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P.19
◆24番（下市香乃美君） 皆さんおはようございます。
傍聴席の市民の皆さん，足元のお悪い中，早朝より議場にお越しいただきまして，市政に関心をお
持ちいただき本当にありがとうございます。
２月議会，本日から質問戦でございます。私は市民ネットを代表して質問させていただきますの
で，どうぞよろしくお願いいたします。
市長は所信表明で，都市ビジョンの策定や新規職員３年採用凍結を初めとする行財政改革の推進，
安全・安心ネットワークの構築などを挙げ，まちづくりを進める上での土台や仕組みがあらかたでき
たと強調し，岡山市という心豊かな庭園都市を市民と築き上げていくことが使命だとし，再選出馬を
表明されました。
私たち市民ネットは，市長の政策に対していいものはいい，悪いものは悪いという是々非々の立場
できょうも代表質問に臨んでいきたいと思います。
まず，市長の政治姿勢です。
市長は平成18年２月，市政の主な懸案事項をプレス発表しました。当時市長はこれらの懸案事項に
ついて，目的や費用対効果の面あるいは契約など，今後の市政運営上問題があるので，情報公開を通
じて市民と問題点を共有し，ともにあるべき姿を考えていくと説明をしています。
あれから３年がたった今，現時点でのそれぞれの問題点を明らかにし，その課題解決に向けた方針
と結論を御説明ください。内容は以下の項目です。
外郭団体，アクションスポーツパーク，三丁目劇場，市民会館，全日空ホテル保留床，デジタルミ
ュージアム，総合的福祉交流拠点整備事業についてです。
次に，緊急経済・雇用対策についてお尋ねをいたします。
輸出とともに鉱工業生産が垂直落下のように減っており，小泉構造改革は市場任せで新しい成長分
野を生み出せず，日本を輸出依存のもろい構造にしてしまったということをあらわしています。その
ツケが米国発の世界金融危機によって一気に押し寄せてきています。労働市場の規制緩和がもたらし
た雇用破壊は深刻です。もちろん岡山市も例外ではありません。
市は１月９日，市内の企業の活性化，市民生活の不安を払拭するために緊急経済・雇用対策本部を
設置しました。１月補正予算約10億円は，公共事業を中心に平成21年度の前倒し事業，相談窓口の設
置や新規就農者総合支援事業の設置，臨時職員の採用，ホームヘルパー２級取得講座の実施，市営住
宅の提供などでした。その効果を検証し，御説明ください。
岡山市内での派遣の打ち切りや雇いどめについての情報収集をどのように行い，雇用の現状をどの
ように把握していますか。雇用に関する情報は，労働局，県，市とスムーズに流れてきていますか。
次の対策をどのようにお考えでしょうか。
大量の派遣切りや雇いどめが予想される３月末に向けて，市営住宅の提供拡大やシェルターの確保
を行いますか。この間の生活保護の申請と受理の状況，その課題について御説明ください。住所地が
ないと就職できない状況を改善することはできますか。また，ネットカフェの住所で住民票は取得で
きますか。
雇用を守る政策と同時に雇用をつくり出す政策も重要です。政府は，介護や保育，環境などの分野
で，約40万人の新規雇用を生み出すための緊急対策を実施することにしています。岡山市は，雇用を
つくり出す政策にどのように取り組むんでしょうか。
市長は１月15日の記者会見で，就職に対する構造変化が起こってきているので，福祉とか農業とか
に振り向けるように考えていきたいと答えています。市の雇用対策としては，雇用のミスマッチの是
正に取り組むことが大切であり，そのための具体的政策をお示しください。人材が足りない保育士，
介護士，看護師や農業おける雇用を創出するために補助金制度を創設し，岡山市として特色ある雇用
対策を進めたらどうでしょうか。
2007年現在，パートや派遣労働者など非正規労働者の全労働者に占める割合は35％です。非正規労
働者の割合を男女別に見ると，男性が19.9％，女性が55.2％──1,299万人います。派遣切り問題は
女性に２倍の重さでのしかかってくるわけです。港区では生活相談と就労相談をワンストップで実施
しており，成果が報告されています。岡山市でも取り組むお考えはありませんか。
ハローワークでは，12政令市にマザーズコーナーを設置し，子どもを持った母親が安心して相談が
受けられる体制を確保しています。岡山市のハローワークにも早急にマザーズコーナーを設置するよ
う国に要望しませんか。
次に，新型インフルエンザ対策についてお尋ねします。
多くの人が免疫を持たないために大流行すると考えられている新型インフルエンザ，その基礎知識
から具体的な対策までをまとめた冊子が異例の売れ行きだそうです。新型インフルエンザに備えるた
め，岡山市，倉敷市の合同対策研修会が12日に行われ，厚生労働省の高山義浩氏の講演では，新型イ
ンフルエンザが流行すれば，医師や看護師も感染の危険が大きく，一般企業の活動も低下して病院食
の供給や廃棄物処理が困難になる可能性がある。ライフライン確保など事業継続計画を定めておかな
ければならないと指摘しています。岡山市の計画策定のスケジュール，研修の実施等について御説明
ください。
その際，発熱外来は市民病院に設置しますか。また，岡山大学との連携はどのようにお考えでしょ
うか。市民への周知はどのように行いますか。
次に，区役所の設置により区災害対策本部を設置するという条例の一部改正が提案されています。
これまで西大寺支所で水防本部や災害対策本部を設置してきたように，各区役所ごとに区災害対策本
部を設置し，スムーズに業務を行わなければなりません。災害対策本部の設置に向けた各区役所にお
けるスケジュールをお示しください。
区災害対策本部室は確保されていますか。そこが被災して使用できない場合の対応をお考えでしょ
うか。区役所ごとに御説明ください。また，メディアコムは新耐震基準をクリアしているのでしょう
か。
次に，避難場所は地域ごとにしっかりと確保されていなければなりません。その中心は小・中学校
の体育館と運動場であり，そこに災害時に確保されていないと真っ先に困る水とトイレを備蓄するべ
きだと思います。水道局では，学校の貯水槽に非常用給水栓を設置し，緊急用貯水槽として利用する
整備を平成22年度までに完了するようです。小・中学校内に災害用トイレを備蓄していくお考えがあ
りませんか。給食調理場を使っての炊き出しについてどのように実施しますか。
11月議会では，災害時要援護者避難支援台帳は整理中，主管課は検討中とのことでした。災害時要

援護者避難支援台帳の現状，具体的活用方法について御説明ください。
町内会などで支え合いマップをつくるケースが各地で出てきました。近所づき合いなどの情報を書
き込んでつくる地図で，地域のネットワークを再確認し，ひとり暮らしの高齢者など福祉に役立てる
のがねらいです。江東区では2008年度に，マップづくりをもとにした地域の高齢者見守り支援事業を
実施しています。要援護者を助ける地域の担当者を決め，避難経路に従って避難するところまで決め
る必要があります。岡山市はどのように取り組みを強めますか。
万倍の下水道管渠破損による地盤沈下は，破損部分の緊急修繕により現在小康状態を保っていま
す。道路の陥没事故は下水道の陥没によるものが圧倒的に多く，管が詰まったりたるんだりすると硫
化水素ガスがたまり，コンクリートを溶かしてしまうそうです。この状態が続けば下水管に穴があ
き，周囲の土砂が吸い込まれて空洞ができ，そこへ車両の重みが加わると陥没事故につながりやすい
のです。横浜市では，下水管の詰まりやたるみを早急に発見し，耐用年数を1.5倍に延ばす長寿命化
に取り組み始めています。維持補修についてどのように取り組んでいきますか。
次に，人権推進についてお尋ねをいたします。
平和のないところに人権は存在し得ない，人権のないところに平和は存在し得ないと言われるよう
に，人権の尊重が平和の基礎です。女性，子ども，高齢者，障害者，同和問題，アイヌの人々，外国
人，ＨＩＶ感染者，刑を終えて出所した人，これは1997年７月に最終的な国内行動計画にまとめられ
た９項目で，我が国の人権問題の重要課題として設定されました。この国内行動計画により，憲法の
定める基本的人権の尊重の原則及び国連行動計画などの趣旨に基づき，人権という普遍的文化を築き
上げることを目的に，あらゆる場を通じて訓練，研修，広報，情報提供など努力を積極的に行うこと
を目標としています。
政令市岡山市として，これら９項目の重要課題にどのように取り組んでいきますか。その方針をお
示しください。
人権推進室は廃止され，市民局の人権推進課が設置されるという組織改編もあります。区役所での
人権推進の取り組みをどのようにお考えでしょうか。
次に，さんかく岡山も10周年を迎え，記念事業が予定されています。数多くの市民協働事業が取り
組まれてきましたが，その現状と課題をお示しください。
さんかくプランには数値目標と成果指標が上げられています。以下の項目について，現状と課題，
目標を達成するための具体的方策をお示しください。
単位町内会長及び小・中学校のＰＴＡ会長に占める女性の割合，男女平等教育の授業実施状況及び
男女混合名簿の取り組み状況，市役所内のセクハラ防止の取り組み，市の審議会の女性委員の割合，
市の女性管理職の割合についてです。
男性の育児休暇取得率は，政府の数値目標である男性10％の目標達成のために，各任命権者や所属
長などへ男性，女性を問わず育児休暇を取得しやすい職場の環境づくりを働きかけたり，この行動計
画をホームページに掲載して職員に周知してきたと思います。その効果は出ているのでしょうか。目
標は達成できましたか。御説明ください。
男女共同参画の政策に関して，全庁的に幾らお金を投入したかということについて把握し，検証し
たでしょうか。平成21年度予算の中で全庁的な男女共同参画に関する予算は幾らでしょうか。
岡山市は，ＤＶ防止基本計画を2010年３月制定予定と聞いています。今後のスケジュール，盛り込
むべきと考えている内容について御説明ください。特に，自立支援としての児童手当，児童扶養手
当，保育料の減免，保証人の問題，就労支援などをＤＶ防止基本計画の中にどのように取り入れます
か。ＤＶ被害者へのワンストップサービスや子どもへの長期支援策についてどのように盛り込みます
か。
次に，都市内分権・地域自治についてお尋ねをいたします。
本来の地方分権は，権限も財源も地方に渡すことにありました。ところが，三位一体改革で行政コ
ストを削るための地方分権に変わった感があります。地方分権推進委員会が昨年５月に出した第１次
勧告は，住民に最も身近で基礎的自治体である市町村の自治権を拡充し，地方政府に近づけていくと
明言しています。ことし秋には新地方分権一括法案が国会に提出され，権限の移譲に加え，税源や財
源の移譲がことしの焦点になります。地方自治体が大きな権限，財源を持つ地方政府になる，本来の
地方分権を進めるよう国に強く意見を言うべきだと考えますが，いかがでしょうか。
市内が４区に分かれると都市内分権は進みます。地域自治は，自分たちのまちは自分たちの力でよ
くしましょうということであり，行政と市民が情報共有し，対等な関係で議論を進めていくべきで
す。区民会議の設置は都市内分権の進展にどのような役割を果たしますか。
次に，行革，財政についてお尋ねをします。
土木総務費に国直轄事業負担金は政令市分として36億9,700万円が計上されています。新潟県や大
阪府などは国直轄事業負担金の見直しを行っています。国直轄事業負担金についての岡山市の方針を
御説明ください。
岡山市は，新規採用を３年間凍結してきました。この間の年次有給休暇取得率は，平成17年の30％
から平成20年には26％へと下がっています。この結果についてどのように認識し，どのような対策を
立てますか。特に，少人数の出先機関での年休取得に対する考え方，対策を御説明ください。
次に，入札改革が叫ばれながら，全国的には市区町村レベルでの公共工事の一般競争入札の導入は
進んでいません。岡山市の土木工事落札率は，平成18年度87.3％，平成19年度83.1％，平成20年度
86.6％となっています。一般競争入札の拡大に努めてきたにもかかわらず落札率が右肩下がりになっ
ていない理由を，これまでの入札改革の取り組みとあわせて御説明ください。
平成21年度からは一般競争入札の拡大や電子入札が導入されると聞いています。また，政令市移行
に伴い，小規模工事は250万円まで可能となります。今後の入札改革の方針及びその方法と目標，随
意契約についての考え方を御説明ください。
次に，財政指標についてお尋ねをいたします。
財政健全化法における数値はクリアしていますけれども，経常収支比率の改善が見られない，実質
公債費比率は中核市で最下位であるなど，予断を許さない状況であることに変わりはありません。経
常収支比率の改善が見られないということは改革が進んでいるとは言いがたいと思いますが，どうで
しょうか。
経常収支比率の改善が見られない理由の説明において，退職者の大幅な増を挙げていますが，これ
は事前に明確にわかり得た課題だったはずです。会計の中に退職者手当引当金という観点，準備がな
かったことが問題であると考えますが，どうでしょうか。
実質公債費比率が中核市で最下位であることについては，プランを持って取り組んでいただきたい

