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◆24番（下市香乃美君） 傍聴席の皆さん，市政に関心をお持ちいただきまして本当にありがとうご
ざいます。
今議会では，ごみの有料化や学校の耐震化，区役所や地域センターなどについて，たくさんの質問
が出ております。私も思いのある部分がございますので，重複していても質問をさせていただきたい
と思いますので，どうかお許しをください。
それでは，まず政令市，行革，財政についてからお尋ねをいたします。
昨年11月議会中の総務委員会において企画局長は，Ｃ区の区役所の位置は来年度中に場所を決める
と答弁しています。南区の区役所の場所は，いつまでにどのような方法で決めるのですか。スケジュ
ールとその手順をお示しください。
本庁，区役所，地域センターの職員数は，市政サービス基本台帳のデータをもとに算出されていま
す。中区の職員数は，人口の一番少ない東区よりも70人も少なくなっています。その理由を御説明く
ださい。
同じく企画局長は，支所の適正配置について，東の福祉区，南の福祉区には新たなサービス拠点，
つまり支所またはサービス提供窓口を配置することも必要だと述べています。地域センターの適正配
置の基準をお示しください。
中区と南区の地域センターは，配置するのか，しないのか。配置しなくてもよいのか。配置するの
なら，いつまでにどのような方法でするのか。スケジュールとその手順をお示しください。
支所の公金取り扱いの経理事務について御説明ください。
次に，証明書自動交付機についてお尋ねをいたします。
これまで岡山市では市民の利便性を図るため，郵便局や農協，公民館などでの住民票の発行に取り
組んできました。今議会には，証明書自動交付機10台の設置費１億700万円が計上されています。羽
場議員の質問には，土日や時間外での対応，場所の増加のためとの答弁がありました。しかし，一般
財源5,400万円を使い，維持管理費も必要になります。これまでの政策との整合性，緊急性の有無，
あるいは費用対効果について御説明ください。
今後，印鑑登録や住基カードの発行手数料の見直しを検討するとのことですが，なぜ条例改正案を
同時に出さないのですか，お尋ねをいたします。
次に，県が計画し既に進めている土木事業も，県の計画どおり進めていくような人事配置を考えて
いますか。
大規模橋梁，大規模トンネルなどの県の技術力はどのような方法で継承していきますか。
県からの派遣は，30人から40人と見込まれていますが，土木職員の人数は何人必要だとお考えでし
ょうか。
次に，財政健全化法についてお尋ねをいたします。
岡山市が発表をした財政収支見通しによりますと，５年間で200億円を超える収支不足が生じる見
込みだが，行財政改革を進めることを前提に，自治体財政健全化法に基づく財政再生団体に転落する
おそれはないと試算が出ています。実質赤字比率，連結実質赤字比率ともに黒字でゼロ％とされてい
ます。では，黒字の幅は幾らなんでしょうか。
第三セクターや外郭団体も含まれる将来負担比率は190％前後とされています。では，その負債金
額は幾らですか。
一般会計が将来負担すべき実質的な負債が5,000億円を超えた場合，早期健全化基準をクリアでき
ますか。
財政健全化法では，議会に報告をしなければならないことになっております。９月議会に報告しま
すか。
次に，借金7,000億円のことです。
２月議会で，土木と公共下水道で借金の半分以上を占めているから，これらの事業は減らすのかと
質問すると財政局長は，道路改良率及び下水道普及率が他都市に比較し，その率が低いので，必要な
ものは引き続き整備を進めていくと答弁しました。しかし，財政悪化の責任についての質問には，借
金は起債を起こしているので，本市のまちづくりの事業を積極的に進めてきた側面もあると答弁して
います。改めてお尋ねをいたします。
なぜ，岡山市の借金は7,000億円にも膨らんだのでしょうか。
次に，債務負担行為額についてお尋ねをいたします。
土地開発公社の保有土地の縮減はどのように進んだのでしょうか。
また，土地改良事業のあり方の議論は，どのように進んでいるでしょうか。
次に，男女共同参画についてお尋ねをいたします。
今議会の崎本議員の質問に総務局長は，苦情処理委員会という名称は今後の研究課題だと答弁して
います。セクハラは苦情だとお考えなのでしょうか。
２月議会で市民局長は，推進本部として全庁的にセクハラ対策，男女共同参画の推進に取り組んで
いきたいと答弁しています。今年度の取り組みについて御説明ください。
セクハラ研修等では，平成11年７月１日のセクハラ指針──岡山市が決めたものですけれども──
の徹底を図るべきと考えますが，いかがでしょうか。
次に，2007年12月にワーク・ライフ・バランス憲章と行動指針が策定され，内閣府には仕事と生活
の調和推進室が設けられました。行動指針では，10年後の数値目標が示されています。男性の育休取
得率は，アンケート調査で該当者の10％がとりたいと回答したものであり，根拠の乏しい目標となっ
ています。女性の正社員化や賃金など，男女格差縮小の数値目標は全く示されていません。ワーク・
ライフ・バランス憲章と行動指針についての御所見をお示しください。
次に，児童扶養手当は父と死別，あるいは両親が離婚，母が非婚などで生まれた子どもに対し，収
入に応じて月約１万円から約４万2,000円を支給しています。受給者は，1995年から急増し，2006年
には95万5,000人を超えました。2002年の改定で，全額支給対象の年間所得額の上限が引き下げられ
ました。また，３歳以上を扶養する世帯では給付開始から５年以上たつと，最大で半額減らされるこ
とも決まってしまいました。
さて，ことし２月に政令が公布され，手続を行わないと４月分より減額されることになりました。
この手続の対象人数及びその周知方法，また現状について御説明ください。
次に，就学援助は教育の機会均等という観点から，1950年代に制度が整えられました。50年経過し
て，教育の機会均等は学校に行けるか行けないかという問題ではなく，子どもが能力や可能性を広げ

ることのできる機会均等の保障となりました。この制度は，国の法律に基づいた市の義務です。岡山
市の就学援助費は毎年金額がふえていますが，必要な援助はしなければならないと考えます。なぜふ
えているのか，その理由，また市民への周知の方法と，この制度に対する岡山市の考え方をお示しく
ださい。
次に，国は３歳未満の子どもを持つ社員を対象に，短時間勤務と残業免除の制度を企業に義務づけ
る方針を固めました。
また，男性の育児休業制度の取得を支援するため，原則一度しかとれない休みを分割してとること
ができるように改めます。岡山市役所の現状を御説明ください。
また，内閣府は６月13日の男女共同参画会議で，高齢男女の経済不安と日常生活に焦点を当てた初
の調査報告を提示しました。高齢単身女性の約半数が年収180万円未満で，２割強は年収120万円未満
で暮らしていました。高齢単身男性は地域で孤立する傾向があり，未婚の単身男性の１割は年収60万
円未満でした。将来的には一層深刻になりそうですし，単身世帯が主流となる社会への備えが必要で
す。自立支援の取り組みを加速する必要があると考えますが，いかがでしょうか。
次に，環境政策についてお尋ねをいたします。
2003年３月，循環型社会形成推進基本計画が策定されました。この計画では，2000年と比べ，ごみ
量を2015年までに家庭ごみ量も事業所から出るごみ量も20％削減する，１人が１日に排出するごみ量
を530グラムとする目標を定めています。そして，環境省は１，リサイクルの推進，２，ごみ処理の
有料化を検討している全市町村で実施，３，ごみ減量のＰＲ促進などにより達成できるとしていま
す。岡山市は，この基本計画に沿って計画を考えていますか。岡山市の計画で，上記目標は達成でき
ますか。
ごみの排出量は，１人１日当たり163グラム減量，資源化量は１人１日当たり58グラム減量を目標
にしています。これらの減量は資源化で達成できるとお考えでしょうか。
２月議会で環境局長から，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。受益
者負担の公平性を確保し，市民のごみに対する意識を高めるために有料化を導入すると説明がありま
した。市民説明会実施後も，その考えに変わりはありませんか。ごみ有料化に関する市民の意見は，
聞きおくだけということですか。
市長は，今議会の羽場議員の質問に対して，どっかの時点でやらないといけない。ここでやって，
いろんな環境政策を進める，区切りをつけようと答弁しています。合併地区が有料なので，岡山市も
早く有料にしようということでしょうか。
また，市長はマナーの悪い人は処罰していくと答弁しています。マナーの悪い人を処罰するには，
条例改正が必要ではありませんか。いつ提案するのですか。
次に，市民に負担を強いる手数料は条例で定めなければなりません。したがって，ごみ有料化にか
