平成１６年１１月定例会 － 12月14日－08号
P.345
◆16番（下市香乃美君） 皆さんこんにちは。
お昼前の時間になりました。12月も半ばとなって，本当に押し迫ってきた感じですよね。きょうの
新聞には，ことしの漢字として「災」という文字がね，清水寺に書かれたということが出ておりまし
た。また，ことしの10大ニュースの方は新潟の中越地震が第１位ということで，本当にことしを象徴
しているかなと思います。そういうことを踏まえて，岡山市が安全・安心なまちになるように，そう
思って今回も質問していきたいと思いますので，よろしくお願いします。
まず最初に，水を生かした都市づくりについてお尋ねします。
21世紀は，環境の世紀を実現する時代と言われています。従来の大量生産，大量消費，大量廃棄型
社会を持続的発展が可能な循環型社会へと変革していかなければならないことは，もう皆さん御案内
のとおりだと思います。私たちが日常的に大量消費している水は，地球規模で循環を繰り返している
循環資源ですが，それが地球上の各地で不足し始めていることは余り認識されていません。都市が拡
大するにつれて，都市内で使われる水の大半は都市から遠く離れた地域の表流水を水源とするように
なっています。都市内に降った雨は，特に利用されることなく，都市生活の邪魔者として早急に排除
するようになっています。
上記を踏まえてお尋ねします。
まず，節水についてです。
９月議会の議論にもありましたが，岡山市民１人当たりの水使用量は他都市に比べて高い状況が続
いています。水の有限性や有効利用については，ホームページや広報紙で啓蒙しているということで
すが，まだ県内10市の平均を上回っています。
節水を促すために啓蒙していくと管理者は答弁されましたが，その効果は水使用量の推移のどこに
あらわれているでしょうか。節水目標を定めて取り組んでいくべきではありませんか。公明党の代表
質問に対する市長答弁，節水すれば報われるというのは，今回の料金体系の改定の中のどこを指して
いるのですか，御説明ください。また，市有施設や小・中学校の節水対策について御説明ください。
次に，雨水利用についてお尋ねします。
雨水を雑用水──水洗トイレの洗浄水や，樹木，草木への散水，また洗車用水などに用いれば，そ
れだけ上水道の消費量を少なくできます。家庭でのこれらの水消費量は，全消費量の４分の１を占め
ており，これらの２分の１を雨水にかえれば，家庭の上水道の消費量は10数％減少できるといいま
す。
９月議会で水道事業管理者は，雨水利用について慎重に検討するというお答えでした。上記を踏ま
えて，雨水利用についての水道局の考え方をお示しください。
次に，近年の地球温暖化やヒートアイランド現象により，都市では局所的な豪雨が発生しやすく
なっています。ことしは，この岡山でも台風の影響もあり，西川があふれたり，中小河川，水路の局
所的はんらんが数え切れないほど──これは農業施設課がこういうふうに言っておりましたが──起
きました。また，下水の逆流などによる局所的な浸水も発生して，この岡山市でも都市型水害が多発
していると言えます。
雨水利用において，住宅やビルで降雨水をタンクなどに貯留すれば，都市における降雨流出の高ス
ピード化，ピーク流出量の増大を抑制できると思います。また，雨水を草木の水やりに使えば節水効
果もあるわけです。
そこで，民間の手本となるように，市が整備する建築物は雨水流出抑制施設を整備すべきと考えま
す。市の基本的なお考えをお示しください。
雨水流出抑制施設の岡山市戸別雨水流出抑制施設設置補助，こういう補助金があるんですけれど
も，これを受けての整備は民間施設では大型のものですが，１年に１件から２件です。整備を促進す
るよう，どのように指導してきたかお伺いします。
また，岡山市の補助金を約６億5,000万円投入したグレースタワーですが，ここには雨水流出抑制
施設の補助金は出ていません。その理由を御説明ください。
開発許可申請の事前説明の項目に追加するなどして，関係部局間で連携を図り，整備を促進すべき
と考えますが，いかがでしょうか。
住宅の浄化槽を雨水貯留タンクとする際には，補助金制度も利用できます。下水道供用開始の際
に，住宅の浄化槽を雨水貯留タンクとし，散水や洗車用水などに利用するように促す，市民への情報
提供をどのような方法で実行されるでしょうか。
次に，この雨水利用で雨水貯留タンクというところに貯水した雨水を，災害時の消火用水や生活用
水──水洗トイレの洗浄水，洗濯用水等に活用することができます。簡単な処理を施せば，飲料水と
しても活用ができます。防災対策として，まちのあちらこちらに雨水貯留タンクを置くというのはい
かがでしょうか，御所見をお伺いします。
次に，受水量についてお尋ねします。
苫田ダムは，11月28日に完成式を終えました。来年４月から本格稼働ということになります。利水
計画全体を見ると，ダムで生まれる水道水は日量40万トン，利用が決まっているのは約30万トンです
から，まだ10万トンは売れ残っており，有効利用策が焦点になっているところです。苫田ダムの完成
により，岡山市の受水量は３万2,550トン，年間９億2,000万円の支出がふえ，平均9.5％の水道料金
の値上げが提案されています。
さて，岡山市の2003年の水需要計画の見直しによりますと，2010年の企業団受水は５万トンと記さ
れ，１万7,450トンふえています。
９月議会で管理者は，ある程度のゆとりが必要である。現在の水需要計画に乗っかった形で推進し
ていくと答弁されています。ある程度のゆとりとは，最大稼働率，施設利用率をどの程度にすること
でしょうか。
次に，水需要計画についてお尋ねします。
水の使用量がふえる理由，これを御説明ください。また，2010年の企業団受水が５万トンになる理
由もあわせて御説明ください。
次に，受水費の増加や鴨越浄水場の改修による──これは検討中なんですけれども，これらの支出
増にはどのように対応されるおつもりでしょうか，御見解をお示しください。
次に，防災対策についてお尋ねします。
地震が起きたら，とにかく最初の３分は動けません。次の３時間は逃げることです。そして，次の
３日は生命維持を家族や近隣の人々と力を合わせて行う時間ということになります。この３日間を乗

り切るためには，都市型災害を一人一人が自分のこととして考えること，地域コミュニティーがいざ
というときに備えて機能すること，少なくとも隣近所同士は日常的におつき合いをしていくことが大
切です。新潟の中越地震でも，地震当日の避難については役場の職員では対応できず，地域の消防団
が避難所への指示，誘導をしたという話も聞いています。地震発生直後には，緻密な防災計画は作動
しにくく，住民の防災意識が高くならないと，ハード面でどれほどの装備をしても十分な効果は得ら
れないと思います。
そこで，災害発生時の冷静な判断による自助能力と相互扶助の意識を喚起するためにも，コンパク
トでわかりやすい防災ハンドブックを全戸に配布し，各家庭，地域で防災に対して備える心構えを喚
起するべきだと考えますが，いかがでしょうか。特に小・中学生には，いつでも携帯ができ，年齢に
応じたわかりやすいものを用意するべきだと考えますが，いかがでしょうか。
次に，避難所の市民への周知はどのように行われているでしょうか。避難所までの経路は，住民が
考えたものになっているでしょうか。そして，避難所として指定している小・中学校屋内体操場114
棟のうち，耐震基準をクリアしているのは55棟，48％との教育長の答弁がありました。この情報は，
市民の安全にとって欠かせないものだと思います。市民へのこの情報提供をどのような方法で行って
いくでしょうか。避難所として指定している小・中学校屋内体操場以外の市有施設あるいは民間施設
を避難所として使う場合の問題点について，それぞれお示しください。
次に，情報提供・伝達手段についてお尋ねします。
災害発生から３分，３時間，３日間の電気もとまっていると考えられる状態での情報提供・伝達に