問題です。総務省による公会計改革の一つ，財務諸表４表の新規製作が本市においておくれているよ
うです。行革の実を理解し思案し切れていないあかしでもあると思いますが，いかがお考えでしょう
か。
次に，人件費は採用凍結によって中核市中で中位に改善されました。凍結せずとも，10名採用，20
名採用など採用縮減策を用いても近年中に同様の成果を得ることができたわけですが，凍結にこだわ
った理由は何でしょうか。凍結したことによって生ずる穴埋めとしての再任用の人事であるならば，
もともと将来の人財である新人を採用しておいたほうが本市にとって有益であったと思いますが，ど
うでしょうか。
人員が減ってサービスエリアが広がる，この矛盾に対してどのような整理をしているのでしょう
か。
扶助費，公債費，繰出金については，依然中核市の中でも低水準です。人件費対策の採用凍結以
外，義務的経費においても投資的経費においても目立ったプランは示されてはいません。ゆえに，当
然結果も出ていないと思います。
需要の増す扶助費についての具体策をお示しください。
公債費について，それを要している各事業を挙げ，かつ高谷市政のもと，どのような取り組みを行
ってきたのかをお示しください。
繰出金について，それを要している各会計を挙げ，かつ高谷市政のもと，どのような取り組みを行
ってきたかをお示しください。
次に，官から民へ，経営者視点などを掲げたスローガンのもと，具体的成果を御説明ください。例
えば，指定管理者の選定後のアフターケアはできていますか。財政負担の面で成果を上げています
か。
選択と集中，行政サービスの棚卸しなど，掲げたスローガンのもと何が成果として示せますか。総
花的にマイナスシーリングをかけ続けることに矛盾はないでしょうか。教育費が一向に拡充されない
のは，市長の政治姿勢ととらえてよいのでしょうか。
公社，財団など多くの外郭団体に対する改革のメスが入らないのはなぜでしょうか。財政面での問
題意識はありますか。あるならば，こういったところに手をつけてこその行革であると考えますが，
いかがでしょうか。
次に，平和資料館についてお尋ねをいたします。
昨年の11月議会で市長は，戦争体験者が少なくなっているので，戦争資料をスピードを上げて集め
るようにやらせたいと答弁しています。そこで私たち市民ネットは，戦災資料が集められているとい
う北福祉事務所と，近隣のモデルケースと言える姫路市平和資料館を視察しました。
北福祉事務所では，職員に案内してもらいましたが，パネルが部屋の隅に置いてあっただけで，そ
のほかの戦災資料は見つかりませんでした。職員も何のことですかとの対応でしかなく，市長の思い
とは裏腹にお寒い現状と言えます。パネル以外の戦争資料は一体どこに保管されていますか。
一方，姫路市平和資料館は，手柄山公園の中腹，姫路市の中心部近くにあり，小学生の遠足にも利
用されているようです。目的は，空襲体験の承継の場として，平和に関する学習・教育の場として，
調査・研究の場として設置されています。ここの館長は岡大出身ということですが，今後本市の検討
材料として位置，施設，内容，管理運営，機構などを参考にするため，姫路市平和資料館の視察をお
薦めします。いかがでしょうか。
市長は，任期中に平和資料館の概要を決定しますか。その時期についてお尋ねをいたします。
次に，総務委員会関係です。
まず，西大寺「元気な新拠点」（カネボウ跡地）整備事業について。
本計画の骨格は，緑化フェア後のカネボウ跡地の民間活用エリア──北部2.58ヘクタールにおい
て，民間資金による事業計画，施設整備，事業運営等を行うための提案を求めるものです。操車場跡
地活用と並ぶ懸案事項であり注視しています。
事業用定期借地として土地を貸し付けるとのことです。現在，土地開発公社所有の対象物件を取得
する時期と予想される取得金額をお示しください。
土地の貸付料は岡山市普通財産貸付料算定基準に基づくとありますが，予想される最低賃料をお示
しください。
中核事業として，話題性と集客力が高いエンターテインメント性があることとしています。イメー
ジしにくいので，具体的に御説明ください。
隣接する公共業務施設用地──１ヘクタールの整備方針については，公共施設を集約したいという
答弁です。資金提供，整備運営を含めた提案を求める民間事業者に対して，これではインパクトがあ
りません。南隣の体験学習施設とあわせた公共施設の集約と充実により期待される集客効果を提案に
含めるためにも，この際具体的な整備方針をお示しください。
今回の事業手法から，三丁目劇場と吉本興業の関係，あるいはＡＳＰＯ事業と石本・戸田共同企業
体の関係を想起させられます。両事業とも民間事業者のノウハウをかりたものとして説明されまし
た。しかし，議会論議の中では，民間企業はビジネス的視点で事業撤退もあり得るが大丈夫かと問い
かけ続けましたが，十分な担保もないままに当局はこれを執行しました。その実態について，高谷市
長は就任直後に懸案事項としての認識を示されています。今回は，高谷市長御自身でその手法を提案
されています。さきの両事業から学ぶべき点を示し，本事業において同様のリスクを冒さないことを
御説明ください。
本事業を西大寺地域中心市街地活性化計画と位置づけるのでしょうか。そうであるのならば，ＪＲ
西大寺駅，両備バスターミナル，その他公共交通の再編論議も行う必要があると思いますが，見解と
方針をお述べください。
カネボウ跡地活用については，これまで西大寺支所が中心となって取り組んできました。政令市移
行後においては東区役所が主体となって取り組むと考えてよいのでしょうか。
緑化フェアの再整備費として約１億5,000万円が計上されています。緑化フェア後の体験学習施設
等の今後の利用計画について御説明ください。
次に，区民会議についてお尋ねをいたします。
区民会議では広く市民の意見を聞くことが大切あり，そのためには公募によりＮＰＯに準じる自発
的に問題を解決する団体にも区民会議に加わってもらうことが重要だと考えます。区の特色と平等を
保ち，民主主義を強めることが政令市岡山に求められています。
まちづくり推進事業費60万円が計上されています。この予算は，政令市移行により設置される４行
政区の特色を生かしたまちづくりを市民協働で推進するため，区民会議（仮称）を設置するための準

備予算と説明されています。しかし，区民会議に関する具体的論議はこれまでなされておらず，唐突
感があると同時に内容が不明なので質問します。
設置目的にある地域活性化事業とは何かを御説明ください。
条例設置とした理由は何でしょうか。
区民会議委員の委嘱権者はだれでしょうか。
組織構成上，区民会議は区長と並列の関係にあるのか垂直の関係にあるのか。同様に，安全・安心
ネットワーク，町内会等の地域団体との関係は並列なのか垂直なのか。説明の上，組織関係図を議会
にお示しください。
地域から提案された予算を伴うソフト事業の執行について，区長は区民会議に諮る義務があるので
しょうか。
協議事項として，区民から提案があったソフト事業の区長への推薦に関することとありますが，内
容について具体的に御説明ください。
当初予算には，区において独自に執行できるソフト事業予算が計上されていません。理由は何でし
ょうか。新年度途中において区独自ソフト事業予算が補正されるのでしょうか。
区独自ソフト事業予算執行に関して区民会議は関与しますか。関与するならば関与方法を具体的に
お述べください。
仮に区予算執行に関するのであれば，区民会議に一種の会的機能を付すことになると考えてよいの
か。
仮に議会的機能を付与した場合にあって，区民会議委員に区長またはその代理者を加えることは組
織論として矛盾しないでしょうか。同様に，委員の一部を区長が推薦する仕組みとなっているが，こ
こにも組織的矛盾が生じませんか。
委員数は各区20人から30人としています。区によって定数が異なるのでしょうか。定数設定の根拠
を明示の上，御説明ください。
公募委員の位置づけ及び人数──割合について御説明願います。
構成委員と利害相反する事案を審査する場合，いかなる対応をするのでしょうか。
専門部会を設けることができるとありますが，部会と区民会議本体との関係を定義してください。
委員として，区内において各分野で活動を行う団体を構成する者及び専門的知識または学識を有す
る者とあり，これを区長が推薦するとなっています。推薦手順について御説明ください。
区民会議は，さんかく条例の第19条，審議会等における積極的改善措置の４割条項が適用されます
か。女性委員を４割にする工夫をどのようにお考えでしょうか。
証明書自動交付機整備事業についてお尋ねをいたします。
懸案の証明書自動交付機の本稼働を平成21年７月１日とするとの報告がありました。導入する10台
のうち，ＪＲ岡山駅付近の具体的設置場所が未定であることが問題でしたが，総務委員会では岡山駅
地下広場に開設予定の観光情報センター（仮称）に併設する考えも示されました。
平成21年度予算の岡山観光情報センター（仮称）整備事業について御説明ください。
自動交付機設置に関する関係当局間の調整状況について御説明ください。
広場に設置されているテレビ画面装置の扱いについて御説明ください。
市民サービスの原点である窓口業務でありますが，松山市，佐賀市等で導入されている総合窓口整
備を区役所単位で行うことを提案します。御見解をお示しください。
次に，総合保健福祉施設建設事業（金川病院併設）基本計画についてお尋ねをいたします。
この基本計画と同時に，金川病院建替事業費4,812万円が提案されています。旧御津町との合併に
より，新市建設計画として岡山市に引き継がれ，今に至っているものです。この間，医療制度を取り
巻く環境が激変し，御津地域を中心とした北部地域における医療提供のあり方が注目されています。
基本計画の骨子は，国立病院機構岡山医療センターとの連携と理解しています。岡山市が旧金川小学
校跡地に建設し，国立病院を指定管理者として運営に当たる。面積は，医療施設が約3,400平方メー
トル，併設の保健福祉施設が約600平方メートル，建設事業費は約10億円とのことです。
医療機器を含めた内部施設に要する費用はどの程度見積もっていますか。
国立病院と岡山市の負担割合に関する考えをお示しください。
利用料金制を念頭に置いてあるとのことですが，岡山市に追加負担を求められる可能性はあるので
しょうか。
医師の確保は国立病院において保障されるのでしょうか。
現行60床の病床を30床とすることについて，国立病院及び利用者──地域住民に理解は得られてい
るのでしょうか。
削減した29床を連携機関において岡山市北部地域の急性期医療体制の充実，強化を図るため国立病
院に移管し活用するとしていますが，その内容と意義について御説明ください。
現行の金川病院の跡地についてはいかなる扱いとするのか御説明ください。
北区は451平方キロメートルと大変広く，御津や建部の高齢化を考えると，身近な福祉サービスの
拠点が必要です。保健福祉施設に福祉事務所のサテライトの役割が必要だと考えます。保健福祉施設
の位置づけについて御説明ください。
次に，保健福祉委員会関係です。
まず，保健福祉ネットワークについてお尋ねをいたします。
福祉の分野は多岐にわたります。行政は縦割りのため，市民の皆さんはさまざまな課へ出向かない
とサービスが受けられない状況です。
総合的に質の高い保健福祉サービスを提供できる体制整備のために保健福祉ネットワーク協議会を
設置するとのことですが，その機能や権限をわかりやすく御説明ください。
中央福祉事務所に設置される総合相談窓口により，福祉のワンストップサービスを実現しようとし
ていますが，すべての福祉事務所に広げるお考えでしょうか。総合相談窓口の開設時間を御説明くだ
さい。
千葉県では，対象者横断的な施策展開を図る健康福祉千葉方式を推進しています。その一環とし
て，福祉サービスのコーディネート，福祉の総合相談，権利擁護等の機能をあわせ持ち，24時間365
日体制で行う中核地域生活支援センターを健康福祉センターの所管区域ごとに設置しています。事業
内容は，地域総合コーディネート事業，子ども，障害者，高齢者など対象者を横断的にとらえた複合
的な相談事業，福祉救急隊──弁護士，医師，社会福祉士等──の協力や各種関係機関との円滑な連
携をもとにした権利擁護事業などです。岡山市でも同様な取り組みの必要性が高いと考えますが，御
所見をお聞かせください。

次は，高齢者の福祉についてお尋ねをいたします。
新年早々の１月９日，岡山市内での「94歳母親を絞殺」というショッキングな記事が載りました。
10年ほど前に脳梗塞で倒れ，寝たきり状態となった実母を妻と介護してきた長男が絞殺したことを伝
えた記事です。事件防止には，介護者同士が気軽に話し合える場や，機関やサービスの充実，周囲の
気づきの必要性が大切であり，それなりにこの家族を支える社会的資源はあったと言います。しか
し，在宅での家族の介護負担は重く，事件は防げなかったのです。このような悲劇を防ぐためには，
特別養護老人ホームなどの施設をふやすべきと考えますが，いかがでしょうか。
次に，高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の次期計画を策定中です。計画の３本柱に，元気，
予防・改善，安心を上げています。これまでの計画で足りなかった点，改善すべき点は何でしょう
か。それぞれの中心となる事業について御説明ください。
次に，子どもの福祉，子育て支援についてお尋ねをいたします。
保育園は，子どもと保護者にとって安心できる場所であることが一番の条件であり，保育園の運営
では人材がすべてとも言えます。人材を確保するためには身分保障が大切です。正規，非正規の保育
士の賃金格差は問題が大きく，公立も私立も正規保育士の賃金は同程度を確保するべきだと考えま
す。
公立園と私立園の格差是正についてどのようにお考えでしょうか。
すべての保育士を正規保育士にするとしたら，人件費は公立園，私立園それぞれ幾らふえるんでし
ょうか。
そのために子育て支援策として単市補助金を創設したらどうでしょうか。
保育園の解決すべき課題は，行きたい保育園に入れない保留児の増加と障害児保育の拡充です。現
状をどのように把握し，どのような方針，計画で臨みますか。
入園申請において，兄弟が同じ保育園に入れない事態が起きています。常識的には考えられないこ
とであり，入園基準などルールの改正が必要だと思いますが，いかがでしょうか。
岡山市は，保育園民営化ガイドラインを昨年作成しました。保護者の理解なくして実施できない事
業です。子どもにとってのリスクは大きく，上記の課題解決に専念するべきだと思います。
さて，民営化しても何も変わらないのかどうかを検証したいと思います。
まず，公立園と私立園の違いについて具体的にお示しください。
私的契約利用料収入とは何か御説明ください。
私立園では私的契約利用料以外にお金を徴収していますか。
厚生労働省が来年度から予定している保育園の直接契約について御説明ください。
次に，児童クラブについてお尋ねをいたします。
児童クラブの課題は，クラブハウスなどのハード部分から，障害児の入所，待機児の発生，保育
料，指導員の処遇などサービスに差があることです。
これらのサービスの差を埋めるための方策をお持ちでしょうか。どのように実施していますか。
児童クラブの設置基準を定めるなど，児童クラブ全体の見直しが必要な時期だと考えますが，いか
がでしょうか。
次に，産科，小児科についてお尋ねをいたします。
子どもの病気はいつ起きるかわからず，朝まで待てないことは多々起こります。産科，小児科につ
いては，市民病院や医師会とのネットワークを通じて24時間の診療体制をつくるべきだと考えます
が，いかがでしょうか。
次に，妊婦健診の無料化についてです。
政府の第２次補正予算に伴い，妊婦健診について公費負担を14回に拡大するという予算が組まれま
した。母子保健の充実が大きく図れると期待しています。里帰り出産や助産所の健診も対象になるで
しょうか。
今回の政府予算は３年間ですが，それ以後も岡山市として14回の公費助成を保障していきますか。
次に，こども総合相談所，一時保護所のスタートが間近となり，子どもの権利を守る上でも市民の
期待は大きいものがあります。
職員研修，経験豊富な県職員の派遣，指導・助言を受けるスーパーバイズ体制，虐待対応専従チー
ム体制，事業量の多さが見込まれ精神的な負担の多い職場ゆえのバーンアウト対策などの準備状況に
ついて御説明ください。
こども総合相談所と連携して地域こどもセンターが福祉事務所に整備され，地域における子どもの
相談体制の最前線となります。職員配置，職員研修について御説明ください。
次に，障害者の福祉についてお尋ねをいたします。
厚生労働省は，施設入所や就労支援など障害福祉サービスを提供する事業所へ支払う報酬につい
て，ことし４月からの改定案を発表しています。重度障害者への訪問介護など地域で生活を支えるサ
ービスや，介護福祉士といった専門職を手厚く配置した事業所に報酬を上乗せするというものです。
施設への入所・通所，訪問介護や就労訓練の現状と課題を御説明ください。
市内の事業者に今回の改定が与える影響について御説明ください。
障害福祉サービスを提供する事業所への情報提供をどのように行っていくのでしょうか。
次は，こころの健康センターです。
精神保健福祉センター構想（案）によりますと，医師の診察は病院受診が困難なケースのみとし，
センターは未受診者に対し適切な医療へつなぐための支援に重点を置くべきであるとしています。ひ
きこもりなどで治療に至っていない人を治療に結びつけるのは大変な作業であり，そこには訪問の中
で築かれる人間関係が必要です。センターがつなぎ役に役割を限定するのは現実的ではないと考えま
す。県は医師を３人配置して治療を行っていますが，岡山市は医師を１人配置です。その理由につい
て御説明ください。
入院患者のうち388人の退院を目指し，構想案では精神障害者の地域移行，社会復帰に重点的に取
り組むべきであるとされています。具体的施策について御説明ください。県は，ＡＣＴおかやま事業
として，精神科医，保健師，精神保健福祉士，作業療法士等がチームをつくり，とても有効な活動を
しています。人員配置が少ないと思いますが，今後どのように充実しますか。
精神保健福祉施設における関係機関として，保健所・精神保健福祉センター，保健センターが上げ
られています。重点課題である地域移行に当たっては，医療機関，福祉事務所，公営住宅，自立支援
法に基づく事業所，ＮＰＯ法人等との連携も位置づけ，それぞれの機能，役割を明確にしていく必要
があるのではないでしょうか。
次は，施設監査指導です。

