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P.346
◆24番（下市香乃美君） 皆さんこんにちは。市民の皆さん，いつも市政に関心をお持ちいただきま
して，議場まで足をお運びいただきありがとうございます。きょうは６番目，私が最後でございます
ので，どうぞよろしくお願いいたします。
５番については，都合により割愛をいたしますので，よろしくお願いします。
きょうは市民ネットが３人，きょう私市民ネットで３番目なんですけれども，どうも個人質問とは
いえ，質問の内容が似通ってる点があります。済いません。かすっていたり重なっていたりあるかも
しれませんが，お許しをいただいて質問させていただきたいと思います。
まず，政令市，行革，財政についてです。
政令市に向けて11月議会では，行政区画を４区とし，議会は意見書を可決しました。各区の特徴や
住民ニーズを的確にとらえたまちづくりが政令市移行後の課題となるわけですが，区の自立性を高
め，区のまちづくりを進めるためにも，基本的な行政施設は早急に整備すべきと考えます。その４区
の中で，特にＢ－１区には，消防署，図書館，総合病院，支所，市立体育館等がありません。また，
東福祉事務所は暫定のプレハブで25年が経過しています。行政サービス，行政施設の配置は公平に行
われるべきと考えます。
そこでお尋ねします。
Ｂ－１区内には東部地区図書館の建設用地が既に土地開発公社によって取得され，今後の図書館建
設は東部地区図書館を最初に行うことが決定されています。各行政区の公平性を考えると，Ｂ－１区
の東部地区図書館の建設時期を決定するべきと考えますが，お考えをお示しください。
消防局は政令指定都市移行に伴い４区すべてに本署を配置した上で消防団を署ごとに編成する，北
署を廃止し，現在本署のない旭川東岸のＢ－１区には東消防署（仮称）を設置する方針とのことで
す。では，一般的に消防署を建設する場合の場所選定条件をお示しください。
東福祉事務所の整備については，区役所及び他の行政窓口の整備計画との整合性や，現地建てかえ
か移転整備かといった問題などを含めて現在検討していると答弁していますが，ことし新岡南連絡所
からも引き上げ，手狭な上，老朽化も著しいのが東福祉事務所です。いつまでに検討は終わります
か，時期をお示しください。また，どういった場所が望ましいとお考えなのか，場所の選定条件をお
示しください。
次に，11月議会で市役所，区役所，支所の３層構造で行政サービスを展開するという方針が出され
ました。市全域の支所などの配置方針を表明し，サービス拠点が不足している地域として東，南の両
福祉区で新たに支所またはサービス提供窓口を配置する必要があるとの見解を示しています。支所は
名称を地域自治センター（仮称）と改め，総務民生部門と土木農林業務に関する相談取次機能とする
とされています。
さて，地域自治センターの職員は何名必要とお考えでしょうか。サービス拠点が不足している東，
南の両福祉区内は，特に地域自治センターの設置を急ぐべきです。場所の選定基準についてお示しく
ださい。地域自治センターは公民館等の既存施設などを利用して中学校区ごとに設置すべきと考えま
すが，いかがでしょうか。
今議会で市長から，岡山県南東部医療圏域の病床数は1,182床過剰，市民病院は現状の機能での建
てかえは行わないとの答弁がありました。しかし，国立，済生会，岡大，日赤，労災はすべて旭川以
西に位置しており，旭川東部には総合病院がありません。安全・安心のまちづくりへの市民の要望は
強く，旭川東部地区住民の皆さんは総合病院の設置を強く望んでいます。この市民の声に岡山市はど
のようにこたえていきますか。
次に，都市内分権の推進についてです。
地域のことは地域で決めて実行するためには，お金と権限を区役所に与える必要があります。区へ
の一定の予算はどのように算出するんでしょうか。
人事権の区への移譲が言われていますが，その内容と区長の決裁権限について御説明ください。
市民協働の都市経営，安全・安心ネットワークの充実のために設置するまちづくり会議（仮称）
は，自治を担う民主的な会議となるよう公募を含めた人選を行いますか。
次に，行革についてです。
平成21年度人員体制検討素案により人権推進室及び新市建設計画推進局の廃止が提案されていま
す。どちらもその目的が達成されて廃止するものではありませんから，これは市長の政治姿勢をあら
わすものであり，廃止するということは力を入れないと理解できます。しかし，理事は事業の進展に
変わりはない旨の答弁を続けています。この２つの局，室を廃止したほうが事業が進むのでしょう
か。
さて，金川病院の所管は新市建設計画推進局です。いまだ金川病院建設は決定しておらず，地元の
方々はとても心配しています。平成21年以降，金川病院建設の責任者は企画局長になりますか。
今議会に土地開発公社の先行取得していた土地，新産業ゾーンと宇野小学校用地の買い戻し予算が
計上されています。これらを買い戻した理由と活用の方法，活用方策をどこでどのように検討したの
か，また土地買い戻しの基準について御説明ください。
次に，保育園民営化ガイドラインです。
障害児保育や家庭支援などに力を入れるためにスクラップ・アンド・ビルドが必要であり，公立保
育園の民営化を進めると市民説明会で説明されています。子育て支援としての保育園の拡充にはもっ
と力を入れるべきであり，保育事業はスクラップ・アンド・ビルドの対象とすべきではないと考えま
すが，いかがでしょうか。
人件費比率は採用凍結を実施しているにもかかわらず，21.9％と昨年より上がっており，中核市の
中でも高い状態が続いています。なぜ人件費比率が下がらないのでしょうか。理由を御説明くださ
い。
新規採用３年間凍結の影響についてです。この３年間で全部の退職者は何人でしょうか。専門職の
退職者はそれぞれ何人でしょうか。退職後の補充について，どのような方針で臨むのでしょうか。
次に，財政についてです。
借金7,000億円，これが市長の所信表明で示されてから，財政局長はこの借金の要因として，過去
に国が実施した経済対策とこれに呼応して積極的に行った単独建設事業の財源として多額の市債を発
行したことなどによる公債費の増加，少子・高齢化の進展や景気低迷等に伴う扶助費の増加，近年の
地方交付税や臨時財政対策債の減少などが影響していると答弁しています。これまでの政策決定は，
財政状況を考えていなかったということでしょうか。その責任はだれが負うべきなんでしょうか。

この借金の中身ですが，一般会計3,201億円，特別会計2,555億円，事業会計433億円，債務負担行
為額が801億円となっています。一般会計の中では，特に土木が1,560億円と公共下水道が2,500億円
で借金の半分以上を占めていることになります。これらの事業は縮小していくのでしょうか。また，
他都市と比べて多額である債務負担行為額801億円はどのように減らしていくのでしょうか。
次に，男女共同参画と福祉のまちづくりについてお尋ねをいたします。
平成11年４月の男女雇用機会均等法の改正に伴い，セクハラ防止策の基本方針と指針を定め，相談
受付窓口を設置するなど適切に対応できる相談しやすい体制づくりに努めてきました。しかし，残念
ながらセクハラによる告訴事件が起きました。これまでの市のセクハラ対策について，大いに反省す
べきです。
今回の事件を教訓にし，セクハラは懲戒処分に当たることを明確にし，階層別セクハラ研修をすべ
きですが，いかがでしょうか。
苦情処理委員会は現在機能停止状態と言えます。苦情処理委員会はセクハラ問題の専門家や弁護士
を加え，さらに女性比率は40％を下回ってはいけません。どのように改善されますか。
市役所という職場をセクハラのない職場にするためには，正規職員も非正規職員も隔たりなく相談
ができ，研修も行い，懲戒処分についても差を設けるべきではないと考えますが，いかがでしょう
か。
また，外郭団体のセクハラ調査はどこまで進みましたか。
もう一つ，若者へのセクハラやデートＤＶを防ぐために，成人式のときにパンフ等で周知をしたら
いかがでしょうか。
次に，福祉のまちづくりで，子育て支援についてお尋ねをいたします。
南方子育て支援センターの建てかえ中の行き先は，番町保育園に決まりました。建てかえ期間中の
２年間は，一時保育はお弁当持参など，利用者の皆さんに不便をおかけすることになります。また，
駐車場も有料で，１回300円必要とお聞きしています。市役所でも図書館でもパスポートセンターで
も割引があります。子育て支援センター駐車場の割引制度についてどのようにお考えでしょうか。
次に，放課後子どもプランについてです。
児童クラブの対象児童は３年生までの中，４年生以上の子どもの居場所として放課後子ども教室の