ついてお尋ねします。
このときに役立つのが何といっても携帯ラジオであり，しかも平常時からラジオを聞いていること
が必要だと言われています。市民ネットの代表質問に対して，総務局長から啓発していくとの答弁が
ありましたが，どのような方法をお考えでしょうか，お聞かせください。
また，総務局長は情報提供・伝達手段について，地域ごとにきめ細かい広報を実施する。情報の入
手に努めていただくとともに，地域内の情報周知を行っていくと答弁しています。だれがだれに対し
てどのような手段，方法で行うのか，ぜひわかりやすく御説明ください。
次に，少ない人数であっても自主的に取り組める地域から，防災教室，防災訓練などを実態に即し
て行うなど，住民の防災意識を高める施策として取り組んでいかれないでしょうか。
また，現在は各学校で自主的に行っている小・中学校の避難訓練，これを２学期の始業式であり，
関東大震災のあった防災の日，９月１日に一斉に行い，防災意識を高めていくことは考えられないで
しょうか。その学校の避難訓練に，地域の方も一緒に参加するというのはどうでしょうか，お伺いい
たします。
次に，ごみの減量化についてお尋ねします。
岡山市一般廃棄物処理基本計画では，廃棄物の持つ課題として，発生量が多い，リサイクル率が低
い，最終処分場の残余年数が少ない，不法投棄の増大などを挙げています。そして，人間と自然環境
との共生が果たされ，物やエネルギーが循環する社会や経済の仕組みが整い，そしてここに暮らし活
動するすべての人たちが，環境保全に対する責任と環境との望ましいかかわりを持つ都市を目指して
います。
さらに，環境局の任務条例には，自然環境の保全，汚染の防止，市民との連携等による環境に優し
いまちづくり，また廃棄物の適正で効率的な処理による生活環境の保全，資源の有効活用等による資
源循環型社会の推進等が挙げられています。
資源循環型社会の推進のためには，ごみの減量は重要な目標だと考えます。資源循環型社会への基
本理念によると，１，発生・排出抑制，２，再使用，３，再生利用，４，適正処理と優先順位をつけ
ています。しかし，ごみ減量が進んでいないということについて，どのようにお考えでしょうか。
岡山市は，収集されたごみの88％を焼却しています。焼却の理由は，最終処分場の延命のためとい
うことですが，しかしごみは焼却しても七，八％程度の灰は残ります。また，固体だったごみは焼却
によって気体や液体，灰などに形を変えるだけで，消滅するということはありません。幾ら濃度が低
くても，物質は煙のように消えるわけではなく，この排ガスも廃棄物であり，しかも残灰と同様，汚
染物質と言えます。何でも焼けばよいというものではないと考えますが，どのようにお考えでしょう
か，御所見をお示しください。
分ければ資源，まぜればごみ，これはよく言われている言葉なんですけれども，この考え方をもと
にさまざまなごみ減量対策があります。岡山市はしてないんですけれども，雑紙，容器包装プラス
チック，これは資源化し，ごみの減量を図っていくべきだと考えます。御所見をお伺いします。
次に，岡山市では1991年にごみ非常事態宣言を出しました。私もよく覚えているんですが，市民は
説明会などに参加してごみを減らそうという意欲を持ったものです。その後ごみは減っていました
が，1997年以降，増加に転じています。ごみの減量には住民参加が欠かせません。99年２月にごみ非
常事態宣言を出した名古屋市では，２年間でごみ量を23％，埋立量を47％削減しました。そこで問わ
れたのは，変わることと人任せにしないことだといいます。必要なのは，住民すべてがかかわってい
けるシステムづくりです。市民の力を生かし，自覚を持ってもらい，市民をごみ処理の主役に育てる
必要があると考えます。御所見をお伺いします。
さて次に，1997年には厚生省環境整備課長通知「ごみ処理の広域化計画について」が出されまし
た。ごみ処理広域化計画は，補助金などを駆使して，大型焼却炉への集約推進とＲＤＦ化──ごみ固
形燃料化施設の建設推進が大きな特色と言えます。この政策は，岡山市のごみ政策と一致しているの
でしょうか。
今議会では，産業廃棄物の一部受け入れが議論になっています。さて，国では東海原発の解体も始
まりまして，放射性廃棄物と，放射性廃棄物として扱う必要のない廃棄物との線引きをするすそ切り
値を決めようとしています。これによって，放射性廃棄物でない廃棄物，つまり普通のごみがふえる
ということになります。今の体制で原子力発電所の廃棄物を岡山市は区別することができるでしょう
か，お尋ねします。
次に，環境教育についてお尋ねします。
小学校４年生では，ごみの勉強をします。また，各学校では総合的学習の時間を使って，特色ある
環境教育が行われているようです。
資源循環型社会への基本理念の発生・排出抑制，再使用，再生利用，適正処理をわかりやすく説明
しているでしょうか。この学習のねらい，目標とする子どもたちの態度について御説明ください。
小・中学校では，ごみを燃やすとダイオキシンや重金属などの有害物質が発生することをどのように
勉強しているでしょうか。子どもたちから，ごみを減らすためのアイデアを募集してみませんか。ま

た，岡山市の環境局と教育委員会との連携はどのように図られていますか。ごみ減量についての研究
モデル校を募集して，ごみ減量の取り組みを実践していきませんか，お尋ねいたします。
次に，地域自治についてお尋ねします。
第27次地方制度調査会答申の前文において「地域においては，コミュニティ組織，ＮＰＯ等のさま
ざまな団体による活動が活発に展開されており，地方公共団体は，これらの動きと呼応して新しい協
働の仕組みを構築することが求められている」と，地域社会の現状をとらえています。そして「住民
自治の充実」の表題のもとに，次のように地域自治組織を提示しています。「地方分権改革が目指す
べき分権型社会においては，地域において自己決定と自己責任の原則が実現されるという観点から，
団体自治ばかりではなく，住民自治が重視されなければならない。（中略）地域自治組織を設置する
ことができる途を開くなどさまざまな方策を検討して住民自治の充実を図る必要がある」と述べてい
ます。
９月議会の市長答弁についてお尋ねします。
自治というものは，上から下じゃなくて，下の方々の意向を最大限に重視される中で形成されるべ
きである。我々がそれやれえということで市役所から言う話じゃなかろうと思っていますという答弁
がありました。行政を上，住民を下という表現は，市民協働の原則からしていかがなものでしょう
か，御所見をお伺いします。
次に，第27次地方制度調査会答申の提唱する地域自治組織は，意思決定の単位はある程度小さいこ
と，公共サービス提供のための組織は，公共的な意思決定の機能もあわせ持つこと等が大きく意識さ
れている点が特徴と言えると思いますが，いかがでしょうか。
地域自治組織は，特に1990年以降，厳しさを増す状況の中で各自治体が取り組んできたコミュニ
ティー組織の追認と言えると思います。1970年代から岡山市もコミュニティーづくりをモデル地区指
定を行いながら進めてきた経過があります。さあ，市役所から言う話じゃないのでしょうか，御所見
をお聞かせください。
地域自治組織制度を活用して，これからの地域社会を守っていくためには，組織のあり方，拠点の
あり方など，現実に即して考えていくべきではないでしょうか。
小学校ごとに設置する計画のコミュニティハウスですが，まだ18小学校区は整備できていません。
現在の整備手法のまま，土地は地元が準備するというのでは整備がなかなか進みません。市有施設と
して必ず地域にあるのは小学校です。学校施設の利用も含めて教育委員会とも連携し，コミュニティ
ハウスの早期整備を進めていきませんか。このことについては，教育長の御見解もお聞かせくださ
い。
地域自治強化のためにも，コミュニティハウスの今後の整備方針，整備目標年度を決めて推進して