福祉施設などでは，質の高い福祉サービスの提供が求められており，民間参入が進む中でさまざま
な問題も出てきています。つい先日，岡山県から事業取り消しの処分を受けた施設もあります。福祉
サービスをチェックする施設への監査指導が今後の行政の重要な役割と言えます。
政令市移行に伴い，施設監査指導は何が変わるのでしょうか。それに対応する体制は組まれていま
すか。
岡山市が抜き打ち監査を実施した事例はどのくらいありますか。人員体制やどこまで行政が介入で
きるかという問題も含め，十分な監査指導を行うには何が必要でしょうか。
監査後のフォロー体制はどうなっていますか。
次に，環境消防水道委員会関係です。
まず，産廃許可についてお尋ねをいたします。
市長は，議会初日の所信表明において，環境政策に力を入れることを強調しています。都市ビジョ
ンにおいては，市を庭園に見立てる構想も出ています。自然，とりわけ水と緑を大切にする姿勢は大
いに評価したいと思います。しかし，本質というか中身というか，これが違う方向なら話は別のもの
です。試金石であるのが，御津の産廃の許可をどうするかということです。御津の処分場計画は旭川
の上流に位置しています。影響地区は岡山市全域とでもいうべき広さです。御津地区内の処分場計画
はここだけではありません。もしここが認められれば，次々と計画が具体化することでしょう。御津
地区が産廃銀座になる日が来るかもしれません。そうすると，高谷市長は岡山の自然を壊すことを認
めた人物として歴史に残ることになるかもしれません。
許可権は岡山市長にあります。市長は現地に行きましたか。市民，住民の立場に立って，許可に慎
重な姿勢をおとりになるかどうかお尋ねをいたします。
この間の岡山市の対応は，産廃条例第３条，「住民の産業廃棄物処理施設の設置及び管理に対する
不安を解消するよう努めるものとする」という市の責務を十分に果たしたと言えるでしょうか。
岡山市産業廃棄物処理施設設置等指導要綱第９条，地元住民等の同意書は，隣接の土地の所有者，
地元住民の代表者，放流先の水利関係者とあります。これらの同意書は，現実にかかわりのある地元
住民になっていると言えますか。
県立自然公園への編入に向けての環境調査の現状について御説明ください。
次に，ごみの有料化についてお尋ねをいたします。
ごみの有料化は，残念ながら市民に対する十分な説明があったとは言えず，市民の理解も不十分な
まま開始されました。直接市民の意見に耳を傾ける格好の場であり，有料化の意義を熱く語る機会で
もあった説明会に市長は一度も参加されませんでした。大変残念なことだと思います。ごみの減量化
が今のところ実現しているのは，ひとえに住民の協力と職員の努力の結果にほかなりません。費用負
担の公平に並ぶごみ減量が持続するかどうかは，市長の姿勢にかかっていると思います。
俗に言うリバウンドを防ぐために，市民啓発，機構改革など，どのようなことを計画しています
か。
スーパーやコンビニなどへの家庭ごみの不法投棄が問題となっています。事業者との連携について
お示しください。
高齢者世帯やひとり暮らしの方などから，これから夏場に向かい生ごみを早く処理するためにも，
10リットルの指定袋を購入したい，減免の袋についても10リットルを希望するという御意見をたくさ
ん聞きます。現実に合わせた対応が必要だと思いますが，現在の状況と御認識をお伺いいたします。
多摩市では，電気を使わない生ごみ処理機「くうたくん」が注目されています。
本市の生ごみ処理容器購入費補助金交付制度の補助対象容器にこういうのもなるでしょうか。
小学校でのごみ問題の学習や生ごみ減量化の勉強をより充実させてはいかがでしょうか。
次に，水道の安全性についてお尋ねをいたします。
水道の安全性は当然とこれまで受けとめてまいりましたが，これからはそうとも言えない時代で
す。これまで水が飲めないと言われていた東京，大阪では，３次処理でかなり改善されているそうで
す。しかし，逆に岡山市では，水源の上流に産廃の埋め立てが複数の民間業者によって計画をされて
いるところです。厳格な規制があっても，万一の事故があった場合には，市民の水源に重大な影響が
発生するおそれがあります。水を守る対策は万全でしょうか。
次に，消防体制です。
消防のあり方についてお聞きいたします。
各区と消防署の配置は既に示されていますが，各区同士の連携，また区と隣接市との連携はどうな
っているのでしょうか。
消防についてもそうですが，すぐ近くなのに到着がおくれたり，搬送が間に合わなかったりといっ
た事態が起きないように，どのような準備をなされていますか。
次は，建設委員会関係です。
緑の基本計画について。
都市緑化フェアもいよいよ３月20日から始まります。岡山市は，平成13年11月に緑の基本計画を定
め，平成27年度までを計画の期間としています。その基本方針は，「緑の拠点をつくる」「基盤とな
る緑をまもる」「身近な緑をふやす」「みんなで緑をそだてる」です。特に，基盤となる緑をまもる
の項では，「市街地周辺に位置し，市街地からの景観要素，自然供給源である丘陵地，山地部の森林
等を保全・活用する」「農地や森林等は，その機能を存続・増大させるために，法の指定を継続し，
保全していく」としています。
龍ノ口グリーンシャワー公園は，この緑の基本計画からすると，岡山市は基盤となる緑を守ってい
くべきだと考えますが，いかがでしょうか。
山間部に産廃の処分場をつくることは，緑の基本計画とは相入れない考え方ではないでしょうか。
次は，都市交通戦略です。
都市交通戦略では，自動車に依存した交通体系を，鉄道やバスなどの公共交通と自動車交通の組み
合わせに自転車の利用環境を整える，環状道路の整備，歩行者空間の充実，自転車，公共交通を重視
する取り組みに政策の軸足を置くとしています。
これまでの取り組みとの違いを御説明ください。
都市交通戦略と都市ビジョンの関係について御説明ください。
今後のまちづくりとして，都心の機能を強化し，都心へのアクセスと都心内の回遊性を強化し，だ
れもが都市機能を利用できるようにすることは，これからの高齢社会の進展と岡山の面積の広さを考
えるとなかなか難しいと思います。今議会に灘崎の合併特例区のコミュニティバス廃止議案が提案さ
れていますが，合併地区など周辺部の公共交通確保は喫緊の課題だと思います。合併特例区における

コミュニティバスなどの現状，今後の事業の存続方法等について御説明ください。
次に，経済委員会です。
まず，岡山市農業振興ビジョンについてお尋ねをいたします。
本年４月の政令市移行から2018年度までの10年間の農業振興戦略として農業振興ビジョン（案）が
示され，検討されています。今日の危機的な我が国の農業の惨状は，戦後の高度経済成長の国策の裏
で，農業切り捨てに基づく食の安定供給や安全・安心などがおろそかにされてきた結果を如実に示し
ています。
戦略的基本的考え方，つまり振興ビジョンと基本理念，さらに基本方向が示されています。物事の
方向や理念を示す場合には，通常これまでの本市の農業振興がどうであったのか，農家が生きがい，
やりがいのある施策であったのかどうか等を検証しつつ，功罪を明らかにした上に立って次の方針，
方向性を打ち出すのが常道です。しかし，本ビジョン案にはこれまでの総括が一切されず，パブリッ
クコメントや関係団体との意見交換の中で明らかになっている質問や疑問に対しての本質的な回答に
なっていません。総括のないビジョンへの評価をお伺いします。
次に，統計データから幾つか質問を行います。
農業所得が，平成18年全国平均では110万円余，本市では53万3,000円と全国平均のおよそ半分しか
ありません。農業では食べていけない現実があります。農家への個別直接保障制度の新たな創設が必
要と思いますが，いかがでしょうか。
耕作放棄地面積が40ヘクタールと建部町が突出しています。原因は何でしょうか。
岡山市の耕作放棄地面積が，平成17年で，土地持ち非農家を含めてですが1,294ヘクタールとな
り，20年前の昭和60年におよそ327ヘクタール，４倍にもなっています。この間，放棄地対策として
どんな施策を打ち出してきましたか。効果があったとお考えでしょうか。
家族経営協定締結数が平成19年度総数で65戸しかありません。制度が有効ではないのか，ＰＲ不足
なのか，それとも農家の理解不足が原因なのでしょうか。
農家産出額で，畜産，豚とその他が平成12年から秘密保持上，統計数値を公表しないとなっていま
すが，理由は何でしょうか。
農業振興ビジョン実現に向け，農業委員会の役割も重要であると考えます。農業委員会会長にお伺
いします。現行70名の農業委員で農業ビジョンの実行はできるとお考えでしょうか。
次は，地産地消です。
学校給食への供給について，関係者との調整をどこまで進めましたか。
地産地消と学校給食を結びつけるために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。
販路拡大を中国・洛陽市，韓国・富川市にも広げ，台湾・新竹市への物産販売を継続して行う計画
はありますか。
岡山市と姉妹都市の市場を交互につくることなどに取り組みませんか。
農業サポーター制度も，一般市民に加えて農業高校や岡大農学部の学生と連携を試みてはどうでし
ょうか。
農商工連携の必要性が示されています。行政がコーディネートしなければなりません。具体的には
どのような方向，ビジョンをお持ちでしょうか。
地域政策プランナーの導入が示されています。地域の声を政策に結びつけ，実現を目指すとなって
いますが，農業委員会の仕事とどこがどう違うのでしょうか。
次に，中央卸売市場についてお尋ねをいたします。
もともと二日市，国体町や青江，東古松，内山下などにあったそれぞれの市場を統合した中央卸売
市場が，26年前の昭和58年２月に現在地でオープンしています。卸売市場法に基づく全国21番目の開
設ですが，卸売手数料や地産地消の課題など大きな曲がり角に差しかかっています。
食の安全・安心を確保するための残留農薬，ポストハーベストや衛生管理に向けての検査体制はど
うなっていますか。
場内業者への衛生管理指導はどうされていますか。
市場内のごみ処理・分別や埋め立て・粗大ごみの処理はどうされていますか。
食の安全・安心や生鮮食料品の消費拡大のためには，消費者へのＰＲが重要となります。市場とし
ての消費者への取り組みをお聞かせください。
昨年末に，市民ネットでは関連施設の視察に行きました。先日，朝市を含めて関連施設の現状が地
元紙で報道されており，うれしい限りです。
さて，関連店舗の一層の開放が必要となっていますが，市民ニーズを前提にした店舗計画をどのよ
うにお考えでしょうか。例えば，先日の新聞報道によりましても，生鮮食料品を第４日曜日の朝市で
提供できるように条例改正を望むとありました。私たちも同感です。条例改正を行いますか。
次に，文教委員会関係についてお尋ねをいたします。
まず，耐震改修です。
体育館，校・園舎それぞれの耐震診断，改修設計，工事は計画どおり進んでいますか。
特に工事において，契約不調によるおくれは出ていませんか。
校・園舎の耐震改修はいつまでに行うのでしょうか。
耐震改修についての予算が１月補正で上がり，この当初予算案ではついていません。これは本来平
成21年度に予定していた耐震改修の計画を平成20年度１月補正に前倒ししたためでしょうか。
１月補正で上げられた耐震改修用の補正によって，計画自体も前倒しにならなければ補正の実効性
は薄いと思いますがどうでしょうか。
１月補正で示した補正は，同時に新年度に繰り越しとなっています。さらに，新年度に前倒しの計
画，予算が出てこないのであれば，全く景気雇用対策になっていないと思いますがいかがでしょう
か。
次に，岡山市子ども読書活動推進計画についてお尋ねをいたします。
今年度中に策定完了というふうなお約束ですが，間に合うのでしょうか。
本来，執行部のビジョンと同等に重視されるべきパブコメをどのように分析し，その中で何を採用
し，何を切り捨てたのでしょうか。策定過程における選択と集中の中身を御説明ください。
広く市民の皆さんに知っていただき，御理解いただかなければならないもののはずです。現在示さ
れている内容も構想も非常にわかりにくいと思います。最終的に市民に示すことを想定し，組み立て
や考え方などの多くの工夫が必要であると思いますが，いかがでしょうか。
子どもの読書活動を進めていくためには，本と場所と人が重要な要素です。今，図書館は変わり始