設置を希望する保護者の皆さんの声もあります。京山公民館や大元公民館などでの先進的な取り組み
もあります。放課後子ども教室の現状，児童クラブとの連携，すみ分けなど，今後の展望について御
説明ください。
放課後子どもプランの進捗に当たって，児童クラブの質とサービスは確保していけますか，お尋ね
をいたします。
次に，次世代育成支援対策交付金として育児支援家庭訪問事業があります。その目的は，養育が困
難となっている家庭に対して，育児に関する技術指導や養育者の精神的サポートを行い，養育上の諸
問題の解決，軽減を図り，家庭において安定した養育が可能となるよう支援することで，児童虐待を
未然に防止することです。国の要綱と比べ，岡山市の実施要綱では支援対象者が限られています。こ
の事業の現状について御説明ください。支援対象者を広げるなど改善の余地はないでしょうか。
次に，昨年に続きことしも麻疹が流行する気配があります。麻疹の２回接種率は，岡山県内
39.5％，岡山市内26.9％と県内で最低です。麻疹排除計画事業費が計上され，中学１年生，高校３年
生がその対象となっています。麻疹の流行を防ぐためには，この年齢以上の若者への予防接種や周知
が必要です。どのようにお考えでしょうか。
次に，高齢者の安心，安全についてです。
介護保険の介護タクシーは，要支援の人は利用できません。また，介護度のある人でも自宅から病
院への外来通院は認められますが，その他はり，きゅう，あんまや整骨院，入退院や病院から病院へ
などの通院も認められていません。この状況を改善する必要はないでしょうか。
次に，高齢者虐待の緊急一時保護，短期受入居室の確保を養護老人ホームにしているとのことで
す。友楽園の短期受入居室をもっと有効に活用できるように，介護度のある方の受け入れを考えませ
んか。
玉松園は老朽化も進み，早急な建てかえが必要な施設です。新市建設計画にある事業，工程表の変
更はないでしょうか。
特別養護老人ホームには，虐待を受けている高齢者を保護する必要がある場合に，措置入所が円滑
に行える部屋数を幾つ確保しているのでしょうか。
次に，生活保護を受けているひとり暮らしの65歳以上の女性は，全国でですけれども約23万5,000
人，男性は約15万9,000人と言われています。生活保護受給者約143万人のうち，高齢者は38.7％，ま
たひとり暮らし高齢女性の過半数は150万円以下の年収と言われています。つまり高齢者問題は女性
の問題なんです。ひとり暮らしの高齢女性が安心して生活していくためには，身近な相談機関が何よ
りも必要です。どの部署が対応していますか。また，訪問相談はできますか。
もう一つ，高齢者が安心して暮らしていくためには，身近な病院の存在が欠かせません。今山陽新
聞にはシリーズで岡山の病院力というのが掲載されています。そこでお尋ねします。
市民病院の病院力とは何でしょうか。
次に，環境政策についてお尋ねをいたします。まず，土壌汚染についてです。
小鳥が丘団地の土壌汚染については11月議会で環境局長から「引き続き周辺環境の監視を行うとと
もに，地域の公害苦情を所管する自治体として，可能な限り問題の解決に努めてまいりたい」との答
弁がありました。住民と市との２者協議は続けられているとお聞きしています。その中で，住民から
どのような要望が出され，市はどのように対応するお考えでしょうか。
次に，御津虎倉の産廃処分場についてです。
平成19年２月定例市議会において請願を可決した御津虎倉の産廃処分場について，地域の自然と水
を守ってほしいという議会陳情がさらに出されています。県立公園への編入に必要な環境調査は実施
したのでしょうか。県への要望はいつごろになるのでしょうか。政令市になると，その権限は市にお
りてくるのでしょうか。
審査会の結論は出ましたか。その後，地元住民への十分な説明は行われたのでしょうか。
この地は岡山の貴重な水源である旭川につながっており，地元の方々の手で旭川源流の碑も建てら
れると聞いています。水を一滴も漏らさない仕組みの産廃処分場と聞いていますが，万が一水が漏
れ，その水により旭川が汚染された場合，その責任はだれが負いますか。業者が倒産した場合はどう
なるでしょうか。その担保はどのようにとられていますか。最終責任は市が負うことになりますか，
お尋ねいたします。

次に，ごみ問題についてです。
ごみ処理に関する費用の一部を手数料として徴収する，つまりごみ有料化の条例改正案が上程され
ています。
まず，ごみ問題の課題を解決するため，ごみ行政として最優先で取り組む施策をなぜごみ有料化と
したのでしょうか。
ごみ有料化によるごみ減量効果は，先行都市で検証されていますか。伊達市や高山市ではどうでし
ょうか。
平成18年度に策定された岡山市ごみ処理基本計画の中には，さまざまな基本施策が書かれていま
す。それらの施策に全力投球された後の有料化でよいのではないでしょうか。
今までは焼却施設や最終処分場の整備に力を注いでこられましたが，今後のごみ処理政策の基本方
針に変わりはあるのでしょうか。
本来，事業者が責任を負うべき拡大生産者責任を市民に転嫁することにならないのでしょうか。
１つ割愛します。
市民説明会を開き，市民の意見を聞いた後に，条例改正案を提案すべきです。議会で可決してから
市民に説明に行くというのは，議会が決めたから市民は従えという構図になり，ごみ減量化施策とし
ては適切ではありません。まずは，市民の中に入り，市民の声をじかに聞くべきと思いますが，御所
見をお聞かせください。
雑紙のモデル回収が３月５日から西大寺地区で始まったとお聞きしていますが，全市に拡大する時
期はいつごろでしょうか。
次に，食品の安全と地産地消についてお尋ねをいたします。
中国製ぎょうざ毒物混入事件以来，食品の安全をめぐる議論が活発化してきました。生産から購
入，保管に至るまでの食品衛生管理の問題です。同時に，60％以上もの食品，食材を外国から輸入す
るようになったここ数十年来の我が国の農業自給放棄政策に対する厳しい警告を意味していると思い
ます。農業都市岡山として，独自の農業自給政策をとるべきです。お考えをお聞かせください。
岡山市として力を入れているトラック産直市などのイベントだけではなく，日常的な地産地消を進
める地域の取り組みをもっと支援できないでしょうか。
次に，給食食品の安全性が心配です。給食に中国の天洋食品の冷凍食品を使用していた学校・園，
保育園，病院はないでしょうか。地産地消の取り組みについても，あわせて御説明ください。特に学
校給食センターでは，配送時間がかかるため，十分な調理時間がとりづらいセンター式は，外国産を
含む冷凍食品の割合が大きく，こうした事件の影響を受けやすいとの新聞報道がありました。岡山市
内の学校給食センターの状況を御説明ください。
最後に，旭川河川整備計画についてお尋ねをいたします。
旭川水系河川整備計画原案の作成に向けた説明会の開催，「地域と共に明日の旭川を考える会」
が，河川事務所の主催で各公民館で開催されています。地域の方々が参加され，地域の水問題につい
て意見を述べられています。旭川水系河川整備計画原案の作成に岡山市はどのようにかかわっている
でしょうか。
また，今在家には河川防災ステーションの設置が予定されています。岡山市の防災拠点の一つとも
なり得るものです。どのように連携されていますか，お伺いをします。
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.350
◎市長（高谷茂男君） 下市議員の旭川河川整備計画についての御質問にお答えをいたします。
旭川水系では，国土交通省において平成20年１月に河川整備基本方針を策定し，引き続き向こう20
年から30年間に施行する具体的な整備内容となる整備計画を平成20年度中の策定に向けて進めている
ところでございます。この策定に当たっては，関係市長の意見を求めるということになっております
ので，私も意見を申し上げます。
現在本市では，水と緑が魅せる心豊かな庭園都市の実現に向けて豊かな水と緑という地域資源を生
かした美しい活力あるまちづくりを推進しておりますが，岡山河川事務所においても都市緑化フェア
に向けて水辺の回廊として本市の観光資源である岡山城，後楽園周辺において来訪者や市民が楽しむ
ことのできる水辺の環境整備を進めていただくことになっており，両者が歩調を合わせて事業の推進
を図ってまいりたいと考えております。
こうしたことから，さきに申し上げました本市への意見聴取に際して，洪水や高潮などの防災対策
や利水についてはもちろんのことでありますが，市民の皆様が身近に水に親しむことができるような
豊かな河川環境の保全や整備に関してなど，本市の考えを国土交通省に申し上げ，さらに連携を深め
てまいりたいと考えております。