いくべきと考えます。御所見をお伺いします。
最後に，生涯学習についてお尋ねします。
2000年９月に出された公民館検討委員会答申は，岡山市の発展のために共生の社会づくりは重要な
課題であり，「地域・自治・協同（協働），民主主義・人権・参画」をキーワードとし，学びを通し
た市民の成長は市の発展に欠かせないとしています。それを受けて，2002年10月に「新しい岡山市の
公民館づくりをめざして」が新しい公民館づくり小委員会から出され，昨年12月「新しい岡山市の公
民館づくり」についての当面の計画が中央公民館から出されました。それによりますと，2003年から
2004年は新たな公民館づくりに向けた公民館の転換期，2005年を新たな公民館の実質的なスタートと
位置づけています。
さて，共生のまちづくりを進める専門職として，今後各館に１人正規職員を配置していくとの教育
長の答弁がありました。では，地域に根差した運営，市民参画の仕組みとそのための組織づくり，地
区館並列方式への転換等に代表される組織体制の整備は，どのように進めていますか。
共生のまちづくりをテーマとしたプロジェクトチームによる実践と研究は，どのように進んでいま
すか。
生涯学習のための公民館は，今や高齢者の生きがいづくりの場ともなっています。また，共生のま
ちづくりでは障害者も気軽に１人で行ける公民館が求められます。生きがい情報センターの運営状況
を御説明ください。高齢者，障害者の生きがいづくりは，どのように促進されているでしょうか。公
民館のＩＴ講習にトイレの問題，車いす対応のトイレがなかったということから参加できなかった方
がいらっしゃいます。高齢者，障害者の生きがいづくりのために，共生のまちづくりのために，公民
館のバリアフリーへの取り組みをどのように進めていかれますか，お尋ねします。
最後に，芳田公民館では市民窓口サービスが始まっております。その成果と課題について御説明く
ださい。また，この市民窓口サービスの設置に伴い，職員は増員されたのでしょうか，お尋ねしま
す。
以上で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.349
◎市長（萩原誠司君） それでは，午前中の下市議員の御質問にお答えいたしますが，ごみ処理関係
で厚生省から出された当時のごみ処理の広域化計画，こういうことについての御質問ですが，御案内
のように欧米諸国と比べますと日本は大変たくさんのごみ処理施設が小さい形で分散をしておりまし
て，世界でナンバーワンのごみ処理施設の数を誇っていますけども，数がありゃええというものじゃ
なくて，やはり高効率でかつ環境にしっかり配慮された焼却をしなければならないといった議論がか
つてからございまして，私どもとしてもよくその問題点を理解しております中で，当該お尋ねの通知
が出たわけでございます。
そういう意味で，大まかな方向性としては，当然私どものごみ処理計画，この通知にも合致をして
おりますが，ごみの固形燃料というような意味では岡山市は必ずしもそういう場所がないというよう
なことで，十分には対応できていないわけですが，固形燃料ではなくても，まあ処分はしてると，こ
ういうことでございます。
P.349
◎水道事業管理者（植松健君） 水を生かした都市づくりについてに関しまして，水道局に７項目の
御質問がございました。順次お答えいたします。

まず，節水啓蒙の効果は水使用量の推移のどこにあらわれているのかとのお尋ねでございます。
その都市の平均的な水使用量をあらわす指標といたしまして，１人１日平均配水量があります。こ
れは配水量を給水人口で割ったもので，岡山市の実績といたしましては過去５年間で見ますと，平成
11年度の438リットルから15年度の402リットルまで，毎年減少いたしております。ただし，この減少
分は大口使用者である企業のコストダウンによる節水や，学校，病院用を含む業務営業用の節水な
ど，市民個人の節水以外の大きな要因が含まれており，啓蒙による効果だけではないというふうに考
えられます。
次に，節水目標を定めて取り組むべきではないかとのお尋ねでございます。
節水目標の基礎となります節水量の把握は，渇水時に給水制限を行うような場合には，平年値と比
較して推計しておりますが，使用量は気温や台風などの影響により大きく変動することや，節水は市
民の皆様お一人お一人の協力によるところが大きいため，定量的な把握は難しく，全体としての目標
値の設定は困難でございます。水道局といたしましては，ホームページ等で節水のポイントや具体的
な数値の例も示しているところですが，今後とも水の有限性あるいは大切さについての啓発・啓蒙に
努めてまいりたいと考えております。
続きまして，節水すれば報われるというのは料金体系のどの部分かとのお尋ねでございます。
今回の料金改定におきましては，一般家庭用の中心になっている給水口径13ミリメートルから25ミ
リメートルについて，基本料金に付与していました基本水量，１カ月８立方メートルでございます
が，これを廃止いたしました。これまでは，使用水量が基本水量以内の場合，幾ら節水しても水道料
金が同じでありましたが，基本水量の廃止によりまして，節水すればするほど料金が安くなることに
なります。
次に，雨水利用についてでございます。水道局の考え方いかんとのお尋ねでございます。
雨水を有効に利用すれば，上水道の使用量を少なくできるとの議員の御指摘のとおりでございま
す。その取り組みにつきましては，市民への費用負担が伴うこと，岡山では雨が非常に少ないという
気象上の特性等もあり，水道局といたしましては雨水利用の実現に向けての市民合意が重要と考えて
おり，引き続き研究してまいりたいと考えております。
続きまして，ある程度のゆとりとは最大稼働率，施設利用率をどの程度にすることなのかとのお尋
ねでございます。
平成14年度の中核市における最大稼働率，施設利用率は平均値としてそれぞれ80％，68％でありま
す。これに対しまして岡山市では，実質能力をベースに算定いたしますと，それぞれ103％，86％と
なり，最大稼働率が100％を超えていることが大きな問題となっております。したがいまして，当面
の目標といたしましては最大稼働率を90％程度とし，それをもとに算定いたしますと施設利用率は
80％ないし70％程度になります。こうすることにより，ゆとりのある給水が可能となると考えており
ます。
次に，水の受水量に関連いたしまして，水の使用量がふえる理由，平成22年の企業団受水がなぜ５
万トンとなるのかとのお尋ねでございます。
さきの９月議会でも御答弁申し上げましたように，平成22年の計画値は平成14年度において過去10
年間の実績値をもとに時系列的に推計したものでございます。平成22年度において想定される１日最
大配水量を賄うためには，５万トンの受水が必要になる見込みとしているものでございます。しか
し，必要に応じ適宜見直す考えでございます。この受水が必要になるときには，需要量もそれに見
合って伸びており，当然料金収入もふえますので，一概に費用のみが増加するわけではございません
ので，この点御理解をいただきたいと思います。
なお，この受水量は企業団からの押しつけによるものではなく，市として必要となる見込みの水量
でございます。
最後に，受水費の増加や鴨越浄水場の改修による支出増にどのように対応するのかとのお尋ねでご
ざいます。
今回の財政計画の中で，受水費につきましては日量３万2,550立方メートルを継続して受水するこ
ととして算入いたしておりますが，鴨越浄水場につきましては，苫田ダム完成後の河川水質の動向，
維持管理等を総合的に評価し，休止も含めて今後の整備方針を検討することといたしているため，全
面的な改修費用は見込んでおりません。引き続き，受水費用と更新費用の二重投資を避け，効率的な
経営を目指してまいる所存でございます。
以上でございます。
P.351
◎総務局長（広瀬慶隆君） まず，節水についての質問のうち，市有施設の節水対策についてのお尋