かわる手数料条例が改正案として提案されています。合併地区のごみ袋代金は，雑入として収入され
ています。雑入とは何でしょうか。手数料とどう違うのでしょうか。合併地区のごみ袋代金は「なお
従前の例による」という条文で収入されています。なぜ条例に有料のごみ袋代金を明記しないのです
か。
次に，容器包装リサイクル法では消費者は分別して排出し，市町村が分別収集し，事業者は再商品
化するという３者の役割分担を決め，３者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義
務づけています。なぜ岡山市は容器包装廃棄物の分別収集を実施しないのですか。その理由をお示し
ください。
次に，レジ袋のことでお尋ねをいたします。
プラスチック製容器包装類は，2003年度で約470万トンが国内出荷され，そのうち38.5万トンが資
源化されています。この出荷量の約10％から15％がレジ袋と推定されています。レジ袋の削減は，事
業者に義務づけられました。今月末には，改正容器包装リサイクル法報告期限となります。岡山市内
業者のレジ袋削減率について御説明ください。
レジ袋無料配布中止の意義は大きく，次の環境行動につながる大きな一歩になると考えます。御所
見をお聞かせください。
京大環境保全センターの調査によりますと，レジ袋については鉛などの重金属類を高濃度に含むも
のがあること，レジ袋の排出に伴って国内で焼却されている鉛量は年間100トンから200トンと推定さ
れ，これは焼却対象ごみに含まれる鉛の20％程度を占めています。重金属類制御といった観点から
は，これらの３Ｒ展開，代替製品の使用，鉛フリーレジ袋への転換など，総合的対処が求められると
考えますが，いかがでしょうか。
次に，蛍光管のことについてお尋ねをいたします。
平成13年11月定例会において，蛍光管の分別処理を求めました。そのときのポイントは，水銀の環
境汚染や収集する労働者の健康被害の観点を重視しました。蛍光管の適正処理では，ガラスはセメン
ト原料やグラスウールに，水銀は回収されます。蛍光管の水銀は金属（無機）水銀で，体内に吸収さ
れることはないとか，空気中への飛散も微量であり，影響はないという前回の答弁にとどまっていい
のでしょうか。金属（無機）水銀にも毒性はあります。ＥＵでは，水銀の使用を制限，蛍光管のゼロ
使用は代替物がないため，使用量の削減が課題となっています。全国的にも蛍光管の分別収集リサイ
クルに取り組む自治体があります。県下においても，埋立ごみから再資源化までの適正処理を行って
いる自治体もあります。
実際に分別収集を行おうとする場合，割らずにどう回収するか，また再処理のコストをどうするか
という課題があります。回収は家電販売店を活用してはどうでしょうか。再処理のコストについて
は，国に蛍光管の法的な位置づけを明確にするよう求め，適正処理システムの中でコスト負担の仕組
みも早急に確立することを求めるべきだと思いますが，いかがでしょうか。
次に，御津虎倉の産廃処分場についてお尋ねをいたします。
審査会の結論と，その後の状況，今後のスケジュールについて御説明ください。許可はいつごろ出
すのでしょうか。
事故が起きた場合，岡山市の許可責任はどこまで及ぶのでしょうか。
２月議会で環境局長から，万が一水が漏れた場合の責任は最終処分場設置者が行うとの答弁があり
ました。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とのことですが，その金額は幾らでしょうか。
万が一事故が起こった場合，それを全部使うことができますか。また，維持管理積立金で不足した
場合はどうするのでしょうか。
次に，思春期の子どもたちについてお尋ねをいたします。

岡山県内の中学校３年生１万8,074人中，男子326人，女子359人が平成18年度不登校の生徒でし
た。平成18年度中学校卒業後の不登校生徒の進路は，岡山市内ですけれども，全日制に27％，定時制
に16％，通信制に14％，就職が12％，その他が30％となっています。中学校卒業後も引き続いて子ど
もたちをケアしていくことが大変重要です。来年４月には児童相談所も設置されます。思春期，青年
期の子どもたちの福祉の形を考えるプロジェクトチームをつくるべきと考えますが，いかがでしょう
か。高校進学後の相談窓口，就職相談など，若者対象の施策を推進する担当はどこになりますか。
次に，ぷれジョブについてお尋ねをいたします。
京山公民館のチューリップの会でぷれジョブが始まりました。６月11日には市長との懇談も行わ
れ，市長からは我々もできることはしようとの力強い御意見をいただきました。倉敷では，ぷれジョ
ブを機に不登校を乗り越えて，高校への進学切符を手にした事例もあります。倉敷教育センターで
は，不登校の子どもたちの指導にぷれジョブを取り入れています。市の具体的支援策について御説明
ください。総合教育センターでぷれジョブを取り入れてみませんか，お尋ねをいたします。
次に，安全・安心のまちづくりについてお尋ねをいたします。
５月に起きた中国・四川大地震に続き，14日には日本の東北地方を大きな揺れが襲いました。東ア
ジアは，幾つにも分かれた巨大な岩盤──プレートがせめぎ合う地震の巣であることを改めて浮き彫
りにしました。今議会でもたくさんの質問が出されていますが，私も一つお聞かせいただきたいと思
います。
校・園舎の耐震化率は46％で，382棟には耐震性はありません。昨年度で終了した学校・園舎の耐
震化優先度調査を情報公開し，早急に耐震診断，耐震補強計画を策定すべきと考えます。子どものこ
とを後回しにはできません。どのようにお考えでしょうか。
また，13日に三勲小学校の廊下の天井からモルタル材，直径約1.5メートルがはがれ落ちました。
天井等のモルタル落下について，安全点検が必要ではないでしょうか。
岡山市耐震改修促進計画によりますと，市有施設は平成27年度末には85％の耐震化率を目標として
います。児童クラブの耐震化の方法についてはどのようにお考えでしょうか。
最後に，学校給食の安全・安心でお尋ねをいたします。
高知県南国市では，５年前から完全米飯給食を実施しています。岡山市で米飯週５日制に当たり，
できない理由はありますか。モデルケースとして開始できる地域はないんでしょうか。各学校単位で
実施することはできますか。学校給食の民間委託の議論の中で自校炊飯が取り入れられました。その
後の自校炊飯導入状況と現状について御説明ください。
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.209
◎市長（高谷茂男君） 下市議員の御質問にお答えいたします。
政令指定都市への移行に際しましては，岡山県から円滑な事務の移譲を受け，移行後は適切な執行
が行えるよう，市職員は政策形成能力や技術力をしっかりと身につける必要があります。このため，
昨年12月に締結した基本協定を踏まえ，県において市職員の実務研修を行っており，県職員の市への
派遣など，必要な人的支援についても具体的な協議を行っているところでございます。
現在，県へ派遣している市職員が確実にノウハウを習得するとともに，来年度以降，県から派遣さ
れてくる職員からも，そのノウハウをしっかりと受け継ぎ，市職員みずからがより高度な能力を身に
つける努力を行うことにより，円滑な事務処理を行えるよう取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
今後，専門的な研修の受講や，職員同士が知識や経験を共有するなど，お互いに切磋琢磨しながら
全体的なレベルアップを図り，政令指定都市にふさわしい岡山市を目指し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.209
◎総務局長（岡村賴敬君） 政令市，行革，財政についての項の中で，まず区役所についての中で，
中区の職員数が人口の一番少ない東区よりも70人も少なくなっている理由はということでございま
す。
中区と東区の職員数の違いでございますけれども，農業振興課でありますとか，建設課であります
とか，維持管理課，今機構上で検討している課でございますが，いわゆる土木農林関係の３課につき
まして，それぞれの区の中の業務量の違いによりまして，東区のほうが中区よりも30名程度多く試算
をしているところでございます。
また，東区におきましては瀬戸支所──仮称でございますが──として平成21年度，40名程度の職
員数を予定しております。主に，こういった要素が考えられるところではないか，結果的に東区のほ
うが70名多いという数字であらわれていると考えております。
続きまして，同じく政令市，行革，財政についての中で，県からの権限移譲と職員数について３点
のお尋ねでございます。市長答弁以外のところをお答えさせていただきます。
土木事業について，県の計画どおり進めていくような人員配置を考えているか，大規模橋梁，大規
模トンネルなどの県の技術力はどんな方法で継承するのか，県から派遣の土木職員は何人必要かの３
点でございます。
