要件がこの１市２町の合併によって残されるといいますか，続くというか，そ
ういうことであるということがきょうの議論の中でわかりました。
最後に，私は市民からの声をどのように受けとめていくか，市民公募の委員をお願いして，今回の
質問を終わります。
ありがとうございました。
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◎市長（萩原誠司君） それではお答えをいたします。
まず，公営企業の投資行為にも，これは法定協できちっと議論がつけば使えるというのは，何度も
言いますけども御信頼をいだたきたいと思います。
そして，さらに言うと，ソフト事業，例えば検診事業とかということについても，ひょっとしたら
40億円の基金が，これ決めればですよ，使われないことはないはずでありますが，いずれにしてもこ
れは法定協での議論であります。
それから，何ていうんですかね，政令市に向けての議論をする権利が残ってるっていうことを説明
せんかいなと，こういう御議論であります。この辺については，まだ説明できません。それは法定協
ができて，法定協で結論が出ればそういうことを言えるんだけど，まだ仮定の話なんですよね。さっ
き言ったように，もし今回の合併期の中で合併ができたら，それは権利は残ると思うよと。まだ何も
できてないです，今。全然何もできてないんで，そうだそうだと言って説明することもなかなか難し
い状況ではあります。ただ，議員がおっしゃるように，その都度その都度，我々としては一歩進んだ
り，あれすれば，また説明しようと思ってます。
もし，今回の１市２町が全く別の１市２町だったら，これはおっしゃるとおりだと思うんです。例
えば，玉野，灘崎，御津と議論をしてると，岡山ほか，玉野，灘崎，御津と２市２町で議論していた
のが，突然岡山市と，例えば直島町と，何か船穂町とやるんだっていったら，これは確かに，それは
違おうがって話だけど，２市２町の枠組みの中の部分集合でやってるっていうことがポイントなんで
すよね。加えて，その２市２町の枠組みを，今後ともできたら継続をしたいっていうことも申し上げ
てるわけであります。その辺の御理解を賜っておきたいと思います。
それから，委員の選定については，趣旨としてはわかります。住民協働のまちであるから，住民協
働性が最も高い委員を限られた数の中で選べっていうことであれば，そのとおりなんですよ。それが
公募になるかどうかは，これは別の判断です。
ただし，もう一個の論点である市民の意見はちゃんと聞けということは，これは法定協をやる場合
でも何の場合でも，常に市民の方々の一般的な意見をたくさん吸収していく作業をやめる必要はない
し，それは大歓迎であります。御理解を賜りますようにお願いをいたします。