めており，ただ本を貸し出すところから，情報拠点の機能を強め，起業を支援する，農協と連携して
農業経営を手助けするという公共図書館まであらわれています。図書館は必要であり，目的基金をつ
くってでも推進すべきであると考えますがいかがでしょうか。
次に，習熟度別サポート授業についてです。
基礎学力の定着のために，小学校２年生から４年生の国語，算数で習熟度別の少人数指導を導入し
ます。習熟度別指導をどのように位置づけて，どのように取り組んでいきますか。
そのメリット，デメリットについてどのようにお考えでしょうか。
本人や親の同意を得た上で10人未満の授業を行うとのことですが，習熟度別サポート授業導入によ
る苦情や問題解決などにどのように対応されますか。
同意を得たと判断をするのは校長でしょうか。
次に，教職員研修です。
岡山市が目指す教師像を明確にした上で，採用時から一貫した教職員研修を進めるとうたっていま
す。岡山市が目指す教師像をわかりやすく御説明ください。
採用時から一貫した教職員研修の実施方法について御説明ください。
指導が不適切な教員の認定，研修，解除等のスケジュール，またその仕組みについて御説明くださ
い。
平成21年度当初予算新規拡充分は370万円です。新規研修計画について御説明をください。
次に，足守地区の教育環境の変化についてです。
新年度から，足守，高田，福谷の３幼稚園を統合し，現足守幼稚園が中学校区をフォローすること
になります。子どもたちや親御さんの心情，また実際の教育環境のあり方から見ても，早急に小学校
もそろえるべきではないでしょうか。
小学校がそろった後であれば，今求められている通園バスについても費用対効果を考慮し，導入可
能性は高まるのでしょうか，お尋ねをいたします。
これで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.31
◎市長（高谷茂男君） 皆さんおはようございます。本日からの代表質問どうぞよろしくお願いいた
します。
それでは，市民ネットを代表されての下市議員の御質問でございますが，まずさきの万倍地区にお
ける下水道管の損傷事故につきましては，多くの市民の皆様，特に現場周辺の方々には多大な御迷
惑，また御心配をおかけしております。
今後とも，被害を受けられた皆様方への対応を行うとともに，下水管の安全対策，通行の安全確保
に努めてまいりますので，よろしくお願いいたします。
続きまして，地方分権の推進を国に強く求めてはとのお尋ねでございます。
本市といたしましては，これまで国に対し，今後の地方分権改革においては，国と地方の役割分担
や国の関与のあり方の抜本的な見直しとともに，これに応じた税源配分等の財政上の処置のあり方の
見直し等を断行されるよう，全国市長会や中核市市長会を通じて積極的な働きかけを行ってきたとこ
ろであり，今後も粘り強く働きかけてまいりたいと考えております。
次に，行財政改革の検証についてでございますが，これまでの取り組みについては所信でも詳しく
申し上げましたが，従前は複雑かつ多様化する市民ニーズにこたえることが行政の役割であるという
認識のもとで，行政システムはどんどん肥大化するとともに，市全体の借金が約7,000億円に上ると
いう厳しい状況となっておりました。このような中で，財政の健全化を図るためには，まずこうした
借金の解消が急務であることから，すべての事務事業について税金を投入するだけの社会ニーズが本
当にあるのかどうかについて，市民の目線や民間の経営手法を取り入れながら，ゼロベースの視点で
行政サービスの棚卸しを行ってまいりました。こうした取り組みの成果により，自治体経営の足腰を
強め，福祉やまちづくりを支える財政基盤を大幅に強化することができたと考えております。
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.31
◎総務局長（岡村賴敬君） 市長の政治姿勢の中で，防災対策，危機管理に関して何点かいただいて
おります。順次お答えをします。
災害対策本部に関する一連のお尋ねでございますが，各区の災害対策本部室は各区役所の会議室な
どを使用することとしておりまして，スケジュールとしましては，年度末までに電話，電源，テレビ
アンテナ，情報コンセントなどの端子を設置することとしております。
また，災害対策本部設置時の対応につきましては，マニュアル等を年度内には作成したいと考えて
いるところでございまして，まとまり次第，順次職員への研修，周知を図りたいと考えております。
また，各区役所が被災したときの災害対策本部室の設置についてでございますが，中区のメディア
コムは昭和58年建築になっており，新耐震基準をクリアしておりまして，また南区につきましても昭
和62年建築の新耐震基準をクリアした建物に災害対策本部室の設置を考えております。新耐震基準を
クリアしていない北区につきましては分庁舎，東区につきましては西大寺ふれあいセンターを考えて
いるところでございます。
次に，避難所について，災害用トイレの備蓄，また給食調理場を使っての炊き出しについてのお尋
ねでございます。
現在，災害用トイレなどの資材，備品を備蓄してきておりますが，今後におきましても，大きな被
害が想定される箇所から重点的に備蓄品の増加に努めてまいりたいと考えております。
給食調理場を使っての炊き出しについてでございますが，現在委託業者が給食調理をしている学校
も含めまして，学校の施設を活用して炊き出しを行うことは可能と考えております。また，災害時に
は学校の給食調理場だけでなく，公民館やコミュニティハウスの調理室も活用して炊き出しを実施し
たいと考えております。
次に，災害時要援護者避難支援台帳の現状，具体的活用方法，また取り組みについてのお尋ねでご
ざいます。
現在，約３万6,000人の方々の同意書のデータを入力した災害時要援護者避難支援台帳についてで

ございますが，職員によるチェック作業を終えまして，各地区の民生委員，児童委員の方々に確認を
していただくため，それぞれにお配りする準備をいたしております。この方々に内容の御確認をいた
だいた後，各地域の代表でございます各地区の安全・安心ネットワークや消防団などにお配りをいた
しまして，御指摘のような地域で，日常の見守り活動などに活用していただくなどしながら，いざと
いうとき災害時要援護者の避難支援に有効に活用していただけるようお願いをしていきたいと考えて
おります。
続きまして，人権推進の項で，新さんかくプランの数値目標，成果指標の中，市役所内のセクハラ
防止の取り組みはというお尋ねでございます。
市役所内のセクハラ防止の現状といたしましては，まず市役所本庁９階にございます健康管理室内
にセクハラ相談窓口を設置し，随時相談を受ける体制をとっております。また，昨年12月には出先機
関を含めました全所属にセクハラ防止啓発用の冊子を配付いたしましたほか，庁内ＬＡＮによる健康
情報誌でセクハラを取り上げるなど，職員への啓発に努めているところでございます。さらに，職員
安全衛生委員会の委員への研修や，毎年局単位で行われております人権研修でもセクハラをテーマに
取り上げるなどしております。
今後とも，研修の場を継続，活用いたしまして，職員の意識啓発に努めるとともに，セクハラの防
止及び対応について先進事例などを参考にしながら研究をしてまいりたいと考えております。
続きまして，同じ項の中で，市の女性管理職の割合についてというお尋ねでございます。
新さんかくプランの数値目標といたしましては，平成23年度における課長級以上の女性管理職の割
合を８％といたしております。これに対しまして，平成20年４月１日時点での割合は5.5％となって
おります。係長・主任級への登用に当たりましては能力，実績などを評価し，また管理職への登用に
当たりましては行動力，能力，識見，適格性に加えまして，具体的な実績を重視する中で女性職員の
積極的な登用を図ってきたところでございます。
今後，目標達成に向けての取り組みといたしましては，女性職員の活躍の場をさらに拡大するとと
もに，ポストの拡充などについても検討してまいりたいと考えております。
同じ人権推進の項の中で，男性の育児休業取得率の目標達成のための環境づくり，周知，またその
効果についてのお尋ねでございます。
男女がともに能力を発揮し，安心して子どもを産み育てることができる社会づくりを推進すること
は大変重要な課題だと考えております。本市におきましては，ホームページでの情報提供や新採用職
員研修あるいは新任課長級研修などでの説明など，男性職員の育児休業取得に向けての環境づくりや
周知に努めておりますが，平成20年度の取得者は３人でございまして，取得率は1.4％でございまし
た。今後，男性職員の育児休業取得者の，これまで取得をした取得者の実例などの具体的な情報を提
供するなど，これまで以上に環境づくりや周知に努め，引き続き目標達成に向けて努力をしてまいり
たいと考えております。
続きまして，行革，財政の項の中で，年休取得率が下がっているがどう認識し対策を立てるか，特
に少人数出先機関での考え方をというお尋ねでございます。
年次休暇の取得につきましては，平成17年の１人当たり11.3日から平成20年には10.1日と，約1.2
日の減少となっておりますが，職員の健康管理やワークライフバランスの面からも年次休暇の取得し
やすい環境整備が必要であると考えております。そのためには，適正な人員配置とあわせまして，所
属長による適正な業務配分，また計画的な業務執行，課内あるいは係間での相互協力や業務効率の向
上，不要不急な資料作成の減少などに努めていくとともに，職員みずからも事務効率の向上に努める
一方，健康管理の面からも休むべきときは休むという意識を持つことが必要であると考えておりま
す。
また，少人数の出先職場につきましては，元課になりますいわゆる所管課等におけるサポートなど
も行いながら，年次休暇の取得しやすい環境整備に努めていく必要があると考えております。
同じ項の中で，採用凍結せずとも同じような効果が得られたのではないか，凍結にこだわった理由
はと，また再任用職員の配置についての関連の御質問でございます。
本市の厳しい財政状況のもと，必要な市民サービス提供のための財源を確保するためにも簡素で効
率的な組織を構築し，事務的経費である人件費の削減を図るため，一部の専門職種を除き３年間の採
用凍結を行ってまいりました。このような取り組みも含めまして，５年間で200億円の財政効果を出
すという行財政改革の目標を１年前倒しで達成できる見込みとなったところでございます。
また，再任用制度につきましては，高年齢化の急速な進展，年金制度改正など高年齢者を取り巻く
状況を踏まえ，退職者の豊富な経験や知識を有効活用することにより，効率的かつ円滑な行政運営を
図ることを目的として導入されている制度でございますが，各職場での業務面での必要性などを十分
勘案しながら配置を行っているところでございます。
同じ項の中で，人員が減ってサービスエリアが広がる，この矛盾に対してどのような整理をしてい
るかというお尋ねでございますが，事務効率の向上，行政サービス棚卸しによる事務事業の見直し，
また廃止，縮小，業務の民営化及び民間委託の推進などを進めるとともに，業務量に応じた適切な人
員配置，また組織のフラット化などによりまして，スリムで効率のよい組織となるよう努めていると
ころでございます。
以上でございます。
P.33
◎秘書広報担当局長（田淵薫君） 総務委員会関係で，証明書自動交付機整備事業等についての項
で，広場に設置されているテレビ画面装置の扱いについての御質問にお答えをいたします。
ＪＲ岡山駅の駅南地下広場に設置しておりますマルチビジョンでございますが，これは平成11年12
月に設置しております。機器につきましては耐用年数を超えており，現在使用できない状況であるこ
とから，一定の役割を終えたものと判断しております。今後につきましては，駅南地下広場の有効活
用とあわせ，関係各課等と調整を図りながら検討してまいりたいと考えているところでございます。
以上です。
P.33
◎財政局長（内村義和君） 入札改革の項で，まず入札改革の取り組みと一般競争入札の拡大による
落札率の推移についての御質問にお答えいたします。

本市におきましては，工事契約につきまして，従来許容価格10億円以上で行っていた一般競争入札
を平成19年度には５億円以上に，また平成20年度には2,500万円以上に順次拡大してきたところでご
ざいます。平成21年度には，原則としてすべての入札において一般競争入札を行うことといたしてお
ります。
一般競争入札につきましては，地方自治法上原則の契約方法とされており，不正が起こりにくく透
明性，公平性が高いものであり，一般的には一般競争入札の拡大により落札率が下がる傾向があると
言われております。
本市におきましては，以前から公募型指名競争入札や郵便入札の実施など透明性，競争性を高める
制度を導入していたために，一般競争入札の拡大に伴う落札率の極端な変化は見受けられなかったも
のと考えております。平成19年度と平成20年度におきまして，落札率の変動につきましては，ダンピ
ング受注防止策として行った最低制限価格の見直しによる影響が大きいのではないかと考えておりま
す。
続きまして，今後の入札改革の方針と随意契約についての御質問にお答えいたします。
本市では平成19年６月に，平成21年４月を目途に一般競争入札への移行，電子入札制度の導入，総
合評価方式の導入等を柱に政令指定都市にふさわしい，より公正で透明性，競争性の高い入札制度を
構築する方針を決定し，順次制度改正を行ってまいりました。この改正は平成21年度で一応完了しま
すが，今後ともさらに公正かつ透明性，客観性の高い入札契約制度の構築を目指しまして，適正な価
格と適正な品質を確保するための総合評価方式の拡充やダンピング受注防止対策の強化等に努めてま
いりたいと考えております。
なお，随意契約につきましては，平成19年10月に法令に定められた場合にのみ例外として認められ
る契約方法であるとの認識に立ちまして，見直し方針を策定し，適正化に取り組んでまいりました。
今後とも，この見直し方針に基づき厳正かつ的確な運用に努めてまいりたいと考えております。
続きまして，行革，財政の項で，経常収支比率の改善及び財務諸表４表の作成についての御質問に
お答えいたします。
平成19年度決算におきます経常収支比率が平成18年度の比率より悪化している原因としましては，
平成19年度の退職者が平年に比べて一時的に増加しているためでございます。
退職手当につきましては，そのための基金を積み立てるのではなく，財政調整基金で財源を調整し
ているため，経常収支比率の計算におきましては一般財源扱いとなり，このような数値になります
が，平成19年度の特殊要因でありますこの影響を除いた場合，前年度比0.4ポイントの改善となって
おります。これは，扶助費や保険医療特別会計への繰出金が増加する中で，これまで行ってきました
行財政改革の効果により，実質的な改善がなされたものと考えております。
次に，新地方公会計制度に基づきます連結財務書類４表につきましては，平成20年度決算をもとに
平成21年秋をめどに公表することとなっておりますが，現在これに向けまして岡山県市町村振興協会
主催の研究会に参加し，準備を進めているところでございます。引き続き，財政の健全性を確保し，
安定した市民サービスの提供が行えるよう行財政改革に取り組んでまいりたいと考えております。
続きまして，同じく行革，財政の項で，扶助費，公債費，繰出金についての取り組みについての御
質問にお答えいたします。
扶助費につきましては，社会保障制度の一環として生活保護費，児童手当，児童扶養手当などが大
半を占めております。これらの経費につきましては，国一律の基準のもと運用されており，市独自の
工夫により支出を抑えることは困難なものでございます。近年の厳しい経済情勢等を反映しまして，
これらの支出は増加傾向にありますが，これに対応していけるように行財政改革に取り組んでいかな
ければならないと考えております。
公債費につきましては，これまで借り入れた地方債の元利償還金等でありますが，主なものは道路
整備等に要した土木債分が171億円，全額交付税措置される臨時財政対策債分が47億円，学校等の教
育施設整備等に要した教育債分が31億円，ごみ処理施設の整備等に要した衛生債分が27億円等でござ
います。
公債費の抑制につきましては，通常債の発行額を抑制しますとともに，見積もり合わせによる低金
利での資金調達や長期債導入による償還額の平準化，また補償金なしの繰上償還に伴います低金利債
への借りかえなどにより公債費負担の軽減を図っているところでございます。
次に，一般会計からの繰出金につきまして，主なものとしましては下水道事業費特別会計114億
円，介護保険費特別会計62億円，国民健康保険費特別会計48億円，後期高齢者医療費特別会計11億円
などがございます。これらの繰出金につきましては，介護保険など制度に起因するものが多く，工夫
の余地は多くはありませんが，下水道料金や国民健康保険料の徴収努力など市独自での対応が可能な
範囲での努力は行ってきているところでございます。
続きまして，行革，財政の項で，指定管理者の選定後のアフターケアについての御質問にお答えい
たします。
指定管理者が管理する公の施設が適正に管理されているかどうかの確認につきましては，各所管課
におきまして，指定管理者の管理月報等により定期的もしくは随時に報告を求めるほか，必要に応じ
て現地での実施状況を確認しているところでございます。
また，財政負担の面での成果ですが，直営で管理していた平成17年度と比較して，平成20年度まで
の累計で約11億円の節減効果があったと見ております。
続きまして，行革，財政の項で，総花的にマイナスシーリングを続けることに矛盾はないのかとの
御質問にお答えいたします。
平成21年度当初予算要求では５％のマイナスシーリングといたしましたが，シーリングをかける対
象経費につきましては，生活保護費，乳幼児医療費などの扶助費，都市ビジョン（新・岡山市総合計
画）の実現に向けた新規・重点事業などのうち特に推進すべき事業や政令指定都市移行による新規・
増額経費などのシーリングになじまない経費を除いた上で，各局の要求枠の中で創意工夫を促すため
に設けております。
予算要求基準のあり方につきましては，その時点での経済情勢や政策推進のあり方を踏まえた上で
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.35
◎市民局長（中村具見君）