先般，お示しをいたしました人員体制の素案では，現在の県の事務量及び人員体制を参考にしまし
て，区役所を含めた土木関係の人員体制を考えております。
また，県からの派遣につきましては，県から市への事業の円滑な移行を進めるため，指導，支援な
どを行っていただくことを主な目的として，用地関係の事務職員なども含めて，土木関係業務といた
しまして20名から30名程度が必要であると考えております。
県の技術力の継承についてでございますが，今年度県へ研修のため派遣をしております職員による
技術の習得，また今年度中に行います事務引き継ぎ，また来年度以降お願いをしております県からの
派遣者等からそのノウハウを引き継ぐ，こういったことで市職員みずからもより一層技術力の向上を
図る必要があると考えてございます。
次に，男女共同参画社会についての中で，セクハラの項でございます。セクハラは，苦情だと考え

るかというお尋ねでございます。
被害者からのセクハラに対する訴え，相談につきましては，いわゆるクレームといったものの認識
ではございません。不利益の改善の申し出であるとか要望，こういったものと受けとめております。
委員会名称の変更につきましては，委員会設置の目的，機能，こういったことを十分反映するような
名称となるよう，今後研究してまいりたいと考えております。
次に，セクハラ研修等でセクハラ指針の徹底を図るべきという御指摘をいただきました。
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，お互いが信頼し合
って働ける環境をつくり，維持していくような職場風土の醸成と，一方で未然防止が大切でございま
す。そのためには，所属長を含む管理・監督者を対象とした階層別の基本研修や，人権をテーマとし
ました職場研修などの場を活用いたしまして，御指摘のセクハラ指針の十分な周知，こういったこと
も含めた職員の意識啓発に努めてまいりたいと考えております。
同じく男女共同参画についての中で，仕事と子育ての両立支援ということで，子育て中の職員の勤
務に関する岡山市の現状説明をという御質問でございます。
育児休業の再取得につきましては，原則できませんが，特別な事情があれば可能としております。
例えば，夫婦が子どもの養育のため交互に育児休業をするような場合は，あらかじめ育児休業計画書
を提出することにより，再取得が可能としております。
また，子育て中の職員の残業免除につきましては，夫婦がともに就業をしていることなどの一定の
条件に該当する場合は，時間外勤務の制限や深夜勤務の制限をいたしております。
なお，小学校就学までの子どもを養育する職員に対しての育児短時間勤務制度につきましては，今
議会に条例案を提出させていただいているところでございます。これまでも，このような仕事と子育
ての両立支援につきましては，国，他都市や民間企業等の動向を参考に見直しをしてまいったところ
でございますが，今後とも必要に応じまして，適宜適切に見直しをしてまいりたいと考えておりま
す。
以上でございます。
P.210
◎企画局長（難波巧君） 政令市，行革，財政についての項で，区役所について，南区の区役所の場
所はいつまでに，どのような方法で決めるのか，スケジュールとその手順をというお尋ねでございま
す。
南区の暫定後の区役所の場所につきましては，新風会の吉本議員の御質問にお答えしたとおりで，
南福祉区内で交通の利便性や駐車場用地の確保，位置のわかりやすさ，加えてそれぞれの候補地の現
在の使用状態などによる整備期間の差などを総合的に考慮し，本年度中に選定できるように検討を進
めているところでございます。
次に，地域センターと支所につきまして，中区と南区の地域センターは配置するのか，配置するな
らいつまでにどのような方法でするのか，スケジュールとのその手順をというお尋ねでございます。
政隆会の浦上議員の御質問にお答えしたとおりで，地域センターの配置に当たりましては区役所の
位置や既存のサービス拠点の位置等に留意するとともに，現在検討を進めている地域差是正のための
基本方針に基づきまして，適地を検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
P.211
◎財政局長（内村義和君） 下市議員の財政健全化法の指標についての御質問にお答えいたします。
平成18年度決算ベースで，実質赤字比率及び連結実質赤字比率を計算いたしますと黒字になります
ことから，表記上はゼロ％となります。黒字比率という概念はございませんけれども，実質赤字比率
を計算した数値をあえて黒字比率としてあらわすとすれば２％程度となります。
また，連結実質赤字比率につきましても，同様に黒字比率としてあらわすとすれば，11％程度とな
ります。ただ，いずれにいたしましても，黒字比率という概念はございませんので，この点につきま
しては御留意いただきたいと思います。
次に，将来負担比率につきましては，標準財政規模から基準財政需要額を差し引いた額に対する一
般会計等が将来負担すべき実質的な負債の割合をあらわすものでございます。今回，お示ししました
平成18年度決算ベースでの試算によります将来負担比率190％程度に対応する実質的な負債につきま
しては，約2,200億円程度と見込んでおります。
御質問の実質的な負債が5,000億円として試算すればどうなるかという点につきましては，これは
400％を超えることとなり，早期健全化基準350％を超えることになります。
財政健全化法に基づく財政４指標の公表につきましては，平成19年度決算ベースで算出しまして，
監査委員の審査を経た後，その意見を付して議会へ報告するとともに，市民へ公表することになりま
す。岡山市の場合，例年９月議会に決算を提案していることから，財政４指標につきましても，これ
に合わせ９月議会に報告させていただきたいと考えております。
続きまして，岡山市の借金が7,000億円に膨らんだ要因という御質問についてお答えさせていただ
きます。
借金7,000億円につきましては，平成18年度末の市債残高6,327億円に債務負担行為額752億円を加
えたものでございます。この要因といたしましては，他都市と比較して道路改良率及び下水道普及率
が低い状況であることから，その整備を推進するなど，まちづくりを進めてきたことや，過去に国が
実施しました経済対策に呼応して，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
きたことが要因と考えております。
続きまして，土地開発公社の保有土地の縮減についての御質問にお答えいたします。
公社保有土地の縮減につきましては，平成18年度から平成22年度の５カ年を期間とします公社の第
２次経営健全化計画を平成17年度に策定し，現在取り組んでいるところでございます。現在，計画の
２カ年が終了しまして，平成18年度，平成19年度，いずれの年度につきましても健全化計画の目標値
は達成しているところでございます。平成20年度につきましても，健全化計画の目標値を達成するこ
とができる見通しを持っております。第２次経営健全化計画の目標の達成に向けまして，土地開発公
社での土地購入の厳選，また公社保有土地の簿価の増加を抑制するとともに，一般会計での再取得に
際しましては，土地取得に係る地方債措置や，公共用地先行取得等事業債の弾力運用など，公社の健

全化に係る財政措置を活用しながら，経営健全化計画の達成に向けて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.212
◎市民局長（中村具見君） 政令市，行革，財政についての項で，証明書自動交付機について，これ
までの政策との整合性，緊急性の有無，費用対効果，また手数料についてなぜ条例改正案を同時に出
さないのかというお尋ねでございます。
自動交付機につきましては，これまでにも内部的に検討をいたしてまいりましたが，導入経費やカ
ードの普及といった問題があり，導入には至りませんでした。最近になって自動交付機を導入する自
治体が増加し，導入経費も下がってきていることや，本市の場合，あわせて印鑑登録手帳のカード化
を行うことにより，一層の利用普及が見込まれることなどから，政令市移行を見据えて市民の利便性
向上や事務の効率化等の観点から導入しようとするものでございます。
導入に当たりましては，市民の方が利用しやすい場所に自動交付機を設置することや，休日あるい
は時間外での証明書発行ができることなどを市民の皆様に積極的に広報，ＰＲを行うことを通じて利
用率の向上を図ることにより，投資効果を上げてまいりたいと考えております。
今後，システム開発の期間を経て，来年１月からの印鑑登録カードの発行，４月中旬からの運用開
始を現在想定しておりますが，関連する条例につきましては全体の行程をにらみながら，早期に議会
にお諮りしたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。
続きまして，男女共同参画社会についての項でセクハラについて，男女共同参画推進本部として今