その他につきましては，各担当からお答えをいたします。
P.350
◎理事（佐古親一君） 政令市，行革，財政についてのうち，政令市につきまして，サービス拠点が
不足している東，南の両福祉区内は特に地域自治センター（仮称）の設置を急ぐべき，場所の選定基
準は，また地域自治センターは公民館等の既存施設などを利用して中学校区ごとに設置すべきと考え
るがとの御質問でございます。
地域自治センター（仮称）の場所選定基準につきましては，住民サービスの一層の向上と均質化を
図るという観点に加え，既存の支所等の建物や総務民生関係機能を活用して最少の経費で最大の効果
を出すという観点から，区役所候補地，現在の支所及び市民サービスコーナー等の配置状況，人口分
布状況を総合的に分析して検討しているところでございます。
また，既存のどんな施設を活用するのかにつきましても，地域自治センター（仮称）が土木農林業
務執行に関する相談，要望の取次機能や管内関係諸団体との住民の自主的な活動にかかわる連絡調整
機能を果たすことを念頭に，今後も検討を進めてまいりたいと考えております。
次に，区への一定の予算はどのように算出するのか，人事権の区への移譲内容と区長の決裁権限は
という御質問でございます。

政令市移行後におきましても，本庁の所管課が財政課，人事課に要求することが基本となると考え
ておりますが，区域の特色を生かした安全・安心ネットワークを推進するためなどに必要な予算，人
事に関する事務につきましては，市民ニーズを日常的にきめ細かく把握する区がどの程度関与すれば
よいのか，区長の決裁権限を含めて，西大寺支所の現状を参考にしながら，関係部局と協議を進める
中でその内容を固めていきたいと考えております。
次に，まちづくり会議（仮称）は自治を担う民主的な会議となるよう公募を含めた人選を行うのか
とのお尋ねでございます。
まちづくり会議（仮称）につきましては，区役所が各種行政サービスを総合的かつ迅速に市民に提
供するという機能を果たしていく観点から，そして行政への市民参加を一層増進させて市民協働の安
全・安心ネットワークづくりを推進させるという観点から，現在その設置効果，役割，機能等を検討
しておりまして，設置の是非を含めて内容がある程度固まった段階で構成員等の具体的内容を考えて
まいりたいと考えております。
最後になりますが，行革につきまして，組織体制のうち，人権推進室及び新市建設計画推進局は廃
止したほうが事業が進むのかとの御質問でございます。
人権推進室につきましては，性差別問題や外国人差別の問題解消に向けて男女共同参画課や国際課
との連携をより一層深めるため，広く市民との接点がある市民局に移すことで，今まで以上の取り組
みが展開できるものと考えております。
新市建設計画推進局につきましては，現在新市建設計画推進局が担っております新市建設計画等の
推進に係る統括，総合調整機能を企画局の事務分掌にすべて明確に規定し，その事務を大規模事業等
の調整を行っている企画室の組織体制のもとで遂行することで，今まで以上に新市建設計画等の推進
を図ることができると考えております。
以上でございます。
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◎総務局長（岡村賴敬君） 政令市，行革，財政についての項の中，まず政令市の項で，地域自治セ
ンター（仮称）の職員は何名必要かというお尋ねでございます。
平成21年度に地域自治センター（仮称）に配置する職員数につきましては，各課で作成をいたしま
した行政サービス基本台帳のデータをもとに，業務の再配分と人員の再配置について検討素案（第１
次）という形でお示しをいたしておりますが，今後本庁，区役所，地域自治センターそれぞれの機
構，機能，権限，また業務量等を具体的に検討していく中で精査をしてまいりたいと考えておりま
す。
次に，行革の中で，人件費比率でございますが，採用凍結を実施しているのに比率が下がらないの
はなぜかということでございます。
人件費比率は，普通会計ベースで人件費の決算額を総決算額で除して求めるという形でお示しをし
ておりますが，平成18年度普通会計決算によりますと，平成17年度に比較をいたしまして分母である
普通会計決算額が約88億円の減少となったのに対しまして，退職者数の増加に伴う退職手当の増額分
約８億円を含んだ人件費，すなわち分子の部分が約12億6,000万円の増加となっております。その結
果，人件費比率が平成17年度20.6％から平成18年度21.9％へと上がったものでございます。
次に，新規採用３年間凍結の中で，３年間で退職者は何人か，専門職の退職者はそれぞれ何人か，
退職後の補充についてどのような方針かというお尋ねでございます。
平成18年度から平成20年度の退職者数は約920人と見込んでおります。退職者の主な職種別に申し
上げますと，保育士95人，消防士62人，保健師11人，看護師62人，技術職99人，事務職231人などと
推定をしております。
なお，保育士，消防士，保健師など法令等で配置基準の定まっております専門職種につきまして
は，引き続き採用を行っていく予定としておりますが，その他の職種につきましては行政サービスの
低下を来さないよう，業務効率の向上を図ることなど，こういったことに努めてまいりたいと考えて
おります。
それから，男女共同参画と福祉のまちづくりについての中で，セクハラに関するお尋ねを３点いた
だきました。今回の事件を教訓に懲戒処分に当たることを明確にし，階層別セクハラ研修をするべき
だがどうか，また苦情処理委員会にセクハラ問題の専門家や弁護士を加え，さらに女性比率は40％を
下回らないよう改善すべきではないか，もう一点がセクハラのない職場にするために正規職員も非正
規職員も隔たりなく，相談，研修，懲戒処分についても差を設けるべきではないと考えるがという３
点をいただきました。
セクハラは男女を問わず人権を侵害し，人間としての尊厳を不当に傷つける人権問題であると同時
に，男女共同参画の視点に立った職場運営を阻害する問題であると認識をしております。したがいま
して，職員のセクハラ問題に対しましては，一般職の職員につきましては懲戒処分の基準に照らして
処分いたしますとともに，その他の職員につきましてもこの基準に照らして厳正に対応すべきものと
考えております。
また，セクハラ防止のためには職員一人一人がセクハラに関する正しい認識を深めること，お互い
が信頼し合って働ける環境をつくり維持していくことなど，職場風土の醸成と未然防止が大切であり
ます。そのためには，所属長を含む職場の管理監督者を対象といたしました階層別基本研修や，全職
員を対象に人権をテーマとして行っております職場研修などの場を活用いたしまして，問題意識を持
って職員の意識啓発に努めてまいりたいと考えております。
また，セクハラ苦情処理委員会につきましては，被害者の立場に立った議論がなされることが大切
でございまして，問題解決に向けて迅速に対応していくことが何にも増して重要であると考えており
ます。御指摘の，委員会の構成などを含めまして，何をどのように改善すればよいか，これは今後の
研究課題とさせていただきたいと考えております。
なお，９階に設置をしておりますセクハラ相談窓口につきましては，正規職員，非正規職員にかか
わりなく，すべての職員が相談をできる体制になっておりまして，この点につきましても一層の周知
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.352

◎財政局長（川島正治君） 政令市，行革，財政についての項で，まず土地開発公社からの買い戻し
理由と活用方法，また買い戻しの基準についてとの御質問にお答えいたします。
平成20年度当初予算で計上しております土地開発公社からの買い戻しにつきましては，まず新産業
ゾーン用地につきまして既に供用している調整池を取得するものでございます。また，宇野小学校用
地につきましても土地開発公社が先行取得し，学校においてサブグラウンド的に利用している土地の
取得でございます。土地開発公社からの買い戻しに当たりましては，事業の進捗に合わせたものや長
期保有となっている土地を土地開発公社の健全化を図る観点から，市の財政状況も踏まえながら行う
ものであり，今後とも着実に買い戻しを進めてまいりたいと考えております。
次に，借金7,000億円の原因と責任，これまでの政策決定と財政状況との関係についてお答えいた
します。
借金7,000億円と申しますのは，平成17年度末の市債残高約6,200億円に債務負担行為額約800億円
を加えたものでございますが，この要因といたしましては，過去に国が実施した経済対策とこれに呼
応して積極的に行った単独建設事業の財源として多額の市債を発行してきたこと等によるものであり