ねでございます。
本庁舎，分庁舎，保健福祉会館につきましては，トイレのフラッシュバルブや手洗いの水量を絞る
など，節水を行ってきております。また，本庁舎においては，平成13年度から給排水管の老朽化に伴
うトイレの改修を行っておりまして，特に男子小便器洗浄をタンク貯留式から感知式に変更したこと
などによりまして，改修前に比べて約10％の節水効果を上げているところでございます。
次に，雨水利用の御質問のうち，防災対策としてまちのあちらこちらに雨水貯留タンクを置いては
どうかというお尋ねでございますが，現在市街地に設置されております雨水貯留タンクは，浸水対策
用として設置されているものでございまして，平時は空の状態のため，防災給水用としては適当では
ないと，このように考えております。
次に，防災ハンドブックについてのお尋ねでございますが，防災ハンドブックにつきましては，そ
の配布だけでなく継続性のある取り組みが必要であり，小・中学生の参加も含めて自主防災会等の地
域が主体的に行うことのできる啓発方法について研究していく中で，防災ハンドブック等の活用も考
えてまいりたいと考えております。
それから，避難所に関しまして順次お答えさせていただきたいと思います。
避難所の周知につきましては，市の広報紙，ホームページなどで行っていますが，避難所への経路
については災害の態様，規模等によって異なるとの観点から，特に指定はしておりません。
次に，屋内体操場の耐震性の情報提供についてのお尋ねでございますが，小・中学校の屋内体操場
は地震のため自宅が住める状態ではなくなった方々が二次避難生活をする場所でございます──これ
は地震の場合でございますが。したがいまして，避難所としての使用については，そのときの被害状
況を踏まえまして，安全性を十分考慮した上で対応してまいりたいと考えております。

また，小・中学校屋内体操場以外の市有施設あるいは民間施設を避難所として使う場合についての
御質問ですが，今後は一時的な避難所については最寄りの適地を地域とも協議し，地域が主体的に
なっていろいろ決めていただくということも一つの方法ではないかと考えておりますが，市有，民間
を問わず，まず所有者や施設管理者の事前の承諾とか，施錠されている時間帯のかぎの管理など，課
題も多く考えられるところでございます。
それから，情報提供・伝達手段について，携帯ラジオについて啓発していくという答弁があった
が，どのような方法を考えているのかということでございますが，市民のひろばや市のホームページ
に掲載しており，今後もそれらを活用したいと考えております。また，町内会，自主防災会にもお願
いしてまいりたいと考えております。
それから，情報提供・伝達手段について，地域ごとにきめ細かい広報を実施するなど答弁があった
が，だれがだれに対してどのような手段，方法で行うのかというお尋ねでございます。
災害の状況によりまして，それぞれの対応は異なってまいりますが，町内会や自主防災組織の御協
力は不可欠でありまして，情報の入手と地域内への情報の周知につきましても，本市といたしまして
はこれらの組織と十分連携を密にしまして，電話連絡，広報車による広報，ホームページへの掲載な
ど，さまざまな手段による情報提供が必要であると考えております。
次に，少ない人数であっても自主的に取り組める地域から，防災教室，防災訓練などをやっていっ
てはどうかというお尋ねでございます。
町内会，自主防災組織等との連携を図りまして，また消防局にも御協力をいただきまして，少人数
であっても御依頼があれば職員を派遣し，防災教室，防災訓練などを実施してきているところでござ
います。
次に，地域自治についてのお尋ねですが，まず行政を上，住民を下という表現はいかがなものかと
いう御指摘でございますが，さきの議会におきまして議員の御質問の中で，国から地方への分権，地
方から地域への分権という言葉が権限を行政から与えるという方に聞こえましたので，そう申し上げ
たということでございます。
また，残りの３点につきましては一括して御答弁申し上げます。
地域自治組織は，行政と住民が相互に連携し，地域の潜在力を十分に発揮する仕組みの一つである
と思っております。その仕組みを円滑に機能させるためには，行政からの押しつけだけではなく，地
域の意向を尊重し，それぞれの役割のもとに協働で取り組むことが大切でございます。本市では，こ
れまでにもお答えしているように，町内会，その連合組織である連合町内会が，住民自治の本旨に
沿ってそれぞれの特性や伝統を生かしながら役割を果たしてきております。したがいまして，現行の
運営体制のもとに地域自治制度の趣旨を踏まえながら，地域自治の向上に一緒になって取り組んでい
きたいと考えております。
以上でございます。
P.352
◎市民局長（松本征二君） 地域自治の中で，コミュニティハウスの整備について，市有施設として
必ず地域にあるのが小学校ですと。教育委員会と連携してコミュニティハウスの整備を進めてはどう
か，また今後の整備方針についてということでございますが，コミュニティハウスは，小学校，幼稚
園，公民館などの敷地内に多数設置しておりまして，教育委員会及び学校関係者の理解と協力をいた
だいてきているところでございます。これまでに地元からの要望をもとに，具体的に提案をしたこと
もありましたけれど，地域の関係者の理解を得られなかったために断念したケースもございます。
なお，整備に当たりましては，用地が確保され，コミュニティー活動が活発になされ，地元の盛り
上がりや理解と協力が得られるなどの環境が整えば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.352
◎環境局長（小林良久君） ごみの減量化について，市長答弁以外の項目についてお答えをいたしま
す。
ごみ減量が進んでいないことについて，どのように考えるかというお尋ねでございます。
平成15年度本市の可燃ごみ量は，家庭系が約15万6,000トンで対前年度2.3％増，事業系が約７万
7,000トンで6.4％増となっており，事業系のごみ量の増加が特に大きくなっております。この要因
は，社会の生産活動の変化や生活様式の多様化，さらにダイオキシン対策による廃棄物小型焼却炉の
使用規制や野焼きの禁止の制度変更等と考えております。
こうした中で，特に事業系ごみにつきましては，本年度新たに設立しました岡山市事業系一般廃棄
物減量化・資源化推進協議会において，排出事業者，処理業者等と連携し，減量化，資源化を推進し
ているところであり，今後ともごみ減量へ向けて粘り強く取り組んでまいりたいと考えております。
次に，何でも焼けばよいものではないと考えるがどうか。そして，雑紙，容器包装プラスチックは
資源化し，ごみの減量を図ってはどうかというお尋ねです。
廃棄物は，御案内のようにリデュース，リユース，リサイクルの３Ｒの優先順位に従い処理するこ
とが基本とされており，本市においても缶，瓶，ペットボトル，古新聞などは資源化物として分別収
集を行い，極力焼却を抑制するように努めております。雑紙は，既にことし８月から市庁舎等の市有
施設で，また２学期から小・中学校で分別回収を実施しております。リサイクル可能なプラスチック
についても，原材料として再利用するマテリアルリサイクルを図るべきと考えており，今後継続的な
受け皿や分別収集体制の確保，さらに環境への影響や経済性などについて，幅広く調査・研究してま
いりたいと考えております。
次に，ごみの減量には住民参加が欠かせない。市民をごみ処理の主役に育てる必要があると考える
が所見をというお尋ねでございます。
現在，住民参加によるごみ減量化の取り組みとしては，子ども会や町内会などの資源化物の回収
や，町内会のリサイクル推進員による減量化・資源化活動，またリサイクル推進協力店等による消費
者への呼びかけ等を行っております。また，公民館ごみ減量講座や小・中学校への出前講座，岡山市