年度の取り組みについて説明をというお尋ねでございます。
男女共同参画社会の実現に向けまして，庁内に男女共同参画推進本部を設置し，新さんかくプラン
を推進しているところですが，重点目標に性別に基づいて起こる人権侵害の禁止を掲げ，セクハラ防
止対策の推進に取り組んでおります。今年度も職場におけるセクハラ防止対策の推進として，研修や
セクハラ相談の実施のほか，教育の場におけるセクハラ防止対策の推進に努めることにしておりま
す。
続きまして，同じく男女共同参画社会についての項で，ワーク・ライフ・バランス憲章と行動指針
についてのお尋ねでございます。
仕事と生活の調和──ワーク・ライフ・バランス憲章は国民的な取り組みの大きな方向性を示した
ものであり，今なぜ仕事と生活の調和が必要か，それが実現した社会の姿，関係者が果たすべき役割
などをわかりやすく示しております。
また，行動指針は企業や働く者などに対する効果的な取り組み，国や地方公共団体が行う施策の方
針を示すもので，社会全体の目標として年次有給休暇取得率などの数値目標が設定されております。
こうした働き方の見直しが今後社会全体を動かしていく大きな力となるものと考えております。
以上でございます。
P.212
◎保健福祉局長（鈴木弘治君） 男女共同参画社会についての項の中，高齢単身者の経済不安が深刻
ということで質問をいただいています。
高齢者単身世帯が主流となる社会への備えが必要だが，自立支援の取り組みを加速する必要がある
と考えるがいかがかとのお尋ねでございます。
岡山市の在宅のひとり暮らし高齢者数は，平成19年度の高齢者実数調査によれば，男性3,717人，
女性１万3,746人となっております。現在，ひとり暮らし高齢者の自立支援サービスといたしまして
は，生活支援訪問事業，配食サービスなどを行っており，また高齢者の相談窓口といたしましては地
域包括支援センターのほか，市社会福祉協議会のひまわり福祉相談センター，県社会福祉協議会の岡
山県高齢者サービス相談センターなどがございます。
単身高齢者の孤立化を防ぎ，地域で生きがいを持って生活していくためには，地域活動への参加や
就労環境の整備が必要でありますが，市社会福祉協議会の実施する高齢者いきいきサロン，あるいは
老人クラブ活動への参加なども有効と考えております。
また，急速な高齢化に伴う単身高齢者等の経済不安については，シルバー人材センターを活用した
高齢者の就業確保や生きがいづくりへの取り組みも，ますます重要になるものと考えております。
以上でございます。
P.213
◎保健福祉局こども・子育て担当局長（奥田さち子君） 男女共同参画社会についての項で，シング
ルマザーの児童扶養手当の一部支給停止適用除外の手続の対象人数，周知方法の現状はとのお尋ねで
ございます。
児童扶養手当につきましては，平成14年の法改正で手当の支給開始から５年経過，あるいは支給要
件に該当してから７年経過した場合，手当の一部が減額となる措置が導入されました。ただし，就業
や求職活動等，自立に向けた活動を行っている場合，一部支給停止適用除外の届け出を行えば，児童
扶養手当を減額されないで受給することができます。このことにつきましては，「市民のひろば お
かやま」４月号への掲載やホームページを通じて制度改正の内容の周知を図っております。また，届
け出が必要となる対象者には，該当となる月の２カ月前にお知らせの文書と関係書類を個別に送付
し，期日までに手続をしていただくよう案内をしております。
本市では，平成20年４月時点で，対象者となる方は約2,500人ですが，そのうち約７割の方から現
在までに届け出書が提出されております。なお，提出期限が迫っている未提出の方には，届け出を促
す簡易な書類を再度送付しているところです。今後は，制度の内容や手続などをよりわかりやすく
し，対象者の手続促進を図りたいと考えております。
次に，思春期の子どもたちについての項で，中学校卒業後の子どもたちのケアでございますが，思
春期，青年期の子どもたちの福祉の形を考えるプロジェクトチームをつくるべきと考えるがいかがか
とのお尋ねでございます。
思春期における不登校，引きこもり等は大きな社会問題であり，思春期の子どもたちの心の問題へ

の対応は検討課題であると認識しております。今後は，市として設置する精神保健福祉センター，保
健所，児童相談所等の専門機関や教育委員会が連携しての支援のあり方を研究してまいりたいと考え
ております。
次に，安全・安心なまちづくりについての項で，岡山市耐震改修促進計画によると，市有施設は平
成27年度末に85％の耐震化率を目標としている，児童クラブの耐震化の方法について，どのように考
えているのかとのお尋ねでございます。
児童クラブの実施場所につきましては，学校の余裕教室などを利用しているものと，プレハブ室を
設置して実施しているものがありますが，岡山市耐震改修促進計画ではプレハブ室は規模が小さいた
め対象とはなっておりません。ただし，プレハブ室につきましてはいずれの施設も昭和57年度以降に
建築されたものであります。
また，学校の余裕教室を使用するものにつきましては，岡山市耐震改修促進計画に組み入れられて
おり，今後は教育委員会と連携をとって児童の安全を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
P.213
◎環境局長（繁定昭男君） 環境政策について順次お答え申し上げます。
市は，国の循環型社会形成推進基本計画で示された目標値に沿って計画を考えているか，市の計画
で上記目標は達成できるか，これらの減量は資源化で達成できるのかとのお尋ねでございます。
岡山市のごみ処理基本計画は，国の循環型社会形成基本計画より前に定めたものであり，国が示し
た目標値を達成することはできません。ごみ処理基本計画の目標値は，減量啓発を初め，分別の徹底
や雑紙の回収など，ごみの減量化，資源化を推進していくことにより達成していくこととしておりま
す。
次に，２月議会で有料化を導入するとの説明があったが，説明会実施後もその考えに変わりはない
か，また有料化に関する市民の意見は聞きおくだけということかとのお尋ねでございます。
有料化の導入につきましては，現在必要な条例の改正をお諮りしているところでございます。いた
だいた御意見の取り扱いについては，先日の吉本議員にお答えしたとおりでございます。
次に，合併地区が有料なので，岡山市も早く有料化しようということかとのお尋ねでございます。
家庭ごみの有料化につきましては，ごみの減量化，資源化を一層推進し，ごみの排出量に応じた負
担をしていただくことにより，受益者負担の公平性の確保を図るために行うものでございます。
市長は，今議会でマナーの悪い人は処罰していくと答弁しているが，マナーを守るためには条例改
正が必要である，いつ条例改正をするのかとのお尋ねでございます。
罰則につきましては，本議会，長井議員，若井議員にお答えしたとおりでございます。
次に，合併地区のごみ袋代金は雑入として収入されている。雑入とは何か，手数料とどう違うの
か。合併地区のごみ袋代金は，なお従前の例によるという条文で収入されている。なぜ条例に有料の
ごみ袋代金を明記しないのかとのお尋ねでございます。
雑入及び手数料は，それぞれ歳入科目の一つであり，手数料は条例で定めることによって徴収し，
雑入は他の歳入科目に含まれない収入を計上する科目です。合併により旧町の条例，規則等の規定が
その効力を失うことに伴って，従前と同様の取り扱いとするため，市条例の附則において旧町の区域
内における排出日時及び排出方法は，当分の間，なお従前の例によると規定したところです。この附
則の規定は，合併後も引き続き指定ごみ袋によって従前と同様の日時に排出することを定めたもので
あって，手数料について旧町時代の制度を継続するものではありません。合併時に，市では歳入科目
を雑入とし，今回家庭ごみの有料化に伴って条例に手数料として統一するものでございます。
なぜ岡山市は容器包装廃棄物の分別収集を実施しないのかとのお尋ねでございます。
本市においては，缶，瓶，ペットボトル，紙パック，段ボールなどの容器包装廃棄物の分別収集を
行っております。また，紙箱などに代表される紙製容器包装については，全市で年内を目標に実施し
てまいります。なお，容器包装プラスチックの分別については，先日の長井議員にお答えしたとおり
でございます。
次に，岡山市内業者のレジ袋削減率について説明を，レジ袋無料配布中止の意義は大きく，次の環
境行動につながる大きな一歩になると考えるが所見を，レジ袋について重金属類制御の観点から，３
Ｒ展開，代替製品の使用，鉛フリーレジ袋への転換など，総合的対処が求められると考えるがいかが
かとのお尋ねに一括してお答えします。
岡山市内の店舗等でのレジ袋削減率についてのデータは把握できておりません。また，レジ袋の無
料配布中止の意義は，みずからのライフスタイルを見直し，市民のごみに対する意識を高め，家庭ご
みの排出抑制を図る契機になることから，ごみ減量化の一層の推進につながると考えております。議