ます。これは国の方針などを踏まえた上で，本市のまちづくりを進めるために財政状況を含めて市と
して十分に検討し，その時点において政策判断をしてきたものであると考えております。
一方で，その当時において将来地方交付税が激減するということは予想もつかなかったことでござ
いまして，こうした要因も影響して財政状況が厳しくなったものと考えております。
次に，土木，下水道事業は縮小すべきか，債務負担行為額を減らす方法についてというお尋ねでご
ざいます。
財政の健全化を図るため，通常分の市債発行額を150億円程度に抑制することにより，市債残高の
縮減を図っていくこととしておるところでございます。一方で，道路改良率及び下水道普及率が他都
市と比較いたしましてその率が低い状況にあることから，事業の選択と集中により，市民福祉の向上
のため真に必要なものは引き続き整備を進めていく必要があると考えております。
また，債務負担行為額につきましては，平成22年度末までの土地開発公社の健全化計画の達成に向
けて着実に保有土地の縮減を進めるとともに，土地改良事業のあり方の議論を見据えながら効率的に
実施し，引き続き債務負担行為額の削減に努めてまいりたいというふうに考えております。
以上です。
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◎市民局長（近藤恒一君） 男女共同参画と福祉のまちづくりについての項の中で，外郭団体のセク
ハラ調査はどこまで進んだかとのお尋ねでございます。
外郭団体におけるセクハラ調査については，現在調査の取りまとめ作業中でございます。また，調
査にあわせて，厚生労働省が定めている事業主が雇用管理上構ずべき措置についての指針等を配布
し，外郭団体におけるセクハラ防止対策の点検及び未然に防止するための積極的な取り組みをお願い
したところでございます。今後，各外郭団体を所管している関係課と連携して，セクハラ研修の開催
を促すなど，セクハラのない働きやすい職場環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
次に，若者へのセクハラやデートＤＶを防ぐため，成人式のときにパンフ等で周知してはどうかと
のお尋ねでございます。
セクハラやデートＤＶを防止するために有効であると考えますので，成人式で周知するための具体
的な方法等について関係部局と協議してまいりたいと考えております。
以上でございます。
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◎環境局長（繁定昭男君） 土壌汚染について，小鳥が丘団地の土壌汚染について住民と市の２者協
議の中でどのような要望が出され，市はどのような対応をする考えかとのお尋ねでございます。
本年２月の２者協議において，住民から市に対して調査場所，項目の再検討，県の担当部局を交え
た協議の開催，健康に関する相談窓口の設置に関する要望がありました。本市としては，本件は土地
所有者と造成，販売等にかかわった事業者，汚染原因者等の各当事者間で解決されるべきと認識して
いますが，引き続き周辺環境の監視に必要な環境調査を定期的に実施するとともに，健康面での不安
に関する相談に随時応じること等により，関係部局間が連携して可能な限り問題の解決に努めてまい
りたいと考えております。
次に，御津虎倉の産廃処分場について，県立自然公園編入に必要な環境調査はしたのか，県への要
望はいつになるのか，政令市になるとその権限はおりてくるのかとのお尋ねでございます。
本市では，本年１月，御津宇甘西地区関係者と市職員による勉強会を開催し，地域の意向の把握や
自然状況等に関する情報収集を開始しました。これを踏まえて，平成20年度に現地や文献等による詳
細な調査等を行い，保全対象とすべき地域や内容等に関する地元関係者との協議結果等を踏まえて要
件が合致していると考えられる場合には県に要望してまいりたいと考えています。
なお，岡山県立自然公園条例では公園の指定，解除及び区域の変更は，関係市町村と審議会の意見
を聞いた上で知事が行うこととされており，政令指定都市に移行した後もこの規定に変更はないもの
と認識をいたしております。
次に，審査会の結論は出たのか，その後地元住民への十分な説明は行われたのかとのお尋ねでござ
います。
現在審査会の御意見をいただき，計画者に回答を求めているところです。地元説明会につきまして
は，開催要望があれば計画者に開催を求めていくこととしておりますが，その後現在まで地元説明会
開催の要望はございません。
次に，万が一水が漏れ，その水により旭川が汚染された場合，その責任はだれが負うのかとのお尋
ねでございます。
万が一水が漏れた場合の対応は，当然最終処分場設置者が行うこととなります。
次に，業者が倒産した場合どうなるのか，その担保はどのようにとっているのかとのお尋ねでござ
います。
最終処分場設置者には，埋立処分終了後の維持管理に係る経費を埋立期間中に積み立てる維持管理
積立金制度が法律で義務づけられています。この維持管理積立金は，独立行政法人環境再生保全機構
が管理しており，最終処分場の維持管理にのみ使用することができます。最終処分場設置者が倒産し

た場合は，この維持管理積立金を使用して最終処分場の維持管理を行うことができます。
なお，平成18年度から現在操業中の最終処分場全事業者から独立行政法人環境再生保全機構に維持
管理積立金を積み立てていることを確認しています。当該処分場が操業開始すれば，同様に積み立て
ているかの確認をいたします。
次に，最終責任は市が負うことになるのかとのお尋ねでございます。
産廃処理業者が産廃処分場を適切に維持管理していくことを廃棄物処理法で義務づけており，その
責任は産廃処理業者にあります。本市としましては，適切な維持管理を行っているかなど，産廃処理
業者への監視，指導を行うことが責務と考えております。
次に，家庭ごみ処理手数料の有料化について，ごみ問題の課題を解決するため行政として最優先で
取り組む施策がごみ有料化なのかとのお尋ねでございます。
本市におけるごみ問題の重要課題は，ごみの減量化，資源化の一層の推進であると考えており，減
量やリサイクルに取り組む人とそうでない人との受益者負担の公平性の確保とともに，市民のごみに
対する意識を高め，ごみの減量化，資源化の一層の推進を図るため，有料化を導入しようとするもの
でございます。
次に，ごみ有料化による減量効果は先行都市で検証しているのか，伊達市，高山市の例はどうなっ
ているのかとのお尋ねでございます。
国の示した有料化の手引の調査結果によれば，１リットル当たり１円から1.49円の料金水準で10％
程度の排出効果が報告されています。また，有料化を実施している政令指定都市，中核市，特例市に
おいても多くの都市で減量効果があらわれています。
平成元年に有料化を導入した伊達市については，１人１日当たり平均排出量で見ると，導入から一
定の期間は導入効果が見られるものの，12年後の平成13年度では導入時と同量程度に戻り，平成18年
度では80グラム程度の増となっております。
また，平成４年に導入した高山市については，さまざまな施策に取り組むことにより，１人１日当
たり平均排出量で見ると，平成18年度においても導入時より20％程度の減量となっております。
次に，ごみ処理基本計画にあるさまざまな施策に全力投球した後の有料化でよいのではないかとの
お尋ねでございます。
現在市域内でごみ処理の取り扱いに差が生じており，できるだけ早期に解消しようとするものであ
り，あわせて受益者負担の公平性を確保し，減量化，資源化をより推進するため，有料化を導入しよ
うとするものでございます。
次に，今までは焼却施設や最終処分場の整備に力を注いできたが，今後のごみ処理政策の基本は何
かとのお尋ねでございます。
平成18年度策定の岡山市一般廃棄物処理基本計画において，リデュース，リユース，リサイクルの
３Ｒを基本に持続可能な資源循環型社会の構築に向けて市民，事業者，行政の３者協働でごみの減量
化，資源化に今後取り組んでいくこととしております。
次に，有料化は本来事業者が負うべき拡大生産者責任を市民に転嫁することにならないかとのお尋
ねでございます。
ごみの有料化については，市民のごみ排出に対する意識を高め，結果簡易包装製品や詰めかえ製品
など廃棄物の発生が少ない商品の選択や不用，不急の商品購入の抑制，製品の再使用の促進などごみ
の発生抑制効果を期待しているものでございます。
なお，拡大生産者責任の強化については，従来から全国都市清掃会議を通じて要望しているところ
でございます。
次に，市民の中に入り，市民の声をじかに聞くべきだが所見をとのお尋ねでございます。
今回の条例改正案については，市民の御意見を聞く手法としてアンケートやパブリックコメントの