エコ技術研究会での環境市民セミナー等を開催し，ごみの排出抑制やリサイクル品の利用促進等の啓
発活動に取り組んでおります。こうした取り組みを通じまして，身近な環境問題に自発的，具体的に
行動できる環境市民づくりを進め，ごみ減量に積極的な住民参加を図ってまいりたいと考えておりま

す。
それから，最後ですが，国では放射性廃棄物のすそ切り値を決めようとしており，これによって普
通のごみがふえることになる。今の体制で原子力発電所の廃棄物をその他と区別することができるか
というお尋ねでございます。
本市の焼却施設に持ち込まれる産業廃棄物につきましては，計量所におきまして排出事業所から提
出された産業廃棄物管理票──マニフェストでございますが──で種類，量並びに排出場所を確認す
るということになっております。
以上でございます。
P.353
◎下水道局長（井上茂治君） 雨水利用についてのうち，雨水流出抑制に関する５点の御質問に順次
お答えいたします。
まず，市が整備する建築物は，民間の手本となるように，雨水流出抑制施設を整備すべきと考える
が，市の基本的な考え方はとのお尋ねでございます。
地域の保水・遊水機能を保持し，浸水被害を防止する観点から，雨水流出抑制施設の整備は有効な
施策であると認識しておるところでございます。このため，市が整備する建築物につきましては，必
要に応じ，率先して整備するよう考えておるところでございます。
次に，民間施設において雨水流出抑制施設の整備を促進するため，どのように指導してきたか。ま
た，開発許可申請の事前説明の項目に追加するなど，関係部局間で連携を図り，整備を推進すべきで
はないかとのお尋ねでございます。
民間施設につきましては，開発許可などの協議の際に雨水流出抑制施設の整備について依頼してき
たところでございます。また，昨年度からは市の建築指導課また岡山県建築士会等に雨水流出抑制施
設の整備についてのパンフレットを置きまして，啓発を図っているところでございます。
今後とも，雨水流出抑制施設の一層の整備促進を図るため，開発許可の事前説明項目への追加など
につきまして，関係部局とも検討，協議してまいりたいと思っております。
次に，グレースタワーには雨水流出抑制施設の補助金が出ていないが，その理由はとのお尋ねでご
ざいます。
建物等の新設または改造に伴って設置される雨水貯留施設につきましては，旭西処理区においては
敷地面積1,000平米に対しまして約35立米の貯留を行うものに補助することで運用しておるところで
ございます。グレースタワーにつきましては，雨水貯留施設が設置されておりますけれども，この設
置されました施設については免震構造などの関係から，先ほどの数値を満たさなかったため，補助申
請にまで至らなかったと考えておるところでございます。
最後に，住宅の浄化槽を雨水貯留タンクとし，散水や洗車用水などに利用するように市民への情報
提供をどのような方法で実施していくのかとのお尋ねでございます。
市民の皆様方へは，実施設計時及び工事着手時の地元説明会などにおきまして，浄化槽の雨水流出
抑制施設への改造についての御説明をしておるところでございます。また，供用開始時には全戸に，
また供用後３年目及び５年目には未接続家屋にパンフレットを配布しまして情報提供するとともに，
ホームページにも掲載いたしまして，より広いＰＲに努めているところでございます。
以上でございます。
P.353
◎教育長（玉光源爾君） まず，節水についてということで，小・中学校の節水対策についてのお尋
ねでありますが，これは研修会を立ち上げておりまして，５点申し合わせしております。
１つは，各学校が自律的に光熱水費を管理し，縮減に努めるように指導するとともに，コスト意識
の高揚を図る，これが１点です。次に，過年度同時期との比較による異常──漏水等ですね──の早
期発見，対応。３点目が，プールの不使用期間──これは学校によって何ぼか差がありますが──の
閉栓。これは基本料金の節約ということです。４点目が，プールクリーナーの導入によって，オー
バーフロー水量の抑制。５点目が，トイレのプッシュ洗浄方式への切りかえ。こういうことについて
研修会を持って節約に努めております。
次に，防災対策として，市民の防災意識を高めるということで２点のお尋ねですが，１点は，小・
中学校で９月１日に一斉の避難訓練をやったらどうかということと，それから避難訓練につきまして
は地域の方々も一緒に参加できないかというこの２点であります。
このことにつきましては，災害の種類や学校生活の多様な場面を想定して実施しておるわけであり
まして，学校・園や子どもたちの実態に応じて，最も教育効果が上がるような計画を立てておるわけ
であります。したがって，市内の学校・園が一斉に行うということは非常に難しいと考えておりま
す。
また，校内における子どもたちの安全確保を目的とする学校の避難訓練に，一律に地域の方が参加
する，このことも非常に難しいと，このように考えております。
次に，ごみの減量化ということで，環境教育について５点のお尋ねでありますが，学習のねらい，
目標，次に有害物質の発生についての勉強，子どもたちからのアイデアを募集してみたらどうか，環
境局との連携はどうか，ごみ減量についての研究モデル校という５点でありますが，各学校では，地
域の実態や発達段階に応じて環境教育の真のねらいである生命の尊厳，自然との共生の大切さに気づ
くための学習を行っております。
小学校では，クリーンセンターなどを訪問いたしまして，環境局の出前講座を利用した取り組みを
行っておるわけでありまして，市や住民の果たす役割やリサイクル等の学習を行っております。
また，中学校では市の環境局を訪問して，実態調査を行い，それをまた校外学習に発展させるとい
う中で，有害物質の怖さについての学習もしておるわけであります。
こうした学習を通しまして，子どもの中からごみを減らすためのアイデア等も出ておりまして，環
境保全の意識は高まっておると，このように考えております。
今後とも，環境教育をより一層推進するためのモデル校方式というのではなくて，すべての学校が
このことについて真剣に取り組むという体制をつくっております。
次に，学校施設を利用してのコミュニティハウスについてのお尋ねでありますが，さまざまな意見
があります。学校施設を利用するという具体的な話が起きた場合には，施設等の状況も踏まえ検討し

なければいかんというふうに思っております。
次に，生涯学習ということで，公民館についてのお尋ねがあります。
公民館運営委員会の委員には，各種団体の代表者や大半の館で利用者代表の方々に入っていただい
ておるわけでありまして，地域に根差した公民館の運営に努めておるところであります。また，講座
の実施に当たっては，企画段階から地域住民参画の講座が増加しておる状況にあります。
なお，地区館並列方式につきましては，今後の課題と考えております。
もう一点，公民館につきまして，高齢者の生きがいづくりの場となっておると。また，障害者も気
軽に行ける公民館が求められておるということが挙げられる中での生きがい情報センターの運営状
況，それから高齢者，障害者の生きがいづくりの促進，それからバリアフリーの取り組み，この３点
についてのお尋ねであります。
生きがい情報センターは，高齢者，障害者のテレワークを主たる目的として，13館に整備をいたし
ておるわけであります。現在，19名の業務登録者がおりまして，これまでにホームページづくり，デ
ジタルデータ変換，テープ起こしなどの業務をお願いして成果を上げておるところであります。この
生きがい情報センターの活用や高齢者教室，それから寿大学，知的障害者のためのパソコン教室，障
害児とともに生きていくための講座など，高齢者，障害者が公民館を利用して生きがいを持てるよう
な講座を実施しておるわけであります。
なお，施設のバリアフリー化につきましてはおおむね整備済みでありますけれども，一部未整備の