員御指摘のレジ袋の中に混入されている鉛などの重金属類の問題につきましては，今後研究してまい
りたいと考えております。
次に，蛍光管の水銀は金属水銀で，体内に蓄積されることがないとか，空気中への飛散も微量であ
るという前回の答弁にとどまっていいのか，また蛍光管の回収について家電販売店を活用してはどう
か，再処理コストについては国に蛍光管の法的な位置づけを明確にするよう求め，コスト負担の仕組
みを早急に求めるべきだと思うがどうかとのお尋ねでございます。一括してお答えします。
蛍光管については，資源化処理をすることが望ましいと考えております。蛍光管の分別回収につい
ては，現在市内の家電量販店で実施しておられることから，議員御指摘の量販店での拠点回収も可能
であると考えます。
また，蛍光管の法的な位置づけやコスト負担の仕組みづくりにつきましては，資源有効利用促進法
の中に位置づけていただけるよう，全国都市清掃会議を通じ国にも要望してまいりたいと考えており
ます。
次に，審査会の結論とその後の状況，今後のスケジュールについて説明せよとのお尋ねでございま
す。
審査会において遮水シートの構造基準，施設の耐震性，生活環境影響調査の妥当性など許可基準の
適合性が確認され，また遮水シートの破損事故防止対策，近年の突発的な豪雨への対応など，地元住
民の方々から出された不安な思いに対し，計画者が提示した遮水シート破損事故防止のための埋立作
業マニュアルや水処理施設能力アップなどの対応策を承認し，ことし３月末に審査会を終了し，事前
協議を終了いたしました。その後の状況，今後のスケジュールに関しましては，本議会で森田議員に
お答えしたとおりでございます。

次に，許可はいつごろ出すのかとのお尋ねでございます。
現在，計画者から許可申請書が提出されていないため，時期についてお答えすることはできませ
ん。
次に，事故が起きた場合，岡山市の許可責任はどこまで及ぶのかとのお尋ねでございます。
万が一事故が起きた場合，事業者が事故処理等の対応をすることが当然で，その責任は事業者にあ
ります。岡山市としましては，事故が起こらないよう指導，監督を行うことが責務と考えておりま
す。
次に，維持管理積立金の積立金額は幾らか，万が一の事故が起こった場合，それを全部使うことが
できるか，また維持管理積立金で不足した場合はどうなるかとのお尋ねでございます。一括してお答
えします。
現在，岡山市内の事業者が積み立てた維持管理積立金は約4,400万円ですが，平成20年２月議会で
下市議員にお答えしたとおり，維持管理積立金は埋立処分終了後の水処理施設の維持管理に係る経費
に充てるものであり，万が一の事故の際に使用するものではありません。そのため，計画者は事故が
発生した場合に備え，産業廃棄物処理施設賠償責任保険に加入することを事業計画書に明示している
ところでございます。
以上でございます。
P.215
◎経済局長（渡邊憲明君） 政令市，行革，財政についての項で，債務負担行為額の中，土地改良事
業のあり方の議論はどのように進んでいるのかとのお尋ねでございます。
土地改良事業の見直しにつきましては，昨年度の市民事業仕分けなども踏まえ，その見直し方針を
定めたところであり，今年度以降は債務負担総額の規制や事業手法の切りかえなどにより，さらなる
債務負担残高の削減に努めてまいります。
また，受益者負担につきましては，この見直し方針に沿って，合併地域により異なる負担率を統一
することを起点に，考え方を整理し，今年度中に方針を取りまとめることとしております。
以上でございます。
P.215
◎教育長（山根文男君） 男女共同参画についての中で，岡山市就学援助費は毎年ふえているが，そ
の理由は，また市民への周知の方法とこの制度に対する考え方はとのお尋ねでございます。
就学援助費がふえている要因につきましては，もちろん認定者数がふえているということでござい
ますが，特に認定基準の一つであります児童扶養手当受給者の増加による影響が大きいというふうに
考えられます。この制度につきましては，年度当初に学校を通じまして，すべての家庭にチラシを配
布することにより，この制度の周知に努めております。また，広報紙「市民のひろば おかやま」や
本市のホームページ等でもお知らせをいたしまして，毎学期ごとに申請の受け付けを行っておりま
す。
いずれにいたしましても，子どもたちが安心して学校生活を送れるために，今後もこの制度の円滑
な実施に向けまして，精いっぱい努力を重ねていきたいと思っております。
次に，思春期の子どもたちについてということで，中学校卒業後の子どもたちのケアについてとい
う中，高校進学後の相談窓口，就職相談などの若者対象の施策を推進する担当はどこなのかというお
尋ねでございます。
高等学校進学後の相談窓口というお尋ねでございますけれども，私ども岡山市教育委員会におきま
しては所管をしている市立後楽館高等学校のみでございます。一般的な相談窓口といたしましては，
進学先の高等学校や県の「ハートフルおかやま110」などがございます。
次に，不登校の子どもたちへの市の具体的な支援策，また総合教育センターにおいてぷれジョブを
取り入れてはどうかというお尋ねでございます。
障害を持つ子どもたちや不登校の子どもたちが地元企業で継続的に職業体験に取り組む，いわゆる
ぷれジョブについての御質問でございますが，現在岡山市の適応指導教室では不登校の子どもたちの
実態に合わせて個別支援や小集団活動などによりまして，学校復帰に向けての支援を行っておりま
す。
さらに，本年度からでございますけども，子どもたち一人一人に合ったチャレンジということで地
域の図書館であるとか公民館，そういう公共施設を利用したり，あるいは店舗で買い物をしたりし
て，少しずつ社会にかかわる取り組みを始めたところでございます。将来の社会的な自立に向けての
支援というものは，大変大切であると考えておりまして，これらの成果を踏まえまして，ぷれジョブ
の取り組みについても検討してまいりたいと考えております。
次に，安全・安心なまちづくりについての御質問に順次お答えいたします。
まず，耐震改修についてで，校・園舎の耐震化優先度調査の結果，早急に耐震診断，また耐震補強
計画を策定すべきではというお尋ねでございます。
校・園舎の耐震化につきましては，これまでにもお答えしたとおり，耐震化優先度調査の結果等と
ともに，今般の国の財政支援措置の拡大を踏まえまして，効率的な整備方策を速やかに検討してまい
りたいと考えております。
次に，天井等のモルタル落下事故があったが，安全点検が必要ではないかということでございま
す。
このことには大変御心配をおかけいたしました。今回の事故は，廊下の天井の厚さ一，二センチの
仕上げモルタルが剥離し落下したもので，幸い子どもたちにけがはございませんでした。剥離落下し
た原因は特定できておりませんが，経年劣化も一つの要因であったと考えられます。同様の事故を未
然に防止するため，各学校・園へ緊急通知を出しまして，現在一斉緊急点検を実施中でございます
が，日常の点検や定期点検で異変を見落とさないよう，より一層の注意を喚起したいと考えておりま
す。
次に，学校給食の安全・安心ということで，米飯給食の週５日制ということで，そのことができな
い理由，あるいはモデルケースとして開始できる地域はあるのか，各学校単位で実施することはとの
お尋ねでございます。一括お答えいたします。
米飯給食の拡大につきましては，先般の藤井議員の御質問にもお答えをいたしましたとおりであり

まして，モデルケース及び学校単位での実施についても，現時点におきましては主食のバランスや給
食費の保護者負担等の問題がございまして，関係機関と協議をしながら検討してまいりたいと思って
おります。
次に，自校炊飯の導入状況と現状についてということでございます。
自校炊飯につきましては，施設設備の状況などを調査いたしました結果，電気容量の問題，あるい
は作業スペースの確保など，自校炊飯の可能な18小学校で現在実施をいたしております。このうち，
一度に全校児童に提供できているのは９校でございますが，現在の給食施設では今以上の拡大という
のはなかなか難しいんではないかというふうに思っております。
以上でございます。
P.216
◎行政改革担当局長（久山正人君） 政令市，行革，財政についての項の中で，地域センターと支所
の中，地域センターの適正配置の基準をお示しくださいとの御質問をいただきました。
地域センター（仮称）については，西大寺，灘崎，御津，建部，瀬戸の各支所以外の支所を活用す
る方針でございます。
また，出張所，連絡所，市民サービスコーナー等の市民窓口サービス機能は，市民サービスコーナ
ーとして原則的に機能統一をすることを検討いたしております。その上で，地域センター（仮称），
支所（仮称），区役所等の各種市民サービス機能の相互の連携と役割分担を考慮しながら，基本的な
方向として人口集中地区につきましては，いずれかの市民窓口サービスでカバーできるようにしてい
きたいと考えております。
そして，それらのデータを踏まえて，区を構成する基本単位である福祉事務所の所管区域ごとの行