実施により意見をお聞きした上で，今議会にお諮りしているところでございます。
次に，雑紙の回収を全市で取り組めるのはいつからかとのお尋ねでございます。
雑紙については，モデル地区で３月５日より回収を開始したところです。今後，紙の種類や量など
の実態調査をし，東部リサイクルプラザ，新保資源選別所での受入体制，仕分け作業の状態等を検証
し，平成20年度中に全市での実施を目指してまいりたいと考えております。
以上でございます。
P.355
◎保健福祉局長（小林良久君） 政令市につきまして，まず東福祉事務所の整備について検討はいつ
終わるのか，時期をお示しください，またどういった場所が望ましいか，場所の選定条件をお示しく
ださいというお尋ねでございます。
東福祉事務所の整備につきましては，共産党竹永議員の代表質問にお答えしたとおりですが，でき
るだけ早期に方針を出したいと考えております。場所の選定につきましては，区役所及び他の行政窓
口の整備計画との整合性の問題のほかに，交通手段の利便性や駐車場確保の問題，そして整備費用の
問題等が主な条件となってくるものと考えております。
次に，安全・安心のまちづくりへの市民の要望は強く，旭川東部地区の住民の皆さんは総合病院の
設置を強く望んでいます。この市民の声に岡山市はどのようにこたえていきますかというお尋ねでご
ざいます。
総合病院につきましては，旭川の東部に数が少ないということは認識をいたしておりますが，病院
を設置することに市が対応することは極めて困難であると考えております。
次に，福祉のまちづくり，子ども対策，子育て支援ということで，育児支援家庭訪問事業について
のお尋ねでございます。次世代育成支援対策交付金として育児支援家庭訪問事業があります，この事
業の現状について御説明ください，支援対象者を広げるなど改善の余地はありませんかというお尋ね
でございます。
育児支援家庭訪問事業につきましては，現在のところ乳幼児のいる家庭で養育の支援が必要である
と思われる家庭に対して訪問による継続支援を行っております。平成18年度は66件の対象者に対して
476回訪問して支援を実施いたしました。来年度実施予定のこんにちは赤ちゃん訪問事業は，生後４
カ月までの全家庭を訪問することとしておりますが，その中で支援が必要と認められるケースについ
ても育児支援家庭訪問事業の対象とし，支援の対象を広げてまいりたいと考えております。
次に，福祉のまちづくり，高齢者の安心，安全のためにということで数点のお尋ねがございます。
まず，介護保険の介護タクシーは要支援の人は利用できない，また要介護者でも外来通院は認めら

れているが，はり，きゅう，あんま，整骨院，入退院や病院から病院は認められていない，これを改
善できないかというお尋ねでございます。
介護タクシーは，訪問介護の一つの類型である通院等のための乗車または降車の介助のサービスで
すが，訪問介護は本来居宅において行われる日常生活上の介護であり，制度上通院などの外出介助や
乗降車介助については日常生活上，社会生活上必要な行為であることから，例外的に認められている
ものでございます。入退院や病院から病院までの転院における移送については，居宅でのサービスで
ないほか，居宅からの外出介助という概念に当たらず，制度上想定された利用目的の範囲を超えてい
ると考えており，その利用を認めておりません。
なお，現在のところはり，きゅう，あんま，整骨院への通院については必ずしも医療上の必要性が
認められないケースも想定されることから利用を認めておりませんが，今後他都市での取り扱いなど
を参考にしながら，主治医の医学的な判断に基づき治療の一環としての必要性がある場合などの利用
の可否について調査，研究をしてまいりたいと考えております。また，乗降車介助につきましては制
度上，要支援者の利用はできないこととなっておりますので，御理解をいただきたいと思っておりま
す。
それから，先ほど一つ漏れました。福祉のまちづくり，子ども対策，子育て支援という中で，麻疹
の予防接種について中学１年生，高校３年生がその対象となっていますが，麻疹の流行を防ぐために
はこの年齢以上の若者への予防接種や周知が必要です，どのようにお考えですかというお尋ねでござ
います。
麻疹の流行を防ぐためには，予防接種が大切であり，定期接種の対象年齢以上の若年層に対しても
任意接種として予防接種の勧奨をしているところでございます。昨年麻疹が流行した際には，広報に
よる接種勧奨や市内の大学，専門学校等に文書による注意喚起，接種勧奨を行いました。今後とも市
民への周知を図ってまいりたいと考えております。
次に，高齢者虐待でございますが，養護老人ホーム友楽園の短期受入居室をもっと有効利用できる
ように，介護度のある方の受け入れを考えないかというお尋ねでございます。
現在友楽園では，生活支援短期入所事業を活用し，緊急を要する虐待事例に対応しておりますが，
現在は要支援，要介護と認定された方以外を対象としており，介護度のある方につきましては特別養
護老人ホームでの対応といたしております。しかしながら，高齢者虐待への緊急時の対応に万全を期
すために，今後介護度のある方の短期入所の受け入れについても積極的に検討してまいりたいと考え
ております。
次に，新市建設計画にある養護老人ホーム玉松園の老朽化建てかえ事業の工程表に変化はありませ
んかというお尋ねでございます。
養護老人ホーム玉松園の建てかえにつきましては，新市建設計画の実施工程表で平成21年度を目途
としておりますが，その建てかえ方式や運営のあり方等を現在，総合政策審議会保健・福祉部会にお
いて御審議をいただいているところでございます。
次に，特別養護老人ホームに，虐待を受けている高齢者を保護する必要がある場合に，措置入所が
円滑に行える部屋数は幾つ確保していますかというお尋ねでございます。
特別養護老人ホームへ虐待に伴う入所措置が必要となった場合の部屋の確保につきましては，あら
かじめ確保はしておりませんが，通常では各施設におけるショートステイの居室等にあきがあるた
め，その都度直ちに入所可能な施設を確認し，緊急的な入所措置を行っているところでございます。
最後でございますが，ひとり暮らしの高齢女性が安心して生活していくためには，身近な相談機関
が必要です，どの部署が対応しますか，訪問相談はできますかというお尋ねでございます。
市は現在，福祉区ごとに地域包括支援センターの本センターを，また身近な相談機関として中学校
区ごとにサブセンター39カ所を設置しております。この地域包括支援センターでは，保健師，社会福
祉士，主任ケアマネジャー等の専門資格を有する職員を配置することにより，高齢者が住みなれた地
域で安心して生活できるよう相談等のサービスの充実を図っております。また，電話，来所による御
相談以外にも，訪問による相談も行っております。
なお，それぞれの地域には民生委員が配置されており，最も身近な相談相手として活用されるよ
う，この制度の周知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.356
◎保健福祉局こども・子育て担当局長（奥田さち子君） 政令市，行革，財政についての項の中で，
保育園民営化ガイドラインについて，子育て支援としての保育園の拡充に力を入れるべきであり，保
育事業はスクラップ・アンド・ビルドの対象とすべきではないと考えるがとのお尋ねでございます。
竹之内議員に御答弁したとおり，これからも子育て支援としての認可保育園の整備等について力を
入れてまいります。公立保育園の民営化は，公立保育園と私立保育園それぞれの役割が十分に発揮さ
れ，結果として本市の保育水準を高め，子どもたちにとっての保育環境の向上を図っていくこと，良
質で持続的な保育サービスが提供できる体制づくりを目的とするものであり，御理解をいただきたい
と思います。
次に，男女共同参画と福祉のまちづくりについての項の中で，番町保育園での子育て支援センター
駐車場の割引制度についてどのように考えるかとのお尋ねでございます。
来年度から休園する番町保育園を南方地域子育て支援センターの建てかえ期間中の代替施設として
利用することといたしましたが，当施設には駐車場がないため，利用期間中は周辺の月決め駐車場を
10台程度借り上げる必要があると考えております。こうした状況から，利用者には可能な限り公共交
通機関の利用をお願いするとともに，借り上げ駐車場の利用に当たりましては，一定額の負担をお願
いしたいと考えております。高額な負担とならないよう，利用者の方と十分協議して決定してまいり
たいと考えております。
次に，放課後子どもプランの推進に当たっては，児童クラブの質とサービスを確保していけるかと
のお尋ねでございます。