ところについては施設の状況を見ながら，今後できるところから整備していきたいと思っておりま
す。
もう一点，共生のまちづくりをテーマとしたプロジェクトチームによる実践と研究はどのように進
んでおるかという問題であります。
このチームといいますのは，中央以下11館の公民館が参加をいたしまして，第１段階として，参加
館それぞれが地域の実態を調査し，まちづくりノートを作成することによって，各地域の現状と課題
を整理しております。新しい共生のまちづくりのために公民館ができること，何をしなければならな
いかを探ったところであります。第２段階として健康づくり，障害者とともに生きる，子どもの居場
所づくり，環境を生かしたまちづくりの４分野を定めて，「共に生きる」等の講座を各館で実施して
きたところであります。こうした研究と実践をもとに，17年度以降の計画と具体的なプログラムを２
月中に作成する予定であります。
最後になりました。芳田公民館の市民窓口サービスの成果と課題ということで，職員が増員される
かという問題でありますが，市民サービス窓口は，新たな公民館の機能として平成14年３月に芳田公
民館に開設されたものであります。公民館利用の面でも，図書利用者が増加するなど，新たな利用者
の掘り起こしにつながっておるわけでありまして，ひいては公民館の活性化につながっておると。な
お，職員配置につきましては，今後の利用状況を見守りたいと思っております。
以上です。
〔16番下市香乃美君登壇〕
P.355
◆16番（下市香乃美君） 御答弁をいただきましたので，再質問をさせていただきます。
まず，水道事業管理者です。節水というのはね，非常に定量が難しいというお話がありましたけれ
ども，もしその中でね，水の有限性ということを考えているならば，中核市平均が369リットル，県
内10市平均でも391リットルです。今お話がありましたように，岡山市は15年度で402リットルなわけ
です。目標値というのはね，必要だというふうに思うわけです。中核市平均を目標値というふうにす
ることはお考えになりませんか。
次に，雨水利用の治水の問題でお尋ねします。
市の基本的な考え方を聞きました。有効な施策なので，率先していきたいというときに，ＰＦＩと
かプロポーザルとか，いろいろな新しい手法が出てきてるわけですが，そういう部分も市が整備する
建築物という中に入りますかとお尋ねします。
それと，先ほどのグレースタワーの話なんですけれども，免震構造ということがあるのでね，小さ
くなったという理由なのかもしれませんが，ここは雨水・汚水合流地域でして，雨水流出抑制施設を
つけるべき土地なんですね。６億5,000万円のお金が入っているわけですから，そういう雨水流出抑
制施設という，そういう整備をするということについてはね，市の方はどういう指導をされたのか，
普通の民間施設とは違うのではないかと思うので，その指導の仕方についてもう一度お願いしたいと
思います。
次に，もう一度水道局ですが，ある程度のゆとりというお話です。今最大稼働率，14年度を管理者
は言われました。15年度は，最大が95％，施設利用率が85％なんですよね。これ，水がたくさん要る
年と要らない年とあるということにはなると思うんですけれども，それをゆとりを持たせるというこ
とで最大稼働率を90％，施設利用率を80％から70％にしたいというお話でした。前回のときにお聞き
しました。能力オーバーとして8,400立方メートルあるという話で，今回受水をふやすのが１万6,275
立方メートルですから，これ引き算すると7,875立方メートル。これがゆとりに値するというふうに
考えていいのかどうかお尋ねします。
それと，先ほど受水をすると料金収入がふえるので，次のところは，私がお聞きしてるのは2010年
になるわけですから，そのときのことをお尋ねしてるんですけれども，そのときに今お話があったよ
うに受水がふえても料金の収入が上がる。鴨越は休止も含めて考えているということで，支出増はし
ないようにしようと，そういうお考えなのかどうか，もう一度お尋ねします。
総務局長，防災ハンドブック。ちょっと御紹介したいのですが，なぜ私はこの防災ハンドブックを
言うかというと，これ見ていただきたいんですけど，これ名古屋市でこういう防災ハンドブックとい
うのをつくっております。今私ポケットから出したんですが，これ小学生，中学生，高校生で，１つ
は家庭用という，こういう小さいものをつくってます。常時携帯をしておくというのがね，非常に有
効なのだと。ここには書くところがありまして，緊急時にはね，いろんな大事な電話番号とかも忘れ
てしまう，そういうことが言われてるわけです。ここにいろいろ学校から自宅までのこととか書いて
おく。それで，これを生徒手帳なりに挟んでおこうということで名古屋市はやっています。
それとですね，もうちょっと大きいんですが，これがシニア版。これ，ちょうど健康保険証ぐらい
の大きさですよね。やっぱりシニア版は中の文字も大きかったり，絵がおじいちゃん，おばあちゃん
になってたりしてるわけです。

確かに，渡すだけじゃあだめだということはよくわかります。ただし，岡山市は今渡してるものが
ありません。これ防災対策室からもらいましたが，マニュアルということでこういうのを出されてい
ますけれども，ほとんどの方の目にはとまっていないと思うんですね。そうではなくって，私は小さ
くてわかりやすいものがいいのではないかなあというふうに考えておりますので，これは名古屋市の
防災ハンドブックなんですが，もう一面に，最初のところを見たらどうしたらいいかというのがわか
るようなものをつくっております。ぜひ岡山市独自のものを考えていただいて，その中にはね，自分
たちのことが書き込めるように家族で話し合って，地震は本当にいつ来るかわからないので，そうい
うことを考えていっていただきたいと思います。御答弁をいただけたらと思います。
それと，先ほどの体育館の二次避難という話ですけれども，今中越を考えたらね，余震がすごくあ
るわけですよね。その場合には，耐震，通ってる通ってないということはやっぱり影響してくるので
はないかと。その情報は市民に必要な情報ではないのかどうか，そのことをお尋ねしたいと思いま
す。
それと，ごみのことを。ごみ減量が進んでいないという状況については，御認識をいただいてると
思います。
それで，岡山県の環境白書によりますと，可燃ごみなんですけれども，岡山市は，ちょっとこれ古
くて申しわけないんですけど，13年が77位，78市町村のうち77位，ブービーです。12年が76位，11年
が76位，10年が74位と，非常に可燃物，これ１人当たりです，もちろんね，１人１日のグラムで考え
ているんですけれども，多いんです。ぜひね，ごみ減量，目標を決めてやってほしいと。で，私が思
うところを先ほども言いましたけれども，局長からもありましたリデュース，リユース，リサイク
ル，適正処理，こういう順番でやると言ってるんですが，どうも最後の適正処理に重きが置かれてい
るのではないかと思いますので，そのことについてもう一度お答えをお願いしたいと思います。
それと，プラスチックです。プラスチックは，燃やすとダイオキシンの心配ももちろんあるわけで
すが，鉛や水銀，カドミウム，砒素，そういう重金属も含まれているんです。私よくよく考えたんで
すよね，燃やしてもなくならないんです。空気中のどっかにあるわけですよ。そのことをぜひ考えた
上で燃やすものを少なくする，焼くことを減らす，そのことが必要だと思います。このことについて
はどうでしょうか，お尋ねします。
それと，教育長には環境教育のことでお尋ねしたいんですけれども，やっぱり子どもたち自身がご
みを減らす，学校自身がごみを減らす，現実にそういう目に見える形での取り組みをぜひお願いした
いと思いますので，もし，もうそういう取り組みはしてるよということがあれば，御説明ください。
それと最後に，公民館のことですけれども，高齢者や障害者も公民館にということになれば，当然