政サービス総合提供力を把握し，地域差是正のための基本方針を作成してまいりたいと考えておりま
す。
以上でございます。
P.216
◎会計管理者（池上進君） 政令市，行革，財政についての中，支所の公金取り扱いの経理事務につ
いて説明をというお尋ねでございます。
政令市移行後，現在の支所は基本的に支所と地域センター（仮称）になりますが，現在の支所で行
っております公金の収納取扱事務は，そのまま支所及び地域センターで行いまして，審査・支払い事
務は従来どおり本庁会計課で一括して行うことといたしております。
公金収納取扱事務を御説明申し上げますと，支所及び地域センターでは，従来どおり市税や国保
料，あるいは各種証明手数料などの公金収納を出納員または分任出納員が各窓口で行いまして，現金
と払込書，あるいは領収済通知書及び引き継ぎ書をもって，近くの金融機関に引き継ぐことになりま
す。このように政令市移行後も現状どおりの窓口収納を行いますので，市民の皆様方の利便性は維持
できるというふうに考えてございます。
以上でございます。
〔24番下市香乃美君登壇〕
P.217
◆24番（下市香乃美君） では，再質問をさせていただきます。
まず，先ほどの自動交付機のことから始めたいと思いますけれども，先ほどの質問でも自動交付機
設置と関連する条例についてお尋ねをいたしました。この際今回導入予定の自動交付機の設置及び運
用に関する法的根拠について質問をしたいと思います。
この交付機っていうのは，個人認証方法として住基カードと印鑑カードを併用できる，こういうこ
とになっているわけです。ところで，住民基本台帳法第30条の44第８項の規定によりますと，証明書
自動交付機を利用して住民票の写し，印鑑登録証明書，その他の証明書の交付を受けるサービスを提
供するときは，住基カードの利用目的，利用手続などについて条例を定めなくてはならない，こうい
うふうになっているわけです。
また，現行の印鑑手帳を磁気カードに切りかえるということなんですけれども，岡山市印鑑登録及
び証明に関する条例，市条例第64号なんですが，ここでは磁気カードの発行を認めるための条例改正
が必要だと思われます。
そこで質問です。
自動交付機導入に際して，新たに制定あるいは修正すべき条例規則を挙げてください。それぞれの
内容について御説明ください。
自動交付機導入前に住基カード及び印鑑カードに関する条例を整備しておかなくてはならないと思
います。関連条例議案は，いつ提出するのでしょうか。予算議案を先行させた理由を御説明くださ
い。
条例整備ができていない場合であっても，予算議案を先行させることは問題ないとの見解かもしれ
ません。しかし，仮にそうであるとすれば，当該予算議案が可決，執行された後に，根拠となる条例
議案が上程されることになります。その条例案が否決された場合，既に執行された自動交付機導入予
算は要らなくなりますよね。このような事態を防ぐために，根拠となる条例を整備してから，その後
で予算議案を提出すべきだというふうに考えます。今回の議案提案には，手続的瑕疵があると考えま
すが，当局の御見解をお示しください。
それでは，続きまして教育長への質問から，きょうの教育長の答弁は少しがっかりという感じがし
ましたので，まずそちらからいきます。
まず，思春期の子どもたちのことについてなんですが，先ほど私申し上げましたけれども，中学校
卒業後の不登校生徒の進路，どこにもないというのが約30％，３割もいるわけですよね。若者支援と
いうのが非常に大事ではないかと考えるわけです。先ほど御答弁ありましたが，確かに市立の高校は
後楽館しかありません。でも，市内の中学校を出た子どもたちのことです。ここで児童相談所も設置
される。児童相談所ももちろんゼロ歳から18歳までの子どもたちを対象とする，また教育委員会のほ
うが定めた岡山っ子育成条例もゼロ歳から18歳というのをうたっております。そういう中で，プロジ

ェクトチームの設置をということで，こども・子育て担当局長のほうからお話があったんですけれど
も，15歳から20歳──まあ18歳まででもいいですわ──のケアについて，もうちょっと教育委員会と
こども・子育て，保健福祉局ですね，連携というのが密にならないかと，非常に思うわけです。
そこで，まあこれは横浜市なんですけれども，横浜市では小・中・高から若者，もう35歳まで，こ
ういう範囲で非常に支援の要る人たちがいるということで取り組みを進めております。こういう先進
的事例も参考にしながら，ぜひ若者の支援をしていただきたいと思いますので，もう一度御答弁をお
願いします。
それと，ぷれジョブについてなんですが，これも検討してまいりたいということでありました。総
合教育支援センターで公共施設を利用したり，店舗で買い物をしたりしている，外に出ていくという
ことを始めている，それはとてもいいことだと思うんですけれども，ぷれジョブのよさはそこで働
く，仕事をして認められる，そういうとても大事な価値があると思うのです。もう一歩踏み込んだ御
答弁がいただけないかと思いますので，お願いをいたします。
それから，御津虎倉の産廃処分場についてです。
先ほど御答弁ありましたように，今議会でも森田議員，田尻議員からも御質問がありました。そし
て，きょうの私で３人目なんですけれども，毎回地元の方が傍聴に来ていらっしゃいます。このこと
を，まずどう受けとめるかだというふうに私は思うんです。この産廃処分場で生活が壊されるのでは
ないか，そういう恐怖というのを持っているのではないかというふうに思うわけです。
そこで平成14年２月に萩原前市長はこの産廃条例，岡山市の条例をつくるときにですね，日常生活
的な視点，あるいは常識的な視点，市民の目線での理解というのは，これがなければ産廃の問題は理
解が得られないと，こういうふうにおっしゃってます。
また，審査会を総合政策審議会の専門委員会として位置づけ，法律上の基準を超えて具体的な環境
保全措置をとることが必要だという判断をし，その提言をする，そういう性格を持っている，条例上
これは明らかだというふうに述べてるんです。審査会はそういうふうに実行されたのか，もう一度お
伺いします。
それと，同じく当時の中山環境局長は，本市の産廃条例は市の独自規制と積極的な情報開示を通じ
て，住民の方々の不安の解消と適正な廃棄物処理を徹底するということを目的としていると，住民の
方々の不安の解消，この条例で図られたんですか。もう一度御答弁をお願いいたしたいと思います。
それから，区役所，地域センターのことです。これ午前中に浦上議員からもありましたけれども，
まず中区の職員数が非常に少ない，今御答弁がありました。これ支所がないからなんですよ。もうは
っきりしてるんです。でね，地域センターを置くのか置かないのかというふうに聞きました。まあ検
討中，検討中，今年度中，検討中，あっ違うかな。基本方針に基づいて検討するだったんですけれど
も，まずこの基本方針の中身，人口圏域で考えるんですか，距離で考えるんですか，まずその基本方
針の中身を教えてください。
それで，それに基づいてもですよ，東区は今支所はゼロ，一つもないわけです。こういう区の構成
でいいのかどうか，はっきりとお示しいただきたいと思うんです。なぜかといえば，昨年の11月議
会，政令市の推進決議を上げました。そのときのお約束でしたよね。ずるずるずるずる行くのではな
く，今言えないのだったら，じゃあいつまでに言えるのか，明らかにしてほしいというふうに思いま
す。
それと，先ほど財政健全化法のところで話がありましたけれども，将来負担比率の190％前後が
2,200億円という御答弁でした。これはどういうものが入るのか，教えてください。
それと，債務負担行為の中で土地開発公社の問題です。私気になっているのは，新産業ゾーンの買
い戻しです。これは今の計画の中に入っているのでしょうか，教えてください。
それと，セクハラのことですが，名称の問題です。なぜしつこく言うかというと，やっぱり苦情処
理委員会にかけられると思えば，セクハラって苦情なんだと思うんですよ。非常に名称っていうの
は，大事だというふうに思います。今後研究していくということですが，早期にセクハラについては
苦情処理ではなく，問題解決委員会とかにしてほしいと思いますので，時期を言ってください。
それと，ごみです。ごみのことを言わなくちゃいけません。
たくさん質問が今回も出ておりますが，まず先ほど若井議員のほうからもありましたけれども，説
明会，私も幾つも行かせてもらいました。市民の方は，特に幡多学区での説明会のときには，まず反
対だがということを言ってから質問をした，また連合町内会長からも今有料化するのはよくない，そ
ういう声が出ています。このことを第一にしっかりと受けとめなきゃいけないというふうに私は思っ
ています。いろんな施策をこれからやります。オーケーだと思うんですけれども，その前に有料化が
あると何かおかしなことになっていきますよね。
先ほど来出ています，例えば罰金の問題ですけれども，横浜市でも罰金についての条例を今つくり