市長の政治姿勢の項の中で，市政の主な懸案事項の現時点での問題点を

明らかにし，その課題解決に向けた方針と結論の説明をとの御質問のうち，岡山市民会館とデジタル
ミュージアムにつきまして御答弁をいたします。
岡山市民会館につきましては，平成18年９月の指定管理者制度の導入により，導入前の実質経費と
指定管理者制度導入後の経費を比較いたしますと，導入前の約４割程度となっており，経費節減に大
きく寄与しております。
また，年末年始以外は休館日を設けず，大ホール稼働率も高い水準で推移しており，経営改善につ
きまして一定の成果があったものと考えております。
問題点としましては，老朽化に起因するさまざまな問題について検討していく必要があると考えて
おります。
次に，デジタルミュージアムについてでございますが，厳しい自治体財政の中にありまして，文化
施設におきましても経営の視点が求められており，経営改善の努力が必要と強く認識をしておりま
す。このため，平成18年11月から閉館時間の２時間繰り上げを行い経費削減に努めるとともに，平成
20年１月から開催した「インカ・マヤ・アステカ展」では７万7,000人を超える入館者があり1,800万
円の黒字となるなど，増収にも努めているところでございます。さらに，本年度は情報展示システム
の維持管理経費の見直しを行い，平成21年度から大幅な削減を行うこととしております。引き続き，
運営の見直しを進めるとともに，指定管理者による運営や今後のあり方も含めた検討を進めてまいり
たいと考えております。
次に，市長の政治姿勢の項で，緊急経済・雇用対策の中で，ネットカフェの住所で住民票は取得で
きるかというお尋ねでございます。
住民基本台帳法におきましては，住所とは生活の本拠を言い，その認定に当たりましては客観的居
住の事実を基礎とし，居住者の主観的居住意思を総合して決定するものとされております。一般的
に，多少の時間を継続して居住するけれども住所とするに至らない場合は単なる居所とされ，ここに
住民登録を行うことは困難であると考えております。
同じく，市長の政治姿勢の項，人権推進の中で，男女共同参画，女性の人権について，さんかく岡
山も10周年を迎え，数多くの市民協働事業が取り組まれてきたが，その現状と課題はというお尋ねで
ございます。
男女共同参画に関する市民協働事業は平成15年に開始した事業で，さんかく岡山の登録団体から企
画提案を受け，これまでに約100件を実施いたしております。当初と比べますと，ここ数年は年間事
業件数が若干減少しておりますが，今後とも事業のＰＲに努め，市民が主体的に取り組みやすい事業
として定着させてまいりたいと考えております。
また，来年度はさんかく岡山が10周年を迎えるため，市民にこれまで以上に認知していただくこと
を目的に10周年記念事業を行う予定にしております。
今後も，さんかく岡山を中心に市民と協働して，全市的な取り組みとして男女共同参画社会の形成
の促進に関する事業を推進してまいりたいと考えております。
同じく，男女共同参画の関係で，新さんかくプランに掲げられている数値目標と成果指標の現状と
課題，目標を達成するための具体的方策をお示しくださいとのお尋ねの中で，単位町内会長及び小・
中学校のＰＴＡ会長に占める女性の割合，それから市の審議会の女性委員の割合についてのお尋ねで
ございます。
女性の単位町内会長の割合及び女性のＰＴＡ会長の割合は，男女共同参画社会の進展の度合いをは
かる目安となる生活指標の一つとして設定しておりますが，いずれも低い水準にとどまっており，平
成20年度は単位町内会長で3.7％，ＰＴＡ会長は9.4％となっております。
新さんかくプランの重点目標である政策・方針の立案及び決定過程への男女共同参画の促進を図る
ため，平成19年度から男女共同参画社会の実現を目指す情報誌「デュオ」の全単位町内会への回覧を
お願いするなどの取り組みを始めましたが，今後もさんかくウイークの行事等を通じて地域社会への
啓発に努めてまいりたいと考えております。
また，行政が事業を行う上で目標とする数値目標として設定しております市の審議会の女性委員の
割合につきましては，目標値40％には到達しておりませんが，平成20年４月現在の女性の委員の割合
は35.8％であり，全国の政令指定都市・中核市が56市ございますが，この中では最も高い割合となっ
ております。女性委員の割合が４割に満たない審議会を担当する部局におきましては，引き続き女性
委員の割合の向上に向けてそれぞれ関係団体等へ男女共同参画への理解を求める取り組みがなされて
おり，今後も上昇が見込まれるものと考えております。
同じく男女共同参画の中で，男女共同参画の政策に関して全庁的に幾らお金を投入したかを把握，
検証したか，平成21年度予算の中で予算は幾らかというお尋ねでございます。
男女共同参画に関する全庁的な予算につきましては，施策が多岐にわたっていること及び男女共同
参画推進に資する事業であっても本来の目的が別にある事業につきましては，その算出が困難である
ことなどによりまして現在のところ把握いたしておりません。しかしながら，新さんかくプランに掲
げております市の実施する主な事業につきましては，男女共同参画社会を形成する上で重要な事業で
ありますので，今後は当該事業に係る予算の把握に努めてまいりたいと考えております。
次に，同じく男女共同参画の中で，ＤＶ防止基本計画策定の今後のスケジュール，盛り込むべきと
考えている内容について説明をというお尋ねでございます。
ＤＶ防止基本計画策定のスケジュールにつきましては，本年４月に総合政策審議会の男女共同参画
専門委員会に諮問し，来年２月に答申をいただきまして，３月を目途に策定することを予定しており
ます。計画案につきましては，市民協働事業として市民参加のワーキンググループと，庁内の関係課
で構成するワーキンググループがお互いに連携しながら作成し，またパブリックコメントの募集も予
定いたしております。内容につきましては，国の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための
施策に関する基本的な方針や岡山県のＤＶ防止基本計画を勘案しながら，ＤＶ発生を防止する観点と
ＤＶ被害者支援の観点から，議員御指摘の自立支援策等についても検討してまいりたいと考えており
ます。
次に，総務委員会関係の項，証明書自動交付機整備事業の中で，自動交付機設置に関する関係当局
間の調整状況についてのお尋ねでございます。
岡山駅付近への証明書自動交付機の設置場所につきましては，市民の利便性，設置費用，維持管理
費用などさまざまな観点から駅舎内や地下街など数カ所について検討しているところであり，駅南地
下広場につきましても，こうした候補地の一つとして関係部局と協議をして，設置の可能性を検討し
た上で，早急に設置場所を決定してまいりたいと考えております。
次に，同じく証明書自動交付機整備事業に関係して，市民サービスの原点である窓口業務につい

て，松山市，佐賀市などで導入されている総合窓口整備を区役所単位で行うことを提案するが，これ
に対する見解をというお尋ねでございます。
政令指定都市移行に合わせて設置する各区役所では，現在の市民課業務に加えまして国民健康保険
課，国民年金課及び福祉関係の窓口業務を市民保険年金課で統合して行うこととしており，いわゆる
総合窓口とまではまいりませんが，窓口が集約されることで現在よりも利便性の向上が図られるもの
と考えております。あわせて，各区役所には窓口サービスの案内，申請書の記載指導等を行うフロア
マネジャーを配置して窓口の混雑緩和と市民サービスの一層の向上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.37
◎保健福祉局長（鈴木弘治君） まず，市長の政治姿勢の項，市政の主な懸案事項の中，総合的福祉
交流拠点整備事業について現時点の問題点を明らかにし，課題解決に向けた方針をとのお尋ねでござ
います。
旭川荘によります総合的福祉交流拠点整備事業につきましては，予定どおりに進捗を見ていないこ
とが問題となっておりましたが，昨年までに計画事業はすべて完了しております。
次に，市長の政治姿勢の項，緊急経済・雇用対策の中で，派遣の打ち切りや雇いどめについて，こ
の間の生活保護の申請と受理の状況，その課題についてのお尋ねでございます。
生活保護の申請件数は，平成20年12月が111件，前年同月89件，平成21年１月が138件，前年同月83
件となっておりますが，そのうち雇いどめ等が理由と考えられる申請は，平成20年12月が８件，平成
21年１月が14件という状況でございます。今後も雇用不安，生活不安から生活保護の相談・申請件数
は増加するものと見込んでおります。
次に，市長の政治姿勢の項，防災対策，危機管理の中で，新型インフルエンザ対策について４点，
順次お答えさせていただきます。
岡山市の計画策定のスケジュール，研修の実施等はとのお尋ねでございます。
新型インフルエンザ対策行動計画については，全庁的な行動計画策定に向け関係課による協議を始
めており，国・県の行動計画の改定状況も踏まえ，早急に取りまとめてまいりたいと考えておりま
す。研修については，県や倉敷市を初め医師会等の関係機関と連携しながら引き続き実施してまいり
たいと考えております。
次に，新型インフルエンザ対策で，発熱外来は市民病院に設置するのか，岡山大学との連携はどの
ように考えているのかとのお尋ねでございます。
発熱外来や病院を核とした医療体制の整備については，岡山県が広域的な観点から取り組んでおり
ます。岡山市といたしましては，県との役割分担をする中で，保健所が中心となって，発熱相談セン
ターを運営する中で医療機関との連携が必要であると考えております。
次に，市民への周知はどのように行いますかとのお尋ねでございます。
市民を対象とした健康教育等の機会を通して，新型インフルエンザについての啓発を行っておりま
すが，今後も関係団体や関係機関と連携を図り，幅広く情報提供に努めてまいりたいと考えておりま
す。
次に，市長の政治姿勢の項，平和資料館について３点御質問いただいております。順次お答えいた
します。
北福祉事務所にはパネルがあったが，パネル以外の戦災資料はどこに保管しているのかとのお尋ね
でございます。
戦災資料につきましては，岡山戦災の記録と写真展を行っている経緯もございまして，その多くを
デジタルミュージアムに保管していただいているところでございます。
次に，姫路市平和資料館の視察を薦めるがいかがかとのお尋ねでございます。
他都市の先進的な事例に学ぶことは大切なことであると考えております。議員御指摘の姫路市平和
資料館につきましては，岡山市の近隣にあるすぐれた施設であるとお聞きしており，視察をさせてい
ただいたところでございます。
次に，市長は任期中に平和資料館の概要を決定しますかとのお尋ねでございます。
まずは，戦災資料の散逸を防ぐため，資料収集の拡充，整理を図りながら，平和資料館──仮称で
ございますが──については展示場所や規模，展示内容などさまざまな角度から総合的に検討する予
定であります。その状況に応じて，できるだけ早いうちに具体的なものをお示ししたいと考えており
ます。
次に，保健福祉委員会の項，保健福祉ネットワークについて３点，順次お答えさせていただきま
す。
総合的に質の高い保健福祉サービスを提供できる体制整備のために，保健福祉ネットワーク協議会
（仮称）を設置するとのことだが，その機能や権限の説明をとのお尋ねでございます。
保健福祉ネットワーク協議会は，地域において保健福祉を担当している福祉事務所，保健センタ
ー，地域包括支援センター及び社会福祉協議会という４つの機関の組織連携を強化し，市民の保健福
祉ニーズに対応していくための仕組みとして６福祉地区に設けるものでございます。各福祉地区にお
きましては，福祉事務所長のリーダーシップのもとに４機関が一体的に活動することで，市民に保健
福祉の総合的な支援を行う体制を整備してまいりたいと考えております。
次に，中央福祉事務所に設置される総合相談窓口について，すべての福祉事務所に広げる考えか，
総合相談窓口の開設時間の説明をとのお尋ねでございます。
中央福祉事務所に設置する総合相談窓口は，平成21年度はモデル事業として行う予定にしており，
このモデル事業を検証しながら今後の体制について検討してまいりたいと考えております。また，窓
口の開設時間につきましては，月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時15分までの時間を
予定しております。
次に，千葉県では福祉の総合相談等の事業を24時間365日体制で行う中核地域生活支援センターを
設置しているが，岡山市でも同様の取り組みをしてはどうかとのお尋ねでございます。
今回実施する保健福祉ネットワーク事業は，保健福祉機関が組織横断的な業務連携体制をとって，
地域における関係機関や団体等と連携しながら，支援を必要とする市民に必要な保健福祉サービスが
素早く行き届くシステム，体制を整備するものですが，議員御紹介のありました千葉県の取り組みに
つきましても参考とさせていただきたいと考えております。