厚生労働省の見解では，放課後子どもプランは利用者のニーズ等に応じて必要な地域に必要なサー
ビスを提供するものであり，その実施によってこれまでの放課後児童クラブの水準やこれまで果たし
てきた役割，機能が損なわれるものではないとされており，市としましても児童クラブについては長
年地域との連携の中で培ってきたものであり，今後とも学区の特性やクラブの自主性を尊重しなが
ら，質の向上に努めてまいりたいと考えているところでございます。

次に，食品の安全と地産地消についての項で，給食に天洋食品を使用していた保育園はないか，ま
た地産地消の取り組みについても説明をとのお尋ねでございます。
中国産冷凍ぎょうざ等の使用状況について公・私立保育全園に問い合わせましたが，使用した実績
はございませんでした。保育園での地産地消につきましては，年度当初に各調理用食材納入業者にあ
て，生鮮食品は鮮度のよい物で可能な限り地場産の食材等を納入するよう指導しているところでござ
います。
以上でございます。
P.357
◎経済局長（渡邊憲明君） 食品の安全と地産地消について，農業都市岡山として独自の農業自給政
策を，日常的な地産地消を進める地域の取り組みに支援をとのお尋ねでございます。
本市では，南部の平野部において稲作や野菜，中部丘陵地における桃，マスカットなどの果実，北
部中山間地の酪農など，その自然風土を生かしたさまざまな農業が営まれております。そうしたこと
から，消費者の求める多様な農産物を提供することが可能であると言えます。地産地消は，議員御指
摘の農業自給に有効な施策であり，農業生産の拡大はもとより，輸送距離の短縮による環境負荷の低
減なども期待できるものと考えております。
今後，農協や生産者などと連携をとり，市中心部や住宅地での産直市の実施，消費者への直売所の
紹介などの施策を積極的に行い，それぞれの地域で行われる地産地消の取り組みを支援してまいりた
いと考えております。
以上でございます。
P.357
◎都市整備局長（白神利行君） 旭川河川整備計画について，旭川水系河川整備計画原案の作成に岡
山市はどのようにかかわっているのかとのお尋ねでございます。
河川管理者の国土交通省岡山河川事務所が河川法に基づき旭川水系の河川整備計画原案を作成する
に当たり，学識経験者や「地域と共に明日の旭川を考える会」において，地域住民から意見を聴取し
ておられます。中でも沿川地域の住民に対して，２月21日から３月18日まで計15回の説明会を開催し
ている最中であり，今後は広くアンケート調査も実施すると聞いております。この説明会につきまし
ては，岡山市も参加し，地元からの御意見，御要望については今後岡山河川事務所とともに集約し，
情報を共有してまいりたいと考えております。
次に，今在家には河川防災ステーションの設置が予定されており，岡山市の防災拠点の一つともな
り得るが，どのように連携しているかとのお尋ねでございます。
今在家の河川防災ステーションは，洪水時の水防活動や緊急復旧活動を行うための拠点，水防資材
など資材の輸送基地として河川管理者が整備するものであり，現在国土交通省岡山河川事務所が約１
万6,000平方メートルの敷地を造成し，既に地中には捨て石が備蓄されており，今後駐車場，ヘリポ
ート，車庫等が整備される予定となっております。これらの施設整備にあわせて，市は水防活動に必
要な資材や大規模災害時に必要となる非常食や毛布などを備蓄するための施設の整備を計画してお
り，現在河川管理者の国土交通省と協議を進めているところでございます。この河川防災ステーショ
ンが整備されることにより，国，市，地元住民が一体となったスムーズな水防・防災活動ができるも
のと考えております。
以上でございます。
P.358
◎病院局長（新田佳久君） 男女共同参画と福祉のまちづくりについての項，高齢者の安心，安全の
ためにの中，市民病院の病院力とは何かとのお尋ねでございます。
現在の市民病院における特徴は，救急，感染症を初め，肝疾患，脳疾患，血液・腫瘍，血管内治
療，リューマチなどの分野でございます。これらを中心に患者さんにわかりやすい医療の提供とチー
ム医療による医療の質の向上に力を入れているところでございます。
次に，食品の安全と地産地消についての項，給食に中国の天洋食品の冷凍食品を使用していない
か，また地産地消の取り組みについてのお尋ねでございます。
市立病院では，天洋食品の冷凍食品を使用したことはございません。また，地産地消の取り組みに
つきましては，これまでもできるだけ地元産の食材を使用してきておりますが，新年度からの委託に
おいても業務仕様書において，できるだけ県内産を使用するように規定しているところでございま
す。
以上でございます。
P.358
◎教育長（山根文男君） 政令市の中で，Ｂ－１区の東部地区図書館の建設時期を決定すべきと考え
るがとのお尋ねでございます。
東部地区図書館につきましての必要性は，十分認識をいたしております。財政状況等を勘案すれ
ば，建設の時期をお示しすることはできませんが，今後ともその整備に向けた努力をしてまいりたい
と考えております。
次に，男女共同参画と福祉のまちづくりについてという項で，福祉のまちづくり，子ども対策，子
育て支援ということで，放課後子ども教室の現状と児童クラブとの連携，すみ分けなど，今後の展望
についてということでございます。
放課後子ども教室は，本年度47カ所で実施をいたしておりまして，平均の実施回数は約64回となる
見込みでございます。放課後子ども教室と児童クラブを両方実施している小学校は34校でございまし
て，そのうち33校で児童クラブに所属している児童が放課後子ども教室に参加をするなど，両事業の
連携が深まっていると考えております。今後とも，生活の場である児童クラブと社会教育の場である
放課後子ども教室のそれぞれのいいところを損なうことなく，両事業が一体的，効率的に運用できる
ように国に制度改正を働きかけてまいりたいと考えております。

次に，食品の安全と地産地消という項で，給食で中国の天洋食品の冷凍食品を使用した学校はない
か，また地産地消の取り組みは，岡山市内の学校給食センターの冷凍食品の使用状況はというお尋ね
でございます。
岡山市の学校給食におきましては，天洋食品の冷凍食品は一切使用いたしておりません。学校給食
センターにおきましては，冷凍食品に頼らず，手づくりを基本といたしておりまして，単独調理場と
変わりはございません。今後とも引き続き安全な給食の提供に努めてまいりたいと考えております。
また，地産地消につきましては，公明党を代表しての松岡議員の御質問にお答えしたとおり，積極
的に取り組んでいるところでございまして，今後ともなお一層積極的に取り組んでまいりたいと考え
ております。
以上でございます。
P.359
◎消防局長（藤原文法君） 政令市関係について１点のお尋ねでございます。
一般的に消防署を建設する場合の場所選定条件についてでございます。お答え申し上げます。
消防署の建設場所につきましては，一般的には敷地面積約3,000平方メートル以上が望ましく，か
つ市域全体の適正配置と消防車両出動の利便性等を考慮し選定することといたしております。
以上でございます。
P.359
◎新市建設計画推進局長（高橋義昭君） 行革，組織体制の中で，金川病院の所管は新市建設計画推
進局であるが，平成21年以降，金川病院建設の責任者は企画局長になるのかというお尋ねでございま
す。
金川病院の建てかえにつきましては，新市建設計画・基本計画全部で76事業ございますが，その中
で唯一例外的に新市建設計画推進局が直接担当をしております。今回の国立病院機構岡山医療センタ
ーとの連携が正式に成立をした暁には，速やかにより専門的な部局に所管がえをし，具体的，専門的
な検討を行うのが適当と考えております。
〔24番下市香乃美君登壇，拍手〕
P.359
◆24番（下市香乃美君） それでは，再質問をさせていただきます。
まず最初に，ちょっと印象に残っているので，新市局長，金川病院ですけど，決まったらというこ
となんですよね。この段階では，お話があったというだけで，まだ決まってませんよね。こういうよ
うな状況で，まだ現在は決まってもいない，またいつ決まるかもわからないし，決まってからもまだ
お話があると思うんですよ。そういうときに，担当がかわるというのは余りよろしくないのではない
かと思うんですけれども，その辺は大丈夫なんでしょうか，ちょっと聞いておきたいと思います。
それと，消防局長，今一般的な場合ですけれども，約3,000平方メートル以上という御答弁があり
ました。先ほど聞きました今在家の河川防災ステーション，ここって今言ってくださったように１万
6,000平米あるんですよね。そうすると，候補地の一つになるでしょうか，教えてください。