ました。横浜市は有料化していません。その中で減量化を物すごく進めています。横浜市に行って私
お話を聞いてきたんですけれども，職員が１万1,000回だそうです，説明会に行きました。そして，
今もなおやっている。それは何かというと，やっぱり分別が難しい，わかりにくい，この分別の徹底
のために何回も何回も説明会に行くのだと言ってるんです。ごみ減量化のためには，分別だというふ
うに私は思っています。先ほどありましたけれども，163グラムの減量，資源化量は58グラムの増
量，これ引き算しますと105グラム，どうやって減らすんですか。これ，教えてください。私，ごみ
をいろいろしてるんで思うんです。
それと，この目標ですけれども，家庭系ごみと事業系ごみが分かれていません。なぜ分けないので
すか。
それと，先ほど雑入とか，いろいろ合併地区との話を聞きましたけれども，再度お尋ねをします。
公平性ということであるならば，無料化するのに障害はあるんでしょうか。これをお答えくださ
い。
以上で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.219
◎総務局長（岡村賴敬君） セクハラに関して，苦情という名称はやはり似つかわしくない，早期
に，例えば問題解決委員会とかに改めるべきという再度のお尋ねでございます。
これは言いわけで申し上げるんではないんですが，以前にも御説明を申し上げましたように，本来
的にはセクハラ事案が起こったときには，任命権者ごとに人事担当部署がその職場の情報収集を踏ま

えて対処していくという，これが原則でございます。このたび任命権者の中での解決が思うように進
まない，したがって任命権者以外のところで設けている，こういった委員会へゆだねられたという経
過がございます。したがいまして，苦情というとらえ方を，セクハラを訴えられた方が苦情を言って
いるという意識ではなくて，強いて申し上げれば解決しないことを早く解決するようにという意味が
込められていたのではないかと想像をしております。これは今申し上げられる，現状の名前をつけた
他都市の事例等の判断がそうだったんだろうと思うんです。
先ほども御答弁申し上げましたが，やはりいろんな御意見がある中で，委員会の設置目的，機能が
十分反映されるような名称，こういったものとなりますように研究をしまして，対応を考えてまいり
たいと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.219
◎企画局長（難波巧君） 地域センターについての再質問にお答えをさせていただきます。
まず，東区は支所はゼロだというふうにおっしゃられましたけど，中区について支所がゼロなんだ
というふうなことだと理解してお答えをさせていただきますと，行政区画の編成及び区役所の位置に
ついての基本方針の中で，中区と南区について，比較的サービス拠点が不足しているっていうのは指
摘をされておりまして，そのためこのような地区に区役所等を配置し，市民サービスの向上を図ると
いうことで，そのために区役所の位置とか既存のサービス拠点の位置に留意してそういった，まあこ
こでは地域センターですけれども，そういうものを設置してまいりたいということです。現在，検討
を進めています。まあ適地を探す際の基準ということで，地域差是正のための基本方針というのを定
めようとしておりまして，それに基づいて適地を検討するというふうなことでいっている次第でござ
います。
以上でございます。
P.219
◎財政局長（内村義和君） 下市議員の再質問にお答えいたします。
まず，将来負担比率の将来の負担額でございますけれども，これにつきましては一般会計の地方債
現在高，また債務負担行為に基づきます支出予定額のほか，それ以外の会計における一般会計が負担
するであろう負担額，これらをすべて足し合わせた額から見込まれる特定財源を除いたものが，この
負担額ということになります。
それと，土地開発公社の健全化計画の中で新産業ゾーンが含まれているかどうかということにつき
ましては，計画の中には一部含まれております。
以上でございます。
P.220
◎市民局長（中村具見君） 自動交付機に関する再質問に御答弁申し上げます。
まず，自動交付機の設置に当たって必要な条例の関係でございますが，３件ございまして，まず１
件は新規に条例を起こす必要がございますが，住基カードの多目的利用に関する条例がございます。
それから，現行の条例改正が２本ございます。まず，岡山市印鑑登録及び証明に関する条例，これは
印鑑登録証の発行手数料の改正とあわせて，現在紙の印鑑登録手帳をカード化するということで，文
言の修正とか，いろんな読みかえ規定とか，内部の細部にわたる修正事項があろうかと存じます。そ
れから，岡山市証明事務等手数料条例がございます。これは住基カードの発行手数料，これを見直す
場合にこういったものの改正が必要になるということで，３本を関連ということで現在想定してござ
います。（「規則は，規則も聞いている」と呼ぶ者あり）規則につきましては，新規のそれぞれぶら
下がっている規則につきましても，関連部分については改正事項が出てくると思います。（「それを
説明しろと言ってるんじゃないか」「挙げてください」「説明せえよ，早く」等と呼ぶ者あり）
予算が先行した理由ということでございますが，私どもとしましては政令市に向けてシステムの開
発とか相当長期間を要することと，まあそういったものを含めまして，まず事業に着手し，そういっ
た中で次の段階で条例改正，関連条例の改正をお諮りしたいということを想定してございます。
（「根拠なしに１億円を認めえということか」と呼ぶ者あり）
それから，予算と条例の関係でございますが，条例を新たに提案する場合に予算の裏づけのない条
例を提案することは，これは自治法上認められておりませんが，予算の裏づけのある条例ということ
で同時並行，もしくは予算が先行し，その後での条例というパターンはこれまでもございます。
（「何で根拠なしに出すんですか」と呼ぶ者あり）
それから，条例が否決された場合にどうするのかというお尋ねですが，私どもとしては条例が否決
されないように十分に説明を尽くして，市民サービスの向上につながる事案としてやらせていただき
たいということで，今回の委員会の審査の中でもそういったことを御説明し，お願いをしたいと考え
てございます。（「規則はないんですか。条例，規則を列挙し，それぞれの内容を説明してください
って再質問してるんですけど，修正すべき規則はないんですね」と呼ぶ者あり）
現在の条例には規則ございますが，細かい修正のところも……。（「ちゃんと質問をしてるんです
から，答えてください」と呼ぶ者あり）規則につきましても，今申しました条例の改正に基づいて改
正事項が出てくると思います。（「だから挙げてくださいって言ってるんじゃあないですか」「再質
問によう答えとらん」「議長，休憩じゃ」等と呼ぶ者あり）
P.220
◎市民局長（中村具見君） ただいま，私の先ほどの答弁で貴重なお時間をいただきましたことを心
からおわび申し上げます。
それでは，先ほどの答弁の補足をさせていただきます。
まず，自動交付機導入に際して新たに制定または修正すべき条例，規則というお尋ねでございま
す。まず新規でございますが，岡山市住民基本台帳カードの利用に関する条例という，これはまあ案
でございますが，こういったもの，それからこれに関係する施行規則がございます。それから，自動
交付機の設置場所等に関する規則という，別建ての規則がございます。

それから，現行の改正といたしまして，岡山市証明事務等手数料条例というのがございます。それ
から，同じく現行の改正になりますが，岡山市印鑑登録及び証明に関する条例の改正がございます。
さらに，これに付随しまして同じこの条例の施行規則でございますが，岡山市印鑑登録及び証明に関
する条例施行規則，これだけが関連の条例，規則になろうかと思います。
こういったものの関連議案につきましては，今議会も視野に入れながら早期に提出に努めてまいり
たいと考えております。
以上でございます。
P.221
◎環境局長（繁定昭男君） 産業廃棄物処分場について，市民の目線で環境保全上の措置をする審査
会で，そのような審査をしたのかというお尋ねでございます。
審査会では，国が定める技術上の審査のほか，住民の方々から多くの意見が提出されております。
それらの意見につきましては，審査会のほうへ提出して，あわせて審査をしていただいたところでご
ざいます。
また，この条例で住民の方々の不安を解消したのかというお尋ねでございます。
現在，必ずしも十分な不安の解消ができたとは言いがたいというふうに考えております。現在，地
元の方々からも質問の提出があり，そういうことについては説明会を開催しての回答というようなこ
とも実施をしております。今後とも地元の方々の不安が解消するよう，我々も努めてまいりたいとい
うふうに考えております。
次に，ごみ処理基本計画の中で資源化量を除いた部分の105グラムをどうやって減らすのかという
お尋ねでございます。
この削減につきましては，ごみ減量のより一層の推進，あるいは事業系ごみにおける分別の徹底，