次に，保健福祉委員会の項，高齢者の福祉について２点御質問いただいております。
まず，寝たきり状態となった実母を介護してきた長男が絞殺した事件について，このような悲劇を
防ぐため特別養護老人ホームなどの施設をふやすべきと考えるがどうかとのお尋ねでございます。
今回のような事件は，異なるさまざまな事情，背景があることから，一概にその防止策を述べるこ
とは難しい面がございます。基本的には，万一介護が必要になっても住みなれた地域で，状態の改善
を図りながら安心して暮らせることが重要と考えており，介護者や高齢者の不安や悩みを身近に受け
とめるため，地域包括支援センターの活動基盤を小学校区単位とするなど，より地域に密着した活動
を行うための体制見直しを進めております。こうしたことを通じ，住みなれた地域で安心して生活が
できる，高齢者を地域全体で支える仕組みづくりに地域住民と協働で取り組んでまいりたいと考えて
おります。
また，自宅での介護が困難となった場合には，特別養護老人ホームなどの施設でのサービスが適切
に受けられるよう，現在策定中の第４期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画においても，給付と
負担のバランスにも配慮しながら計画的に施設整備を行うこととしております。
次に，高齢者計画について，計画の３本柱に元気，予防・改善，安心を上げているが，これまでの
計画で足りなかった点，改善すべき点は何か，それぞれの中心となる事業について説明をとのお尋ね
でございます。
第３期計画期間においては，介護報酬の引き下げの影響などにより介護現場の人材不足を招いたこ
とから，市としても国へ介護報酬の引き上げを要望してきたところでございます。
また，改善すべき点といたしましては，地域包括支援センターについて，より地域に密着した活動
を展開するために，活動基盤を現在の中学校区から小学校区へ変更することとしております。
計画の３本柱につきまして，「元気」では高齢者の積極的な社会参加を促進する事業に取り組み，
「予防・改善」では介護予防の推進のために，はつらつ元気のつどい事業などの介護予防事業に取り
組みます。また，「安心」では安心して介護が受けられる体制の整備として，小規模の特別養護老人
ホームや小規模多機能型居宅介護事業所の整備，介護給付適正化事業などに取り組んでまいりたいと
考えております。
次に，保健福祉委員会の項，子どもの福祉，子育て支援について３点いただいております。
まず，産科，小児科について24時間の診療体制をつくるべきではないかとのお尋ねでございます。
産科については，基本的にはかかりつけの医療機関での受診が必要であると考えております。その
中で，より高度な医療が必要な場合は，地域の産科医療機関と周産期母子医療センターの連携によ
り，適切な医療を受けることができる体制が整備されております。一方，小児科の医療につきまして
は，岡山市医師会連合会の協力を得て，在宅当番医や休日夜間急患センターを運営しております。ま
た，これらで対応できないような場合には病院群輪番制による当番病院において診療体制が整備され
ているところでございます。
次に，妊婦健診無料化について，里帰り出産や助産所の健診も対象になるのか，今回の政府予算づ
けは３年間だが，それ以後も岡山市として14回の公費助成を保障しますかとのお尋ねでございます。
助産所での妊婦健診や，里帰り等で県外で出産される場合の健診費用につきましては，公費負担の
対象とする必要があると考えており，実施方法や問題点等について具体的に検討しているところでご
ざいます。平成23年度以降の国の補助につきましては，市町村における妊婦健康診査事業の実施状況
を踏まえつつ検討するとの見解が示されております。本市といたしましては，少子化対策や母子保健
の充実という観点から健診の必要性は認識しておりますが，そうした国の動向や，またそれに伴う財
政負担等を考慮しながら検討が必要と考えております。
次に，保健福祉委員会の項，障害者の福祉について数点いただいております。順次お答えいたしま
す。
まず，障害福祉サービスを提供する事業所への報酬の４月からの改定案が発表されているが，施設
への入所・通所，訪問介護や就労訓練の現状と課題は，市内の事業者に今回の改定が与える影響は，
障害福祉サービスを提供する事業所への情報提供はとのお尋ねでございます。
岡山市における障害福祉サービスの利用状況ですが，施設入所者はほぼ同数で推移しております。
居宅系サービスでは，重度障害者を対象としたサービスが報酬上の評価が低いことから，十分に提供
されていない状況にあると考えております。また，就労訓練系のサービスにつきましては，利用者が
順調に増加しているものの，実際の就労には結びついていないことが課題と考えております。
今回の障害者福祉サービスの報酬改定案では，全体で5.1％の引き上げとなり，利用者負担につい
ては一定の軽減措置が講じられていることから，事業者にとって，より安定した経営が可能になるも
のと考えております。
事業所への情報提供につきましては，３月下旬に岡山県が説明会を開催するほか，岡山市からも各
事業所に通知することにより，周知を徹底してまいりたいと考えております。
次に，こころの健康センターは病院の未受診者を医療機関につなぐための支援に重点を置いている
が，そのためには訪問による人間関係が必要である，センターがつなぎ役に役割を限定するのは現実
的でない，県は医師３人により治療を行っているが，市は医師１名である，その理由をとのお尋ねで
ございます。
議員御指摘のとおり，ひきこもり者等受診困難ケースへの受診動機づけ支援は，何度か面接や訪問
を繰り返した中で築かれる人間関係がとても重要であり，こころの健康センターの医師や保健師によ
る継続的な支援が必要と考えております。また，岡山市内は精神科専門病院や診療所が充実しており
ますので，医療機関等との連携を図り，精神障害者の方が必要な医療や相談を受けられるよう支援し
てまいりたいと考えております。
次に，精神障害者の地域移行，社会復帰のための具体的施策は，また重点的に取り組むには人員体
制が少ないと思うがどのように充実させるのかとのお尋ねでございます。
退院後の地域定着への支援は，各保健センターの役割が重要と考えております。県が配置している
地域移行推進員や医療機関等と効果的に連携することで，現在示されている人員で，退院から地域定
着への取り組みをしっかりと進めてまいりたいと考えております。
また，精神障害者の地域移行の促進には地域の受け皿整備が不可欠であり，福祉サービスや相談支
援体制，住居の確保等福祉施策の充実や，精神疾患や精神障害に対する正しい理解の普及等への取り
組みを進めてまいりたいと考えております。
次に，精神障害者の地域移行支援に当たっては，関係機関との連携や機能・役割分担を明確にして
いく必要があるのではないかとのお尋ねでございます。
こころの健康センターがより専門的な機関として設置されることにより，保健所・保健センターの

行う活動に対し，専門的・技術的後方支援が可能になるため，今までより高度な支援が提供できるよ
うになります。しかし，当然ながら行政だけでは限界があるため，自立支援協議会やその他の関係機
関とも連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。
次に，保健福祉委員会の項，障害者の福祉で，政令市移行に伴い施設監査指導面で何が変わるの
か，対応する体制は組まれているか，抜き打ち監査の事例はあるのか，十分な指導監査が行われるた
めに今何が必要か，監査後のフォロー体制はどうなっているのかとのお尋ねでございます。一括御答
弁申し上げます。
まず，政令市移行に伴い県からは児童福祉施設など42施設の指導監査権限が移譲されます。現行体
制で十分対応が可能であると考えております。
次に，現行法令のもとでは事前通知が原則であり，強制的な立ち入りはできませんが，不正通報等
があった場合には，できるだけ施設へ出向いて事実確認を行うようにしており，場合によっては訪問
当日に通知して調査に入る抜き打ち的な監査も実施しているところでございます。
また，現地での監査後，指摘事項があれば書面で通知し，期限を付して改善結果の報告を求めてお
りますが，未改善や改善結果に不明確な点がある場合は，連絡や訪問により改善を求めております。
今後とも，関係法令や厚生労働省通知等に基づき，厳正かつ効果的な指導監査に努めてまいりたい
と考えております。
次に，経済委員会の項，中央卸売市場の中で，市場の衛生管理について，食の安全確保のための残
留農薬，ポストハーベストや衛生管理に向けての検査体制はどうなっているかとのお尋ねでございま
す。
岡山市中央卸売市場は，国内外より日々大量の食品を入荷し，市民の食生活を支える重要な流通拠
点であることから，保健所では食品衛生監視員４名を現地に配置し，重点的に食品の検査や施設の監
視指導を実施しております。検査は，魚介類，青果物等の生鮮食品を中心に，平成19年度では440の
食品について，細菌や残留農薬など延べ2,432項目の検査を実施いたしております。
また，衛生指導は競り売りの時間帯に，フグなどの有毒魚介類の流通調査，加工食品の表示確認，
生鮮食品の温度管理などについて行っており，今後とも市場を流通する食品の安全・安心の確保に努
めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
P.41
◎保健福祉局こども・子育て担当局長（奥田さち子君） 市長の政治姿勢についての項の緊急経済・
雇用対策について順次お答えいたします。
１月９日に対策本部を設置し，１月補正は公共工事の前倒し事業で編成したが，相談窓口の設置か
ら市営住宅の提供なども含めてその効果を検証し，説明をとのお尋ねでございます。
対策本部を設置後，各種施策に対して市民，企業の方々などから問い合わせがありました。問い合
わせ等の件数，内容につきましては，２月18日に所管の各委員会で報告させていただいております
が，引き続き市民及び市内の企業にとって，どういった施策をとればさらに有効であるのか検討して
まいりたいと考えております。
次に，市内の派遣切りや雇いどめについての情報収集をどのように行い，現状を把握しているかと
いうことで，雇用に関する情報は関係機関から流れてきているか，次の対策はどのように考えている
か，大量の派遣切りや雇いどめが予想される３月に向けて，市営住宅の提供拡大やシェルターの確保
を行うか，住所地がないと就職できない状況を改善することはできるのかとの御質問に一括してお答
えします。
雇用情勢等につきましては，関係各機関と連携をとりながら，情報交換や情報収集に努めていると
ころでございます。今後は，雇用対策を中心とした緊急雇用対策事業等の円滑な実施に努めてまいり
たいと考えております。
また，これからの住宅の提供につきましては，入居状況を参考にしながら考えてまいりたいと考え
ております。シェルターの確保につきましては，現在の状況で設置するのが妥当かどうか状況把握に
努めてまいりたいと考えております。
住所地のない人の就職につきましては，全国的な問題でもあり，ハローワーク等と連携をとりなが
ら検討する必要があると考えております。
次に，政府は介護や保育，環境の分野で約40万人の新規雇用を生み出す緊急対策を実施するが，岡
山市は雇用をつくり出す政策をどのように取り組むのかとのお尋ねでございます。
国では，自治体が地域の雇用を迅速に創出できるよう介護，環境，教育などの分野でモデル事業例
を公表しました。その一つとして，離職者などの介護・福祉分野における再就職の支援や，地域の福
祉サービスに貢献するための事業「フレキシブル支援センター」が提案されております。岡山市とし
ても，これらの事業例も参考としながら雇用創出について検討してまいりたいと考えております。
次に，市の雇用対策として雇用のミスマッチの是正に取り組むことが大切，そのための具体的施策
は，人材が足りない保育士等や農業の雇用創出のための補助金制度を創設し，雇用対策を進めてはと
のお尋ねでございます。
ハローワークにおいても，求人に対する求職者のミスマッチが大きな課題として存在します。それ
を解消する機関として，国，県などの職業訓練機関の果たす役割はこれからも大きなものとなってお
り，市としても求職者に対して各種職業訓練の情報提供に努めてまいりたいと考えております。
また，雇用創出事業等はもとより，市独自の雇用対策として新規就農者総合支援事業，ホームヘル
パー２級取得講座などにより，一層の雇用創出に努めているところでございます。
補助金制度の創設につきましては，先行他都市の実績を検証しながら，その必要性を含め検討して
まいりたいと考えております。
次に，岡山市でも生活相談と就労相談をワンストップで取り組んでは，岡山市でもマザーズコーナ
ーを設置するよう国に要望してはとのお尋ねでございます。
雇用関係の相談窓口を設置している市においては，独自の取り組みをしているところもあり，岡山
市としてこれからの雇用対策を考える上で参考にしてまいりたいと考えております。
マザーズコーナーにつきましては，市内にも同様の施設としてマザーズサロンが設置されておりま
す。
次に，保健福祉委員会関係で，子どもの福祉，子育て支援の項で，保育園の人材確保には身分保障
が必要だが，公私間格差の問題，正規・非正規の賃金格差などを是正すべきだということで，保育園

の公私間格差の是正についての見解を，公・私立保育園の保育士をすべて正規化すると人件費はそれ
ぞれどうなるのか，子育て支援として私立への単市補助金創設はどうかとのお尋ねに一括してお答え
します。
公立保育園は市の直接の予算執行による運営であり，私立保育園は国基準の運営費委託料に基づく
法人運営でございます。委託料には民間施設給与等改善費のほか，主任保育士加算等が含まれており
ます。
保育園への単市支援につきましては，私立保育園に対し，私立保育園の入所児童の処遇向上を図る
ため特別委託料を支出しております。
保育士の正規化に係る人件費の公立分につきましては，保育士の経験年数等の条件設定により所要
額は異なりますし，仮定してお答えするのは困難でございます。また，私立保育園につきましてもそ
れぞれの法人によって給与体系，正規・非正規の配置状況が異なりお示しすることができませんの
で，御理解をいただきたいと思います。
次に，行きたい保育園に入れない保留児の増加を解決し，障害児保育を拡充すべきだが，現状と今
後の方針，計画はどうかとのお尋ねでございます。
いわゆる保留児には，翌月以降の入園を申し込んでいる方や，特定の保育園を希望するため，他の
園の入園を保留されてあきが出るのを待たれている方などが含まれます。特に著しい増加傾向にある
わけではありませんが，常時200名から600名程度おられるのが現状でございます。
また，障害を持った児童の数は年々増加傾向にあり，各保育園の現場では対応に苦慮している状況
にあります。今後につきましては，各地域の中・長期的な保育需要の動向を把握し，また障害児保育
についてもより具体的な対応を市全体のバランスに配慮しながら検討してまいりたいと考えておりま
す。
次に，入園申請において，兄弟が同じ保育園に入れないというのは常識的には考えられない事態だ
が，入園基準などのルール改正が必要ではないかとのお尋ねでございます。
保育園の入園につきましては，一定の基準に基づいて各世帯の状況を指数化し，公平な選考を行っ
ております。ほとんどすべての保育園で，年齢別のクラス編制により保育を実施していることから，
年齢ごとの受け入れ可能人数が限られ，場合によって兄弟のうち一方のみが第１希望の園に入園可能
という事態が生じます。別の園に通うことになると，毎日送迎される保護者の負担が相当大きくなる
ことは認識しておりますが，ルールの改正に当たっては，逆に兄弟姉妹のない一人っ子が著しく不利
にならないよう十分配慮しながら，慎重に検討してまいりたいと考えております。
次に，民営化との関連で私立保育園について，公立園と私立園の違いについて具体的に示せ，私的
契約利用料収入とは何か説明を，私立園の私的契約利用料以外に徴収しているものはとのお尋ねに一
括してお答えします。
公私立の認可保育園の違いにつきましては，市の直営か社会福祉法人等への委託かという設置主体
の相違はありますが，公私立いずれも認可保育園として，同じように国の保育指針等に基づく運営を
行っております。
私的契約利用料収入につきましては，保育所等の会計，予算決算における勘定科目の一つです。例
えば，延長保育，一時保育などの保育園自主事業を保護者が利用申し込みをし，その利用料等を受け
入れる際，この科目で収入金として扱われるものでございます。
次に，国で検討中の保育園の直接契約の説明をとのお尋ねでございます。
国の社会保障審議会……（「私的契約利用料以外のお金を徴収していますかに答えてください」と
呼ぶ者あり）
済いません，もう一度。（「私的契約利用料以外にお金を徴収していますか」と呼ぶ者あり）
例えばですけれども，習い事の料金等包括的な，園児全体に及ぶような事業の料金は，契約利用で
ないとは言えないと考えております。
次に，国で検討中の保育園の直接契約の説明をとのお尋ねでございます。
国の社会保障審議会少子化対策特別部会が，次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向け
て昨年３月から検討し，ことしの２月24日に中間報告が出されております。その検討項目に，これか
らの保育制度のあり方として，保育の提供の仕組みを保護者と保育所との公的保育契約にしてはどう
かというのがいわゆる直接契約であり，ほかにも保育の必要性の判断基準，保育所最低基準，保育費
用の支払い義務を市町村が負うこと，財源問題等々今後も審議が行われるので，その動向を注視して
まいりたいと考えております。
次に，児童クラブの課題はクラブ間でサービスに差があることだ，差を埋めるための方策は持って
いるか，実施しているか，児童クラブの設置基準を定めるなど全体の見直しが必要な時期だと考える
がどうかとのお尋ねに一括してお答えします。
岡山市の児童クラブは，地域の運営委員会方式で運営がなされており，クラブの規模や開設日等，
地域の実情からサービスに差が生じているところでございますが，基本的事項については各クラブの
運営委員会の代表者で構成された児童クラブ連合会と市とで標準基準を設けており，一定のサービス
の均質化を図っているところでございます。平成14年度の大幅な見直し以後，クラブ数の増加，大規
模化，障害児の増加など状況も変わってきていることから，さらに現状の把握に努め，児童クラブの
諸課題について問題意識を持って来年度検討してまいりたいと考えております。
次に，児童相談所関係の職員研修，経験豊富な県職員の派遣，スーパーバイズ体制，虐待対応専従
チーム体制，職員のバーンアウト対策などの準備状況の説明をとのお尋ねでございます。
職員の研修につきましては，岡山市への移管が予測されるケースに主に派遣職員が対応するなど，
円滑な引き継ぎに向けた研修を進めておりますが，職員の経験不足が否めないことから，経験豊富な
県職員の派遣をいただくようお願いしております。さらに，児童相談所や警察のＯＢなどを加えるこ
とでスーパーバイズ体制を強化し，そのことがバーンアウト対策にもつながると考えております。ま
た，虐待対応につきましては，県を参考にしながら，迅速に対応できる体制づくりに向けた準備を進
めております。
最後になりますが，福祉事務所に整備される地域こども相談センターの職員配置，職員研修につい
てのお尋ねでございます。
各福祉事務所の地域こども相談センターには，正規職員１名，嘱託職員として家庭児童相談員２
名，母子自立支援員１名を配置する予定にしております。職員の研修につきましては，開設に当たっ
ての準備の研修を行うとともに，職員の資質向上を図るため事例検討や専門研修会の開催，国が実施
する指導者研修等への参加を予定しております。また，学校・園とのかかわりの深い子ども相談主事
を地域こども相談センターの相談業務に活用することで，より幅広く相談に対応してまいりたいと考