保健福祉局との連携ということが考えられると思うんですけれども，その辺はどのようになさってい
るのかお願いします。
これで２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.356
◎水道事業管理者（植松健君） まず，第１点は節水の目標数値を定量は難しいと言うが，中核市並
みにできないのかとのお尋ねでございます。
数値目標を市全体で設定するというのが難しいと申し上げましたのは，その当該都市，都市の水を
めぐる環境の歴史的な背景あるいは産業構造あるいは昼間人口等，都市構造そのものが違います。そ
れから，もう一点はそこに住んでいるあるいは利用している方々が，過去に水についてどういう体験
をしているかということも違います。それから，水源がいかにあるかないか，そういうことで大きく
変わってまいります。したがいまして，節水についての取り組みにつきましては，議員御案内のとお
り，各事業体によって全国さまざまでございます。非常に厳しいところもあります。岡山の場合は，
おかげさまで非常に水に恵まれております。そういうことをトータルとして考えますと，なかなか目
標を設定するのは難しいかなという感じはいたします。
ただ，議員先ほど県内平均の数値もおっしゃられました。その程度には，今のままで私ども啓発・
啓蒙活動を続けていけば，それぐらいの数字にはなるのかなという気持ちはいたしております。
それから，もう一点の浄水場の稼働率の問題でゆとりの話が出たかと思いますけれども，これは最
大稼働率90％，施設利用率を80％ないし70％ということを努力目標とした場合の関連質問だったかと
思いますが，議員の御指摘の数字で考え方としては結構かと思います。
それから，３点目の５万トンのときのお話だったでしょうか，受水に伴う受水費増の御質問だろう
と思いますが，５万トンになった時点では，先ほど御答弁を申し上げましたように受水費はふえます
が，受水がふえればそれに伴って料金収入が入ってまいりますので，議員御懸念のことはさほどない
かと思います。仮にあったとしても，それは我々営業努力で吸収していかなきゃいけないというふう
に思っております。
以上でございます。
P.357
◎総務局長（広瀬慶隆君） 下市議員の再質問にお答えします。
まず，防災ハンドブックについてでございますが，やはりみずからのことはみずから守るというの
は災害時には必要だと思います。ただ，それをパンフレットでいいのかという議論もあろうかと思い
ますけども，さまざまな手法でＰＲしていくということも必要ではないかなと思ってます。
ただ，これからいろいろ検討する中で，やはり岡山市独自のものとして，どういったＰＲできる内
容ができるかということはやっぱり考えていかないといかんということと，わかりやすいものにして
いくというのは私も同じだと思います。ただ，全体に配布するのがいいのか，どういった形でＰＲし
ていくかということを考えたいということでございます。
それから，もう一点の体育館の情報をもう市民が知っておくべきだということですが，先ほども申
しましたが，やっぱりいろんな災害，地震があります。やはりそのときには，それ以前の問題とし
て，その被害の状況を踏まえて管理者とか本部で，その安全性を十分考慮するということがまず前提
になるんじゃないかなと思っております。そういった意味で，被害の状況を踏まえて安全性を十分考
慮した上で体育館の使用について対応していくということで御答弁申し上げたところでございます。
以上です。

P.357
◎環境局長（小林良久君） 可燃ごみでございますが，市民１人当たりの排出量は1,086グラムと
なっておりますが，これは全国的には1,124グラム，これ統計の年度がちょっと違うんで，これは13
年度，我が方は，今の1,086グラムは平成15年度でやっております。手元に大都市との関係で，政令
市と東京都がございますが，岡山市よりも減量化を進めておりますのは広島，名古屋，川崎，千葉。
あとは岡山市よりも１日当たりの排出量は多いということになっております。もちろん御指摘のよう
に可燃ごみの目標を決めてということでございますが，それについては私どももそういう方向でやっ
ていきたいと思っております。
それから，適正処理の方に，まあ処理の方に重きを置いているのではないかということでございま
すが，これにつきましても先ほど御答弁申し上げましたように，減量化・資源化関係の協議会をつ
くったり，あるいは雑紙の回収を始めたりということで，さまざまな努力をしておりますので，議員
の御期待に沿えるように今後とも努力してまいりたいと思います。
プラスチック類についても，もうお答えをしておりますが，そういうリサイクルシステム等さまざ
まな方法がありますので，これから勉強してですね，取り組んでまいりたいというふうに思っており
ます。
以上でございます。
P.358
◎下水道局長（井上茂治君） 雨水流出抑制に関する２点の再質問についてお答えさせていただきま
す。
まず第１点目の，先ほどの答弁の中で，市が整備する建築物については必要に応じて率先して整備
するというふうに答えたけれども，ＰＦＩなりプロポーザルでの整備についてもこの中に入るのかと
いうお尋ねでございます。
ＰＦＩ並びにプロポーザルに関しましても，市の方で関与していく計画でございます。これらにつ
きましても，関係部局とも連携しながら，同様の考えで整備されるよう積極的に働きかけてまいりた
いというふうに考えているところでございます。
次に，グレースタワーにおける雨水流出抑制施設の整備についての指導の仕方はどうだったのかと
の再質問でございます。
グレースタワーのございます旭西処理区につきましては，下市議員御指摘のとおり合流の処理区で
ございます。この地区につきましては，合流改善並びに浸水対策というものがかなり重要になってお
りまして，このグレースタワーの設置に当たりましても，雨水流出抑制施設が設置されるよう強く指
導してきたところでございます。そういう中でも，先ほど答弁しましたが，グレースタワーについて
は免震構造ということで，なかなか構造上の制約がある中でも最大限努力していただきまして，雨水
貯留施設については設置されておるところでございます。
今後とも，このように市が関係していくような計画につきましては，積極的に整備されるように依
頼等をしていきたいというふうに考えておるところでございます。
以上でございます。
P.358
◎教育長（玉光源爾君） ２点のお尋ねがあります。
１つは，環境教育で目に見える取り組みをということでありますが，これは小学校区または中学校
区，それから地域でクリーン作戦というのはかなり行われておるわけです。それから，水辺の教室と
いうのは，生き物を調べるというのはまさに環境教育そのものでして，こういうことは年間かなり多
くの中学校区で実施され，幼・小・中とＰＴＡの皆さん方が参加してやられておる中学校区がたくさ
んあります。それから，啓発といいますか，ポスター等でいろいろの試みをしておるところもありま
す。こういうところが目に見える取り組みといいましょうか，全市的にこの広がりはあるし，それか
ら新聞を見ておりましても，かなりの回数でこの取り組みについては報道されております。
それからもう一点，今度は公民館が関係部局といいますか，保健福祉局というふうにおっしゃられ
たと思いますけど，その連携についてどうかという，その２つの例として私は，生きがい情報セン
ターの運営ということで，これは公民館活動そのものが地域に根差した活動であるわけでありますか
ら，ニーズにこたえるという，主催または自主講座，そのほか今のセンターのこういう取り組みにつ
いては連携をとっておるわけであります。
また，もう一点は共生のまちづくりプロジェクト，この点につきましても同様の取り組みが数多く
見られておりますので，ここで御披露しておきたいと思います。
以上です。
〔16番下市香乃美君登壇〕
P.358
◆16番（下市香乃美君） ありがとうございました。