さらには雑紙の回収等により削減をしていこうとしているものでございます。
また，家庭系のごみと事業系のごみを分けた目標値をなぜ設けていないのかというお尋ねでござい
ますが，できるだけ市民の方にわかりやすい目標値の設定ということで，合わせて目標値を定めてい
るわけですが，議員の御指摘も踏まえまして，次回の見直し改定のときには全体の目標値，そしてそ
れぞれの目標値というものを定めていこうというふうに考えております。
次に，合併地区を無料化するのに障害があるのかという再度のお尋ねでございます。
このお尋ねにつきましては，さきの藤原議員にもお答えしましたように，ただいま改正条例を議会
にお諮りしているところであり，ぜひ御承認を賜り，早期の制度統一に向けて努めていきたいという
ふうに考えております。
以上でございます。
P.221
◎教育長（山根文男君） 中学校卒業後の進路相談等の窓口についての再度のお尋ねでございます。
先ほどは，中学校卒業後の生徒に対しましての一般的な窓口につきましての御答弁を申し上げまし
たけれども，特に思春期の子どもたちの不登校，あるいはひきこもりの子どもたちに対します進路や
就職等のもろもろの御相談を受ける，そういう受け皿づくり，いわゆる窓口と言ってもいいと思いま
すけども，そういうことにつきましては保健福祉局とも十分連携をしながら考えてまいりたいと思い
ます。
それから，ぷれジョブにつきましての再度の御質問でございます。
現在，不登校の原因というのが，岡山市の適応指導教室にいる子どもたちは心因性の場合が非常に
多くございます。少しずつ社会とかかわっていきながら，しかもコミュニケーション能力を醸成しな
がら，その成果を見定め，ある程度この心のエネルギーというものが高まった段階で，職場体験ある
いは企業体験ということが可能であると，こういう段階になりましたらぷれジョブといいますか，そ
ういう体験を進めていきたいというふうに思っております。言うなればまあ段階をきっちり踏みなが
ら進めていくと，一遍にこういくとですね，せっかくだんだんと心の状況がよくなっているのに，す
ぐにそこに入り切れない子どももおりますので，その辺の状況も見ながら企業体験あるいは職場体験
の方向に向けて進めていきたいと，こういうことでございます。
以上でございます。
P.222
◎行政改革担当局長（久山正人君） 地域センターの適正配置の基準の中で，地域センターのサービ
ス圏域は人口で考えるのか，距離で考えるのかとの御質問をいただきました。
地域差是正のための基本方針については，現在福祉事務所の所管区域ごとの行政サービスの総合提
供力及び地域差を把握するため，さまざまなシミュレーションを行うなどの検討を行っているところ
でありますが，市民サービスの基本である市民窓口サービス機能は，市民に身近なサービス提供機能
であることから，一定のサービス距離とそれがカバーする人口を総合的に検討していく必要があると
考えております。
以上でございます。
〔24番下市香乃美君登壇，拍手〕
P.222
◆24番（下市香乃美君） 市民局長から再度御答弁いただきました。
私は，やっぱり予算案と一緒に条例案も出して，しっかり議会で議論ができる，そういう岡山市の
執行状況というのをつくってほしいと思います。今御答弁があったように進めてください。
それと財政局長，2,200億円の中身を聞いたんですけれども，私は中身が知りたいんであって，例
えば性質別に言ったら土木費とか，総務費とか，それが幾らというのは出ませんか。中身について知
りたいんですけどね。
それから教育長，ぷれジョブのことで再度御答弁もいただきましたけれども，もう教育長も御存じ
だと思います。京山公民館のチューリップの会さんたちが実際にぷれジョブという事業を始めており

ます。ぜひそのことを学校から情報提供をしていただけたらなというふうに思うわけです。自立支援
教室に行ってる子どもたちだけでなくて，たくさんの子どもたちがぷれジョブという事業によってい
い方向に変わっていく，そういう可能性があると思いますので，ちょっとこれはできるかどうか御答
弁をいただきたいというふうに思います。
環境局長から不安の解消に努めるという御答弁があったんですけれども，本当そこのところは岡山
市としてしっかり把握をしていただきたい。先ほど申し述べましたけれども，産廃条例の中にあるこ
とが実際に行われるように，許可を出すときにはくれぐれも慎重にしていただきたいと思います。
以上で質問を終わります。
ありがとうございました。（拍手）
P.222
◎財政局長（内村義和君） 下市議員の再々質問にお答えいたします。
性質別でこれが出ないかということでございますけれども，将来負担比率の計算式に使います数字
につきましては，基本的には地方債現在高という，いわゆる公債費になります。ですので，土木費と
かそういう形では出ません。
以上でございます。
P.222
◎教育長（山根文男君） ぷれジョブにつきましての再々質問をいただきました。
京山公民館，また福田中学校区でもぷれジョブをやってるというふうなことで，そういうふうなと
ころの状況というようなものを学校現場のほうに情報提供ということで，しっかり紹介もしながら進
めていきたいと思います。
以上でございます。
平成２０年 ６月定例会 － 06月26日－08号
P.366
◆24番（下市香乃美君） それでは，乙第３号議案岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の
一部を改正する条例の制定について，提案者を代表して提案理由の説明をいたします。
本条例の目的は，ごみ処理費用の負担の公平，地域間格差の解消を行い，政令市に向けての全市一
体感を醸成することにあります。御存じのように合併３地区──御津，瀬戸，灘崎においては，以前
から有料のごみ袋で収集をしています。それぞれのまちの主体性のもとに取り組まれてきたところで
す。しかし，旧岡山市では，スーパーなどで出されるレジ袋など，透明袋での収集がなされている現
状があります。この変更，つまり有料指定袋を手数料として収入する，いわゆるごみ有料化条例が提
案され，委員会において２度目の継続審査となったところです。市民の声を大切にする，この全会一
致の判断は間違っていないというふうに思います。
しかし，６月25日の山陽新聞では「議論を尽くし答えを示せ」という題で，「灘崎，瀬戸，御津，
建部地区は旧町時代から有料化されている。同じ市内で対応が分かれていることに，不公平感が募っ
ている」と書かれています。不公平感が渦巻いていて，市が一体感を持ち，政令市として発展するこ
とは望めません。また，市が行ったごみの現状と有料化についての説明会において，多くの市民の皆
様の声で，例えば減免措置が広がったり，緑化のために剪定枝が有料から無料になるなど，市の取り
組みに明確な変化が出てきていることも御承知のとおりです。しかし，現状では合併地区で説明会が
開かれていませんので，すべての市民の声が行政に反映しているとは言えません。市民の声を聞くと
いう姿勢は当然ですが，合併地区の皆さんにも貫くべきです。その意味でも，岡山市と同様に一たん
は無料にしてもらいたいという声は酌み上げなくてはなりません。これまでも合併地区から出てこら
れている議員の方々から本会議などでも強い思いが語られているところです。
さて，合併地区において事実上のごみ袋の有料化が行われている根拠については，あいまいそのも
のだと思います。このごみ袋の有料化について条例には，なお従前の例によるという一文があるだけ
です。条例に基づいた手数料として，明確には定めていません。したがって，市へも雑入という形で
収入されています。このことからすれば，合併地区においても旧岡山市と同じ方法，つまり透明な袋
に入れれば収集されることは法的には認めざるを得ません。市民の声を市政に生かすためにも，条例
の一部を改正し，合併地区においては，現行の有料袋でも，旧岡山市と同じ透明の袋でも収集するこ
とを認めることは適切だと考えます。また，そのことにより，新たにごみの減量化，資源化の取り組
みを強めることもできると思います。
合併地区との不平等，格差は，これを正すように議会からたびたび意見が出されています。しか
し，当局は，いずれ全市有料化するのでそれでいいと，余りにも思いやりがありません。当局がだめ
なら，議会に期待が向けられるのは当然のことです。議会が提案，可決することにより，当局の姿勢
も改まります。なおつけ加えれば，建部地区ですが，ここは久米南町とで組合をつくっており，この
条例は適用されません。しかし，岡山市とのごみ行政の統一を進めなければならないことは当局も認
識しており，協議も進められるはずだと考えます。
この本会議場にさまざまな理由で出席できない地元議員の思いも込めて，現行の有料袋でも，旧岡
山市と同じ透明袋でも，どちらでも収集することを認めるこの条例を提案いたします。
議員の皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。（拍手）