えております。
以上でございます。
P.43
◎環境局長（繁定昭男君） 環境消防水道委員会の項の中で，産廃許可について，市長は現地に行き
ましたか，市民，住民の立場に立って許可に慎重な姿勢をとるのかどうかとのお尋ねでございます。
市長は計画地付近に赴いています。また，許可につきましては，これまでも御答弁してまいりまし
たとおり，廃棄物処理法に基づき厳正に審査をしてまいります。
次に，産廃条例第３条の「住民の産業廃棄物処理施設の設置及び管理に対する不安を解消するよう
努めるものとする」という市の責務を十分に果たしたと言えるかとのお尋ねでございます。
本市は，条例に定められた説明会のほか，条例対象外の区域も対象とした説明会を開催するよう指
導し，また縦覧後の意見を審査の参考とするよう審査会へ提出し，住民の方々から提出された問題点
についても審査していただくなど，不安解消に努めてきたところでございます。
次に，これらの同意書は現実にかかわりのある地元住民になっているかとのお尋ねでございます。
本市としましては，施設周辺の方の理解を得ることが好ましいと考えており，一定の範囲の地元関
係者として隣接の土地の所有者，地元住民の代表者，放流先の水利関係者の同意を取得するよう指導
しているところでございます。
次に，県立自然公園への編入に向けての環境調査の現状について説明をとのお尋ねでございます。
御指摘の環境調査については，昨年７月から地域の自然景観や歴史・文化的な資源，野生生物の生
息状況，環境学習や自然体験の利用適地等に関して，現地や文献による検討を進めてまいりました。
現在，これらに基づき，今年度末を目途として，県立自然公園としての適合性の可否や適合地域の抽
出等に関する検討を進めております。
次に，ごみの有料化について，俗に言うリバウンドを防ぐために市民啓発，機構改革など，どのよ
うなことを計画されていますかとのお尋ねでございます。
リバウンドを防ぐため，有料化併用施策である雑紙の回収，古紙・古布，ペットボトルの月２回収
集，生ごみ処理容器購入費助成制度を実施してきたところであり，さらに４月からてんぷら油のステ
ーション回収を予定しているところでございます。今後，減量効果を持続させるため，市民アンケー
トや組成分析調査，実施後の情報提供などを行い，さらなる市民意識の高揚に努めてまいるととも
に，４月より市民や事業者に対して，現場での指導や出前説明会などを精力的に実施できるよう体制
を強化し，市民協働でごみの減量化，資源化に努めてまいりたいと考えております。
次に，スーパーやコンビニなどへの家庭ごみの不法投棄が大きな問題となっている，事業者との連
携について示せとのお尋ねでございます。
スーパーやコンビニなどへの家庭ごみの不法投棄については，現在実態把握に努めているところで
すが，今後，岡山市事業系一般廃棄物減量化・資源化推進協議会などを通じて，事業者と店頭回収を
継続するための対策について意見交換を行うとともに，必要に応じて店頭での啓発活動なども実施し
てまいりたいと考えております。
次に，減免の袋についても10リットルを希望するという意見をたくさん聞くが，現実に合わせた対
応が必要だと思うが，現在の状況と認識はとのお尋ねでございます。
減免の袋のサイズについては，現在20リットル袋を支給していますが，まれに10リットル袋の希望
がございます。今後，ニーズの把握に努め検討してまいりたいと考えております。
次に，多摩市では電気を使わない生ごみ処理機「くうたくん」が注目されています，本市の生ごみ
処理容器購入費補助金交付制度の補助対象容器になりますかとのお尋ねでございます。
御提案の生ごみ処理機「くうたくん」につきましては，岡山市家庭用生ごみ処理容器購入費補助金
交付要綱第12条に規定する，生ごみ処理容器指定取扱店で販売され購入する場合には，容器の購入費
の２分の１に相当する額3,000円を上限とした補助金の交付が可能となります。
以上でございます。
P.44
◎経済局長（渡邊憲明君） 市長の政治姿勢の項，市政の主な懸案事項の中，三丁目劇場についての
お尋ねです。
三丁目劇場は，平成22年までの起債償還や平成27年までの交付税算入の問題があるため，当面は利
用者ニーズを的確に把握して利用促進を図り，使用料金の増加や経費の削減など，収支の改善に努め
てまいりたいと考えております。今後については，当該施設が表町商店街の活性化，ひいては中心市
街地の活性化にとって重要な位置にあることから，その拠点性を重視した活用策について地元商店街
などとともにさまざまな角度から検討してまいりたいと考えております。
次に，総務委員会関係で，証明書自動交付機整備事業についての中，岡山観光情報センター（仮
称）整備事業についてのお尋ねです。
政令指定都市移行を契機に，人，物，情報の交流を促進し，観光の一層の振興を図るため，岡山駅
南地下広場において，本市の歴史や文化を学んだり地元のお勧め観光情報等を手軽に入手できる場の
創出を考えております。あわせて，その場を活用して観光ボランティアガイド等が中心になって，市
民と観光客との交流を促進するとともに，本市の魅力を全国に向けて発信していこうと考えておりま
す。
次に，経済委員会関係で，岡山市農業振興ビジョンについて，総括のビジョンへの評価はとのお尋
ねでございます。
これまで本市の農業施策は国等の施策に沿ったものが中心であり，岡山市の独自性は薄かったとい
う一面があると考えており，その旨を農業振興ビジョンでも述べております。今般作成する農業振興
ビジョンは，政令指定都市への移行を機に，昨今の農業をめぐる情勢の変化，合併による地勢の変化
などを考慮し，地域の特性を生かした農業振興を図っていくために必要不可欠なものであると考えて
おります。
次に，統計データから，農家への個別直接保障制度の新たな創設が必要ではとのお尋ねでございま
す。
本市の農業所得の向上については，高品質の農産物の生産や付加価値の高い農業を推進するなど，
さまざまな施策を総合的に実施することが重要と認識しています。農家すべてに対して直接所得保障

を導入するためには莫大な経費を要すると考えられるほか，担い手への農地の集積等さまざまな課題
もあり，今後国等の動向を注視してまいりたいと考えております。
次に，耕作放棄地対策として，どんな施策を打ち出しているか，効果はとのお尋ねでございます。
耕作放棄地対策につきましては，担い手農業者への農地の集積によって解消を図ることを基本に，
利用権設定等促進事業や農地保有合理化事業を農業委員会等と連携，協力しながら推進しております
が，農業者の高齢化や減少が著しく，耕作放棄地の増加につながっていると考えております。今般作
成する農業振興ビジョンに沿って，今後とも関係機関・団体と連携，協力しながら，新規就農者等の
担い手の確保，育成，農業基盤整備等に取り組み，耕作放棄地の解消に向け努力してまいりたいと考
えております。
次に，家族経営協定締結数が平成19年度総数で65戸しかないがとのお尋ねでございます。
家族経営協定の締結は，家族全員が意欲とやりがいを持って経営に参画できることから，本市とし
ましても関係機関等と協力して，その普及啓発に努めております。締結数につきましては，平成17年
度54戸，平成18年度61戸，平成19年度65戸，平成20年度現在73戸と，徐々にではありますが着実に増
加しており，農業振興ビジョンにも位置づけられているように，その意義やメリット等を積極的にＰ
Ｒし，さらなる締結の促進に努めてまいります。
次に，畜産の農業産出額で，秘密保持上，統計数値を公表しない理由はとのお尋ねでございます。
御指摘の箇所につきましては，農林水産省の生産農業所得統計から引用しておりますが，当該農家
の算出額が特定されないよう，公表されていないものであります。
次に，地産地消について，学校給食への供給について関係者との調整は，プロジェクトチームをつ
くるべきと考えるがどうかとのお尋ねでございます。
地産地消を進めるに当たっては，生産者はもちろん，消費者の意向を踏まえることが重要であり，
従来より関係部局等と連携，協力を図りながら取り組んでいるところでございます。議員御提案を踏
まえて，学校給食を初めとする地産地消がより一層進むよう積極的に検討してまいります。
次に，販路拡大を中国・洛陽市，韓国・富川市にも広げ，台湾・新竹市への物産販売を継続して行
う計画は，姉妹都市の市場を交互につくることなどに取り組まないかとのお尋ねでございます。
昨年，議員連盟の皆様の御支援をいただいて台湾・新竹市で行われた岡山とれたて果物フェアin新
竹では，市内産の白桃やマスカットなど農産物の品質が高い評価を受けることができ，大変意義深い
ものであったと認識しており，新年度も実施に向けて検討しているところでございます。農産物の海
外での販路拡大や経済交流の推進につきましては，各国ごとに異なる嗜好や需要の把握などさまざま
な要素を勘案し対応することが重要であり，今後民間レベルでの交流が深まるよう農業生産者団体を
初めとする各団体からの要望等を踏まえ，検討してまいりたいと考えております。
次に，食育について，農業サポーター制度で農業高校や岡大農学部等の学生との連携を試みてはど
うかとのお尋ねでございます。
農業サポーター制度は，農業体験を通じて農業への理解を深めるとともに，農作業に協力してもら
うなど農業にかかわりやすい環境をつくり，将来的な担い手の育成・確保につながるものです。御提
案を踏まえて本制度の定着を図ってまいりたいと考えております。
次に，農商工連携の必要性が示されているが，具体的な方向，ビジョンはとのお尋ねでございま
す。
農商工の連携は，市内産の農産物の消費拡大や付加価値を高め，地域の活性化にもつながるため，
大変重要な取り組みであると考えております。現在，農商工の連携により，地元産のメロンを使った
お酒や伝統野菜を使ったドーナツなどが開発，販売されるなど，市内でも少しずつ連携の芽が出てき
ているところでございます。今般作成する農業振興ビジョンに沿って，新たな商品開発などの取り組
みがより一層進むよう農商工の連携促進に努めてまいります。
次に，地域政策プランナーは農業委員会の仕事とどこが違うのかとのお尋ねでございます。
地域政策プランナーは総合循環農業を推進，実現するために，生産者，消費者，行政の連携に向け
た地域の合意形成や取り組みの中心的な役割を果たすことから，農業分野だけでなく幅広い経験や技
術的な知識等が求められます。今後，関係機関等と協議を進め，モデル地区に地域政策プランナーの
導入を図り，総合循環農業の実現を目指してまいります。
以上でございます。
P.46
◎都市整備局長（白神利行君） 市長の政治姿勢の項，市政の主な懸案事項の中，アクションスポー
ツパークについて現時点での問題点，課題解決に向けた方針と結論をとのお尋ねでございます。
施設の運営を行っているエックス社の経営状況は良好な状態とは申せませんが，運営面でのこれま
での実績もあり，たちまち支障が生ずる状態であるとは言えず，今後ともその経営を注視してまいり
たいと考えております。また，現在使用されていない施設の今後の処理につきましては，エックス社
において検討されている問題であるため，指定管理の期限までに解決が図られるよう意識を持って見
守ってまいりたいと考えております。
次に，行革，財政の中で，国直轄事業地方負担金についての岡山市の方針についてでございます。
国直轄事業負担金につきましては，政令指定都市への移行に伴い，国が直接管理する国道の改築，
維持及び修繕などの事業に要する経費の一部を，地方財政法第17条の２及び道路法第50条などの規定
により負担することとなります。来年度，本市が加入することとなる指定都市市長会では，平成20年
11月に取りまとめた大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての中で，国直轄事業負担金の廃
止を要望されております。今後，本市においても会の中で，他都市とともに国に働きかけてまいりた
いと考えております。
以上でございます。
P.46
◎都市整備局都市・交通・公園担当局長（中村健一君） 御質問に順次お答えを申し上げたいと思い
ます。
まず，市長の政治姿勢のうち，市政の主な懸案事項の中で，全日空ホテル保留床についての御質問
にお答えいたします。
全日空ホテル保留床につきましては，市では早期の売却を目指しており，平成19年10月に公募を実