それから，東福祉事務所のことです。早期に方針を出す，もうぜひ出していただきたいんですけれ
ども，利便性を考えてというお話もありました。東はふれあいセンターの中に福祉事務所が入れませ
んでした。そういうことも考えると，区役所と同一の場所がいいのではないかなと私は思うんです
が，御所見をお伺いしたいというふうに思います。
それから，地域自治センターです。
これ全体と，東と南は違うというふうに思うんです。なぜ違うかというと，東と南には，特に東に
は支所がないんですよ。ということは，支所によるサービスはこれまでずうっと行われてこなかった
わけです。そういう特殊性がありますから，ここについては，要は支所のサービスが100であるとす
れば，なかった東の地域というのはゼロなわけでして，ここは最優先すべきだというふうに思うわけ
です。それで，心配をしているのは，11月議会で議会の要望としても上げました，総務委員会で企画
局長からお話もありました。どれだけ進んでいるのか，よく見えないんですよ。どれだけ進んでいる
のか，わかるように御説明をいただけたらというふうに思います。
それから，病院のことです。認識はしているが，市としては極めて困難だという御答弁が保健福祉
局長からありました。現在市民病院の建てかえが議論されているわけです。そういう中でも，市とし
ては受けとめられないのでしょうか。また，旭川東部の住民としては総合病院の設置を強く望んでい
るということもつけ加えて，重ねてですがお尋ねをさせていただきます。
それと，人権推進室と新市建設計画推進局の話です。今の理事の御答弁は，変わりがないどころか
よくなるということだったんですけれども，局でも室でも課でもその権限というのは同じなんでしょ
うか。推進力には違いがあるというふうに私は思うんですが，お答えください。
それと，採用凍結の件です。今御答弁がありましたように，３年間で920人，まあそのうち専門職
については採用をするということなんですが，大変厳しいですよね，現場としたら。市長は３人分働
けとおっしゃってるけれども，現実的には人が要る。何でかというたら，現場に行くのに１人で３つ
の箇所に一遍には行けないと思うんですよ。土木，農林，その辺本当に，また福祉事務所なんかも，
現場に行かなくちゃならない部門は大変厳しくなると思うわけです。その際に，どうしても人が足ら
ない場所はどうするんですか。臨時なりを採用する，そういう方向をお持ちですか，お尋ねします。
それと，財政の件ですけれども，財政局長のお話だと国の方針に従って，そのときの財政状況から
政策判断をしたから間違ってはいなかったと，こういうふうにとれるわけです。それでこうなってし
まったら，じゃあだれが責任を負うんですか。そこのところの御答弁がなかったと思うので，もう一
度お願いします。
男女共同参画，セクハラの件です。御丁寧な御答弁をいただきまして，私この件は議員になったと
きから女性議員は，岡山市議会は本当超党派で一致して男女共同参画に力を入れてきました。その中
で，こういう事件が起こったのはもう非常に残念なんです。本当これまでの対策を大いに反省する必
要があると思います。今御答弁の中にもありましたけれども，セクハラが起きるっていうのは男女共
同参画が進んでいない，とまっている，私はそういうことではないかというふうに思うんです。その

政策が，最初始めたときは，立ち上げたときは力が入っていたけれども，だんだん年月とともに最初
のときの気持ちが薄くなっていってしまっているのではないかと。クレームとか問題が起きたってい
うことを逆手にとって，その部分は大いに改善をすべき，いいときだというふうに思うんです。男女
共同参画推進本部がございまして，その本部長はもちろん市長でございます。やっぱりトップの方の
気持ち，決意，もう本当それが一番だと思うんです。このひな壇を見ても，女性はふえてないんです
よ。そういうことも含めて，男女共同参画にどうやって取り組んでいくか，ぜひ御意見をお聞かせい
ただきたいというふうに思います。
それと，ごみの問題じゃなくって，その前に御津虎倉の産廃処分場についてです。
今御答弁として，環境再生保全機構があって，そこがあるから大丈夫だというお話がありましたけ
れども，福井県敦賀市では，現在民間廃棄物処分場で土地の行方が宙に浮いて困っている状況にあり
ます。住民の皆さんが一番心配されてるのは，企業がいなくなって責任者がいなくなる，小鳥が丘の
土壌汚染もそうですよね。油を出した会社はもうつぶれて，ないわけです。そうなったときにだれが
責任をとるのか。処理業者とおっしゃいましたけれども，私はここのところを市がどれだけカバーす
るか，どこまで責任がとれるのか，この土地ですね，土壌と水に市が責任を持つのか，そのことにつ
いてもう一度お尋ねをいたします。
それから，きょう何人もの方が立っております，ごみ問題ですが，私はこのごみ有料化によるごみ
減量効果は本当なのかどうか，そのところをちょっとお尋ねしたいというふうに思います。先ほど伊
達市，高山市のことを御紹介がありました。でも，もう既に有料化をしてる都市はたくさんあるわけ
です。他都市も含めて，ごみ有料化によるごみ減量効果っていうのを科学的に検証してますか。たく
さんありますから，その辺を研究，検証したのかどうか，それでごみ有料化によるごみ減量効果はど
うだったのか，もう一度御答弁をいただきたいと思います。
それと，岡山市ごみ処理基本計画，まあ全力投球をしているということなんでしょうけれども，ご
み処理基本計画には現状と課題の中で取り組むべきこともたくさん書かれております。その中で，ち
ょっと一つだけ，その３Ｒの行動計画の中でも，ごみステーションでの排出指導っていうのがあるん
ですけれども，これはやられたんでしょうか，お答えをお願いしたいと思います。
それと，拡大生産者責任のことです。
これは有料化によって，この生産者がつくったというごみを，そのごみの処理を市民に転嫁すると
いうことになるんですか，ならないんですか。ちょっともう一度お願いをしたいと思います。
それと，平成27年度に平成16年度比で15％削減という目標を掲げてます。その根拠は何なんです
か。それと現状はどうなんですか。これ10年で割ると毎年1.5％ずつ減らしていくという，そういう
ことなんでしょうか。
それともう一つ，市域内の差があるから有料化なんだというお話がありました。先ほどもありまし
たけれども，市域内の差を言われるんだったら，一度無料にすべきだと，私もそういうふうに思いま
すので，重なりますけれども御所見をお伺いします。
これで２回目を終わります。（拍手）
P.361
◎理事（佐古親一君） 局でも室でも課でも権限は同じなのかという御質問がございました。
新市建設計画推進局や人権推進室の事務分掌，組織機能を企画局や市民局へ移管するということで
ございまして，職務権限に変わりはございません。その権限をだれが行使するかにつきまして，局
長，室長とか職階に対応して決めているものでございます。
以上でございます。
P.361
◎総務局長（岡村賴敬君） 採用凍結に関連して，特に現場部門が厳しい状況ではないかという重ね
てのお尋ねでございます。
先ほどもお答えをいたしましたが，現在お示しをしております業務の再配分とそれに伴う人員の再
配置ということでの検討素案（第１次）という形でお示しをしております。これをもとに，これまで
もお答えをしておりますように，時期的な閑繁とか業務の増大による忙しさ，また見直すべき業務の
収れんとか統合，合理化，それ以上の業務効率化，こういったことを組み合わせながら，各部署と情
報を共有して職員の再配置で基本的には対応してまいりたいと，これをこれからの各部署の機構や機
能，権限，業務量，こういったことの検証の中で精査をしていきたいと，このように思っております
ので，御理解をいただきたいと思います。
P.361
◎企画局長（難波巧君） 地域自治センター（仮称）につきまして，東福祉区にはこれまでも支所が
なかったという特殊性があるので，最優先で整備すべきというお尋ねでございます。
東福祉区のサービス拠点につきましては，行政区画の編成等の方針を決定する中で，審議会答申を
受け，比較的サービス拠点が不足している東福祉区には区役所等を配置し，市民サービスの向上を図
るというふうになっております。このことを踏まえ，先ほども御答弁ありましたけれども，地域自治
センターの配置に関しましては，そのあり方につきまして，区制施行のもとで住民サービスの一層の
向上，均質を図るという観点から，現在の市民サービスコーナー等の配置状況，区役所候補地，人口
分布状況等を総合的に分析し，その中で検討を行ってるところでございます。
次に，市民病院を旭川の東部にという御質問がございました。
新たな病院の機能につきまして，現段階で検討してるということでございまして，現段階では今の