ちょっと１つだけ，総務局長の避難所のことがね，私は気にかかるのです。今指定されている避難
所は小・中学校の体育館でして，台風，地震，この間の台風被害のときにも，後で避難所はどこなん
ですかねって聞かれたら，やっぱり小・中学校の体育館ですってお答えするわけですよね。そのとき
に，やっぱりそこがね，地震のときはあそこはやっぱり危ないかなっていうようなことになるとね，
非常に私としては，私だけがそれを知っているのではいけないのではないかと，私はそういうふうに
思っております。管理者がという話でしたが，市民一人一人がそういう情報を持っていて，自分で動
くということが一番大事ではないかと思った次第です。
今回は循環型社会ということで，ごみにしても，水にしても，市民一人一人の取り組みが非常に大
事だと，そういうことの啓蒙・啓発を市がしていくわけですけれども，やっぱり結果を出しましょ
う。結果が出るような取り組みを今後も進めていってほしいと思いますので，どうぞよろしくお願い
します。

教育長，こういうものが環境の方から出てますので，ぜひ使ってください。
ありがとうございました。（拍手）
平成１６年１１月定例会 － 12月24日－11号
P.506
◆16番（下市香乃美君） おはようございます。
それでは，私は，甲第243号議案岡山市水道条例の一部を改正する条例の制定についての反対討論
をいたします。
この条例案は，水道料金を平均9.5％値上げするものであり，その財政算定期間は17年から20年ま
での４年間です。水道料金値上げの理由は，１，岡山県広域水道企業団からの受水増に伴う受水費の
増加，２，需要構造の変化に対応した料金体系の見直しとされています。
今回の水道料金の値上げの原因は，岡山県広域水道企業団から買う苫田ダムの水の量をふやすこと
にあります。苫田ダムの完成に伴いまして，企業団として全量供給の体制が整うことから，水道用水
供給条例により岡山市では受水の下限水量が３万2,550トン，基本水量が10万8,500トンになります。
それに伴って受水費が９億2,000万円ふえ，財政見通しの４カ年で45億1,400万円の赤字になるという
ものです。
ことし５月，条例第12条第３項により水道局は，料金の計算の基本になる基本水量を下げてほしい
という要望を文書で企業団に提出していますが，いまだ正式な文書回答は企業団からありません。こ
のことについて，６月の県議会で石井知事は，「岡山市のみの基本水量の減量を行いますと，他の市
町村の負担が増加をするということで，他の市町村の同意も得られないということでございますの
で，企業団といたしましては，これは認めることができないと，このように考えておられまして，そ
の場で企業長である本田副知事は，できない，不可能であるということを即答をされた」と答弁して
います。
さらに，市長は今議会で，11月15日の企業団の運営協議会の説明をされ，その中で，企業長から他
の構成団体への影響があるので減量は無理と明確な話があったと答弁しています。これは，今回受水
がふえる３万2,550トンのことではなく，基本水量である10万8,500トン，この減量ですら岡山市はで
きない，そういうことです。
今回初めて受水の増加による料金値上げが提案されたわけです。
ことし２月の環境消防水道委員会で，22年に広域水道企業団からの受水をさらに増加して，日量５
万立方メートルにする15年２月の見直し計画が，当局より説明されています。16年11月の資料により
ますと，財政の見通しは収入，支出とも17年から20年において大きな変化がありませんから，もし22
年に受水をさらにふやすとすれば，その増量分は料金を値上げしないと吸収できないことになりま
す。つまり，岡山市の水道事業は独立採算という形態にもかかわらず，外部の広域水道企業団の動向
によって水道料金が決定されるというゆゆしき事態に変化してしまうのです。
例えば，今売れ残っているとされている10万トン，その水をさらに引き受けるとか，受水単価が引
き上げられるといった場合には，自動的に岡山市の水道料金が引き上げられることにつながりかねま
せん。これは，岡山市水道事業の固有の経営権を侵害することにならないでしょうか。
また，県の事業であるダムに岡山市は一般会計から投資及び出資金として，昭和59年から15年まで
に約120億円を出資しています。また，14年，15年には約１億1,000万円ほどだった投資及び出資金
は，16年度予算では約４億2,000万円に増額されています。県税で負担している６億円を加えると，
１年間に10億円の負担をしているということになります。
さらに，その上に岡山市民は，17年から受水費として年間16億4,000万円を支払わなければなりま
せん。これは，苫田ダム建設のツケを市民に回すという重大な政策ミスと考えます。決してこんなこ
とを市民は納得しません。その何分の１でも自己水源の改善に投資した方が，仮に少しの値上げが
あったとしても市民の財産になるわけですから，まだ市民の納得は得られると思います。
さて，配水量は８年をピークに減少しているわけです。財政見通しにおいても，17年から20年にお
いて大きな変化がありませんから，水の使用量がふえるという見込みを当局も立てていないと思いま
す。11月議会で水道事業管理者は，県内平均の程度には，今のままで啓発・啓蒙活動を続けていけ
ば，そのくらいの数字にはなると答弁をしています。
このことを14年度ベースで考えますと，岡山市民１人１日平均412立方メートル，県内10市平均は
391立方メートルですから，約５％のカットということになります。14年度ベースで約５％の水を
カットすると，１日最大配水量は29万2,763立方メートルとなり，実質能力である29万8,775立方メー
トル以内になり，最大稼働率は97.9％で100％を超えるということにはなりません。15年は，１日最
大配水量は28万4,614立方メートルですから，実質能力以内であり，全く問題はありません。１日最
大配水量とは，７月とか８月の一番水使用量の多い１日だけのことをいっております。
さて，９月議会で水道事業管理者は，「受水費の増加については，時期は別にいたしまして，全部
供給となった場合には，供給条例上増加することは承知していました」と答弁しています。なぜその
ことを市民に早く情報提供しなかったのか，苫田ダムの受水を前提とした政策にこそ問題があったと
言わざるを得ません。行政当局の責任がまず問われるべきです。
今回の料金体系の見直しにより，基本水量８立方メートルまで料金一律だったものを従量制にする
というのですけれども，実はその少数の人，つまり約４分の１の世帯が，平均値上げ率9.5％よりも
２倍以上高い値上げ率約20％になるということがわかりました。逆に大口利用者には，逓増度の緩和
により，アップ率が平均より低く抑えられています。500立方メートル以上は7.75％，1,000立方メー
トル以上は6.79％です。
また，新たに個別需給給水契約制度を創設して，一定量を超えて使用した水量については安くし
て，使用者の水を使う意欲を刺激し，水をたくさん使ってもらい，水道事業の安定化を図るとしてい
ます。余った水をより多く売るために，大口使用者の料金優遇をねらった料金体系の見直しと言えま
す。この値上げの実像が市民にわかりやすく説明されているとはとても言えません。また，特定の階
層への20％という大幅負担増は，全体としての整合性を欠くと言えます。これでは一体だれのための
水道なのでしょうか。
さて次に，９月議会で管理者は，コスト削減を図りましたと答弁していますが，工事契約の平均落
札率は，13年度が98.8％，14年度が93.4％，15年度が93.7％と高落札率が続いています。これでは，
コスト削減が図れたとはとても言えません。水道局の工事契約においては，指名競争入札により業者
を決定していることがほとんどであり，90％以下の落札は数えるほどしかない状況です。電子入札や