機能のまま市民病院を旭川の東に建てかえるとか，旭川の西に建てかえるというふうな，位置につい
ては決まっておりません。まずは，これから新たな病院の機能などについて詳細に検討してまいりた
いというふうに考えております。
以上でございます。
P.361

◎財政局長（川島正治君） 財政悪化の責任という再質問でございます。
これにつきましては，先ほども御答弁させていただきましたけれども，借金といいますのは，起債
を起こしておるということでございまして，逆を返しますとそれだけ本市のまちづくりの事業という
ものを積極的に進めてきたという側面もあるわけでございます。そういう中で，その当時，当時では
やはり財政状況を含めまして市として十分検討をした，そういう政策の判断をしてきたものであると
いうふうに考えております。
ただその一方で，その後地方財政制度に大きな改正というものがございました。三位一体改革とい
う中で，地方交付税が平成15年度，また平成20年度と比べますと，約４分の１減ってしまっておると
いう状況，その当時においてそういうことを予想だにできなかったということもあるわけでございま
して，そういった双方の要因によりまして財政状況が厳しくなったというものと理解しております。
以上でございます。
P.361
◎市民局長（近藤恒一君） 新さんかくプランをつくって男女共同参画を推進している途中に，こう
いった事件が起こりまして，もう非常に私も残念に思っております。やはり男女共同参画社会をつく
るためには，これはもう市民局だけではできません。やっぱりオール岡山市として真剣に取り組まな
ければいけないと思っております。
そういったことから，この事件を契機としまして推進本部としましても，一層全庁的にセクハラ対
策，それから男女共同参画の推進に取り組んでいきたいと思っております。よろしくお願いいたしま
す。
P.362
◎環境局長（繁定昭男君） 御津虎倉地区における産廃処分場について，宙に浮いた場合，水の安全
等について市がどこまで責任を持つかというお尋ねでございますが，産業廃棄物の処分場につきまし
ては，先ほど御答弁申し上げましたように事業者自身，倒産した場合には事業を引き継いだ者が維持
管理を行うということから事業者自身の責任になるというふうに考えております。
また，ごみの有料化により減量効果があるのか，他都市の調査等もしたのかというお尋ねでござい
ます。
本市におきましても，昨年12月特例市，中核市，政令市の90市に有料化に関する調査を実施いたし
ました。有料化を実施している15市の調査結果によると，市民１人当たりの排出量では６市が20％を
超える減量化率でございました。２市が10％を超える減量化率，４市は10％未満ということで，３市
についてはまだデータが整ってないということでありました。
以上のような調査結果から，減量効果はあるというふうに考えてございます。
それから基本計画で，ステーションの排出指導はやったことがあるのかというお尋ねですが，ステ
ーションのパトロール等強化に取り組んでいるところでございます。また，町内会等とも連携をして
排出指導にも取り組んでいるところでございます。
次に，拡大生産者責任について市民転嫁にならないのかというお尋ねでございます。
これは本日も御答弁申し上げましたように，やはり受益者負担ということで，受益は排出者という
ことで，ごみ処理のサービスを受ける排出者が受益となり，その負担をするということから，拡大生
産者責任の転嫁には当たらないというふうに考えております。
また，平成27年度までの減量，15％減という減量の根拠はという御質問でございます。
この減量につきましては，３Ｒの行動計画を中心に，例えば生ごみの減量化などについて今後どう
取り組むか，あるいは雑紙であるとか，分別の徹底であるとか，そういった課題を克服していくこと
によって平成27年度までに15％削減しようという大きな目標を立てたものであります。御指摘の，
個々の積み上げによって15％を算出したものではございません。
また，市域内の差であるなら，一度無料にすべきだというお尋ねでございますが，これもこれまで
御答弁申し上げましたように，ごみ処理の取り扱いについては合併協議の中で，その取り扱いで当面
現行のままで合併後調整するということになっておりました。そういった中で，市域内に差があると
いうことは好ましくないということから，早期に制度の統一を図ろうとするものでございます。
以上でございます。（発言する者あり）
P.362
◎保健福祉局長（小林良久君） 東福祉事務所の建てかえは，区役所と一体のほうがいいんではない
かという再質問でございますが，この旭川東地区──Ｂ－１区の区役所について具体的にどうなるの
かということは現時点では承知いたしておりませんが，保健福祉局としては東福祉事務所の建てかえ
は長年の懸案でございまして，いずれにいたしましてもこれ以上おくれないように，また市民サービ
スあるいは市民の利便性という観点を大切にしながら，関係部局と協議してまいりたいと考えており
ます。
以上でございます。
P.362
◎消防局長（藤原文法君） 現在旭川の堤防に整備が進められている河川防災ステーションのような
場所へ消防署を建設することも考えられるのかという再質問をいただきました。お答えいたします。
Ｂ－１区の消防署の設置場所につきましては，今後消防署の規模等に関して市全体の消防署所の配
置等も勘案しながら検討するとともに，未利用の市有地を初めさまざまな観点から立地の可能性を探
っていきたいと考えております。
以上でございます。
P.363
◎新市建設計画推進局長（高橋義昭君）

先ほど，今の段階といいますか，連携協議が済んだところ

で担当がかわっても大丈夫かという不安のお声をいただきました。
そこまで現在の我々の局を信頼していただいたものかと受けとめまして，感謝を申し上げる次第で
ございます。実は，この話の中で一番最初に国立さんへ行ったときに私が名刺を出したら，新市建設
計画何ならということで，実はこれどうして何かよくわからないあなたの局が来るんですかというふ
うなぐらいで受けとめまして，事の次第を申し上げるそこのところから話が始まったと。逆に言え
ば，そのことがある意味ではよかったのかもしれませんが，いずれにいたしましても，当然のことで
すけども，かわっても大丈夫なように今の段階でやっとる我々の話の中身をしっかり詰めて，レール
を敷いた上で所管をかえるということでございます。もちろん現在も，関係する部局とはしっかりと
横の連携もとって情報も共有しながら緊密な関係のもとで進めてございます。
以上でございます。
〔24番下市香乃美君登壇，拍手〕
P.363
◆24番（下市香乃美君） それでは，再々質問をさせていただきます。
やっぱり今回は，ごみ有料化のことがとても気になるわけですよ。今環境局長のほうから12月に15
市を調査したというのがありましたけれども，圧倒的に少な過ぎますよ。そんなもんじゃないでしょ
う，今もう既に有料化してる都市ね。その中では，指定袋制導入の効果は一過的な効果，有料制は減
量化効果論にはなってないと，安定的，恒久的な減量化にはなっていないという意見もあるわけです
よ。
私も，昨年出雲市に行ってお話を聞いてきました。随分前からやってるわけですけれども，やっぱ
り一過性のものだった。これね，ごみを減らすということを一番に考えるなら，市民の協力がなかっ
たらできないじゃないですか。何でその市民のところに行って話を聞かないのかと，非常に残念で
す。環境局，本当頑張ってやっていただいてるんだけれども，それをしていないのがもう非常に残念
です。ごみ非常事態宣言を岡山市はクリアしました。まぜればごみ，分ければ資源の，そういう今ま
でのスタイルがあるわけです。ぜひそれを先にやって，そうしないとごみ減量化というのは図れない
というふうに思います。お金をかけただけじゃ，いつかはとまってしまうんですから，市民の皆さん
がごみを減らそうという気持ちにならなきゃいけないというふうに思います。
それから，セクハラですけれども，あす３月８日は国際婦人デーです。1910年に女性たちが戦争の
恐怖や貧困，劣悪な労働条件の改善，男女平等の実現を求めて立ち上がった日です。岡山市もぜひ変
わっていただきたい。男女平等に積極的な市になってください。
ありがとうございました。（拍手）
P.363
◎環境局長（繁定昭男君） ごみの有料化について，一過性になることが多いということで，やはり
これは同時に施策をあわせてやっていくということも重要でありますし，さらにごみ処理について市
民の協力が必要であるということについては，我々も十分認識をしておりますので，今後とも市民の
方々と協働してやっていきたいというふうに考えております。
以上です。