施しましたが，応募がありませんでした。また，株式会社レイとの優先交渉権に基づく交渉も不調に
終わっております。現在，厳しい経済情勢の中で，引き続き不動産市況の情報収集などに努めてまい
りたいと考えております。
続きまして，総務委員会の項でございますが，西大寺「元気な新拠点」整備事業についての項のう
ち，緑化フェア後の体験学習施設等の利用計画についての御質問にお答えを申し上げます。
（仮称）西大寺南ふれあい公園内に整備しています体験学習施設は，緑化フェア期間中はテーマ館
として使用し，緑化フェア終了後は西大寺地区を初め周辺地域の緑化の拠点として，また教養・文化
活動やスポーツ活動の場，そして地域コミュニティーの場として活用する予定で，公園の一部として
多くの方々に気楽に利用できる施設としたいと考えております。
続きまして，建設委員会の項目のうち，緑の基本計画についての御質問にお答え申し上げます。
龍ノ口グリーンシャワー公園，それから山間部に産廃という２つの項目について御質問をいただい
ておりますが，一括して御答弁をさせていただきます。
緑の基本計画は，同時期に策定された公園整備基本計画とあわせて，緑化の推進や都市公園の整備
を推進するための基本的な考え方を取りまとめたものです。御質問の龍ノ口グリーンシャワー公園や
産業廃棄物施設など個々の施設につきましては，それぞれ施設の関係者が総合的に判断されているも
のと認識しております。
続きまして，都市交通戦略の項につきましての御質問にお答えを申し上げます。
まず，これまでの取り組みとの違い，それから都市交通戦略と都市ビジョンの関係についてとの２
つの御質問につきまして，一括してお答えを申し上げます。
本市では，これまでも総合交通体系の整備に取り組んできましたが，平成13年に策定した岡山市交
通基本計画において掲げられた施策のうち，岡山駅東西連絡通路，西口広場整備，北長瀬新駅などの
整備や，バス利用者のＩＣカードの導入などが実施されているところです。一方，都市交通戦略づく
りでは，政令指定都市に向けて目指すべき都市像を示す都市ビジョンを踏まえ，交通の現況に基づ
き，新たに政令市にふさわしい，時代に即した交通体系づくりとして交通戦略の作成に取り組んでい
るところです。この交通戦略の議論の中で，都市ビジョンに掲げる「都心と地域拠点を結ぶ連携軸の
強化」や「都心内の回遊性向上」などの施策については，一宮・高松方面連携軸強化策として吉備線
ＬＲＴ化，都心内の公共交通の充実策として超低床車両の増強やバスやＬＲＴによる環状化，さらに
自転車の利用改善策などを取り組んでいくべきとして，このたび素案として取りまとめたところであ
り，今後はパブリックコメントなどの御意見を踏まえ，速やかに都市交通戦略の成案を取りまとめて
まいりたいと考えております。
以上でございます。
P.47
◎下水道局長（尾崎正明君） 市長の政治姿勢の項，防災対策，危機管理の中で，下水道管渠の維持
管理はどう取り組むかとのお尋ねでございます。
標準的な耐用年数といわれる50年を経過した下水道管渠は，本市におきましては平成20年度末で約
10キロメートルとなり，今後増加が見込まれます。既に50年を経過している旭西処理区の管渠につき
ましては，平成18年度から管内のカメラ調査を行っており，緊急度の高い箇所から設計に着手し，計
画的に管渠の再整備を進めていく予定としております。
また，本市におきましても，現状の管渠の改築更新により延命化を図ることとしており，コストの
縮減及び下水道管渠の保全に努めてまいりたいと考えております。
P.47
◎水道事業管理者（酒井五津男君） 水道の安全性についてとのお尋ねにお答えいたします。
水道の安全性につきましては，河川の水源に異常が発生する事態が予測される場合には，国土交通
省が設置している岡山三川水質汚濁防止連絡協議会及び岡山県から通報が入るよう連絡体制が構築さ
れております。優良水質検査所に与えられるＧＬＰも岡山県下で初めて取得した水質検査体制も整
え，また三野，旭東など浄水場におきましては，魚類監視装置，活性炭注入設備や急速ろ過池の新設
など浄水施設の整備を行い，河川水質事故など不測の事態に対応できる体制を確立いたしておりま
す。
P.47
◎市場事業管理者（龍門功君） 中央卸売市場につきまして５点の質問をいただいております。順次
お答えをいたします。
まず１つ目でございますが，場内業者への衛生管理指導はどうなっているのかとのお尋ねです。
場内業者への衛生管理指導につきましては，当市場に常駐をしております４名の保健所職員と市場
事業部並びに場内業者で組織をしております安全対策協議会と合同で，毎年梅雨前には食中毒予防の
基礎知識について，さらに秋にはノロウイルスの予防等についての講習会を開催しており，衛生意識
の高揚を図っておるところでございます。
特に，関連棟の食堂関係者に対しましては，事業部職員と保健所職員が一緒に店舗を個別訪問いた
しまして，衛生管理に配慮した食品の取り扱い等の指導を具体的に行っております。いずれにいたし
ましても，食の安全・安心の確保は市場の生命線であると認識をしておりますので，今後とも関係機
関と連携をとりながら万全を尽くしてまいりたいと考えております。
続きまして，市場内のごみ処理・分別や埋め立て・粗大ごみはどうなっているのかとのことにつき
ましてお答えをいたします。
市場内で発生するごみにつきましては，従来から場内清掃費とごみの場外搬出費は業者負担として
おりました。このたびの一般家庭ごみの有料化にあわせまして，平成11年度から開設者負担しており
ましたごみの焼却費につきまして，岡山中央市場運営協議会とたび重なる協議を重ねた結果，業者負
担に改めたところでございます。
また，ごみの分別の徹底やごみステーションへの搬出時間等につきましてルール化を図ったとこ
ろ，場外からのごみの持ち込みが激減するとともに，ごみステーションに散乱しておりましたごみも
整理され，市場内の環境美化が進んでおります。

また，埋め立て・粗大ごみにつきましては，従来からそれぞれごみの搬出者が処理費を負担してお
りまして，年間２回，春，秋に処理を行っております。これからも美しい中央卸市場を目指しまし
て，場内関係者の理解と協力を得ながら，市場内の衛生と環境保持に向けまして取り組んでまいりた
いというふうに考えております。
続きまして，食育の推進について，消費者へのＰＲの取り組みはということにつきましての御質問
にお答えをいたします。
食育の推進につきましては，当市場では青果部に岡山市中央卸市場青果物消費拡大推進委員会，ま
た水産物部に岡山県お魚普及協会を組織しております。消費者へのＰＲはもとより，従来から食育に
も取り組んでおるところでございます。今年度の例ですが，青果部では親子料理教室や夏休みに親子
市場勉強会，大人の勉強会などを実施しております。また，水産物部におきましても，夏休み親子お
魚料理教室等を実施しておりまして，毎年好評を得ているところでございます。
今後におきましても，食育の推進に向けまして，市民，消費者へのＰＲをより一層深めるととも
に，場内関係者と力を合わせまして，積極的な取り組みを進めてまいりたいと考えておるところでご
ざいます。
次に，関連店舗の一層の開放が必要となっているが，市民ニーズを前提とした店舗計画をどう考え
ているのか，また生鮮食料品を提供できるように条例改正を行うのか，この２点につきまして一括し
てお答えをさせていただきます。
関連店舗につきましては，昨年の夏に新規店舗の開業を契機といたしまして，従来よりも増した新
たなパンフレットの配布，報道関係への働きかけ，関連事業者による積極的な取り組みなどによりま
して多くの消費者が来場されるようになりました。先般の２月22日の日曜日に行われました朝市では
約5,000名の来場がございました。これによりまして，既存の各店舗への波及効果も生まれ，回転ず
しやアクセサリーなどの新たな出店の希望者も出ておるところでございます。今後も，より市民ニー
ズに合致しました店舗に入店してもらいたいと考えておるところでございます。なお，必要な条例改
正につきましては，現段階では運用面で対応をしておりますが，今後は長期プランが示しております
岡山らしい中央卸市場に向けまして，関係機関との協議につきましても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.48
◎教育長（山脇健君） 御質問に順次お答えをさせていただきます。
まず，人権推進の中で，男女平等教育の実施状況，男女混合名簿の取り組み状況についての御質問
でございます。
平成19年度に男女平等教育の授業を実施いたしましたクラスの割合は，小学校97.8％，中学校
98.9％でございます。また，平成20年度の混合名簿の作成状況でございますが，幼稚園で100％，小
学校で92.5％，中学校で27％となってございます。男女平等教育は重要な課題と考えております。今
後も推進をしていく必要があるというふうにとらえております。
次に，行革，財政の中で，教育費の拡充についてのお尋ねでございます。
平成21年度当初予算における教育費の総額は183億8,400万円余で，対前年度比0.2％の減少でござ
います。しかし，平成20年度１月補正に前倒しをいたしました予算を加えますと189億3,700万円余と
なりまして，対前年度比2.9％の増加となります。大変厳しい財政状況の中で，行政サービスの棚卸
しにより生み出した財源を有効に活用し，来年度は子ども相談主事の拡充，特別支援教育補助員の増
員，耐震改修事業の推進などの重点課題に引き続き取り組んでいきたいと考えております。また，政
令市権限を生かして習熟度別サポート事業，そしてスクールカウンセラー等の推進事業などを積極的
に行いまして，子どもたちの確かな学びと豊かな育ちをしっかりと支援をしてまいりたいと考えてお
ります。
次に，ごみの有料化の中で，小学校でのごみ問題の学習や生ごみの減量化の勉強をより充実させて
はどうかとのお尋ねでございます。
ごみ問題は，環境教育の重要なテーマの一つでございます。学校では，社会科，家庭科，また総合
的な学習の時間などにおいて，身近なごみの種類や排出量を調べる活動を通しまして，身の回りのご
み問題に気づかせ，ごみの減量化に向けた実践力の育成に努めているところでございます。こうした
取り組みに加えまして，子どもたちのごみ問題に対する理解と実践力を高める手だてとして，生ごみ
処理機などの具体例の扱いについても関係部局と協議しながら工夫をしていきたいと考えておりま
す。
次に，文教委員会の項の中で，まず耐震改修につきまして数点の御質問をいただいております。体
育館，校・園舎の耐震診断，改修設計，工事は計画どおり進んでいるのか，契約不調によるおくれは
出ていないか，校・園舎の耐震改修はいつまでに行うのかの３点の御質問に一括してお答えをさせて
いただきます。
既に耐震診断が完了しております体育館は，平成19年度から平成23年度までの５カ年で耐震化を完
了する計画でございます。耐震改修設計につきましては，全国的な構造設計者の不足や耐震診断等の
評価委員会への案件集中によりまして，早期完了は厳しい状況ではございますけれど，工事につきま
しては今年度契約不調等によるおくれもなく，計画どおり完了をしております。
校・園舎につきましては，耐震改修促進法で示されている平成27年度の耐震化率90％を目途に，ま
ず耐震化優先度調査で優先度ランク１，２に位置づけられた棟の耐震診断を平成22年度までに実施す
ることにいたしております。
次に，同じく耐震改修につきまして，当初予算で上がっていないのは本来平成21年度に予定をして
いた計画を平成20年度１月補正に前倒しをしたためか，計画自体を前倒ししなければ１月補正の実効
性は薄いのではないか，新年度に予算が出てこないのであれば景気雇用対策にならないのではないか
と，この３点について一括してお答えをさせていただきます。
平成20年度１月補正の耐震化予算は，平成21年度に予定していた耐震化事業を緊急経済・雇用対策
の一環として前倒しをしたものでございます。耐震診断，改修設計，改修工事はいずれも短期間では
実施できるものではありませんので，予算計上と同時に平成21年度へ明許繰越とさせていただいてお
ります。国の平成20年度補正予算に対応しているものでございますので，通常より設計や工事の早期
発注が可能となりまして，経済・雇用対策につながるものと考えております。今後，工事に先立つ設
計の完了や，国の補助交付決定等の諸準備が整い次第，早期発注に努めていきたいと考えておりま

す。
また，平成21年度の対応につきましては，経済情勢と国の動向を注視しながら，適切な対応を図っ
ていきたいと考えております。
次に，岡山市子ども読書活動推進計画について４点のお尋ねでございます。今年度中に策定予定だ
が間に合うのか，パブリックコメントで出された意見をどのように分析し，反映を行ったのか，市民
に提示していく場合どのような工夫をしていくのか，目的基金をつくってでも図書館整備は必要であ
ると考えるがどうか，この４点について一括してお答えをさせていただきます。
この計画を今年度中に策定をしていくために，現在最終調整を行っているところでございます。こ
の計画では，基本的な施策の方向性をお示しし，子どもたちが読書に親しむことができる環境づくり
への意識づけを目的としております。また，現状の組織や施設をさらに有効に活用するためには何を
なすべきかという視点に立ちまして，いわばハードに頼らずソフト重視の視点から計画案を作成して
おります。パブリックコメントで寄せられました意見につきましては，今申し上げましたこういう視
点で御意見を整理いたしまして，日常的に子ども読書活動にかかわっている学校図書館の現状や取り
組みなどについて具体的に表記をするとともに，家庭，学校，地域の個々の取り組みを点から線につ
なげるためのネットワークの推進体制について，記述を加えていこうと考えております。市民の皆様
により広く子ども読書の大切さをお伝えするため，ポイントをまとめた概要版を作成するなどの工夫
をしてまいりたいと考えております。
また，図書館整備につきましては，合併による市域の広がりや政令市の区割りなどの要因もありま
すことから，長期的視点に立ち，岡山市立図書館整備実施計画を見直すことも検討していきたいと考
えております。
次に，教育現場における新制度という中で，まず習熟度別指導について４点のお尋ねでございま
す。
習熟度別指導をどのように位置づけ，どのように取り組んでいるのか，そのメリット，デメリット
は，習熟度別サポート事業による苦情や問題解決などにどのように対応をするのか，同意を得たと判
断をするのは校長かとの御質問でございます。一括してお答えさせていただきます。
学校教育は御存じのように，一般的には集団の中で一斉指導を行っていくということを基本にして
いるわけでございます。しかし，教科によりましては複数のコースを設けまして，習熟度別に指導を
行うということがございます。この習熟度別指導では子どもたちの興味，関心，そしてまた理解，習
熟の程度に応じて補充的な学習，または発展的な学習を進めていくこともできます。子どもたちは理
解できた喜びを味わって，もっと勉強したいという意欲をさらに高めていくことができると考えてお
ります。その指導をするときには，学習する内容であるとか時期を十分検討した上で実施をするなど
の工夫をしておるわけでございますけれど，さらにきめ細かな指導ができる体制づくりということに
課題があると考えておりまして，この課題の解決に向けまして平成21年度から岡山市独自に習熟度別
サポート事業を実施したいと考えておるわけでございます。
この事業は，学力の格差が広がり始める小学校２年生から４年生において，新たな人員を配置し，
すべての教科の基礎である国語や算数を中心に，より小さなグループでのきめ細かい指導を行うもの
でございます。小さなつまずきのうちに指導を行うことにより，学ぶことの楽しさをより多くの子ど
もたちに実感してもらいたいと考えておるところでございます。
実施に当たりましては，まず教育委員会が各学校に対しまして，この事業の目的や効果，配慮する
点などについて十分説明をし，お話をさせていただいた上で，各学校が子どもたちや保護者の心情等
に配慮をしながら，さらに説明をし，納得いただくことで円滑に実施をしていくことができるものだ
と考えております。
次に，同じく教育現場における新制度の中で，教職員の研修についてでございます。
岡山市が目指す教師像は，採用時から一貫した教職員研修の実施方法はどうか，新規研修計画はど
うなのかと，この３点につきまして一括してお答えをさせていただきます。
岡山市では，まあ大きく言えば教職に対する強い情熱であるとか教育の専門家としての確かな力
量，また総合的な人間力等の資質・能力を身につけた教員の育成をしていきたいと考えておるわけで
ございます。平たい言葉で言いますと，例えば使命感を持っている，そして子どもに愛情を持ってい
る，そしてまた授業づくりであるとか子どもへのかかわり方で確かな力を身につけている，また教師
である前に人としての豊かな人間性，社会性を身につけているというようなことが言えるんではない
かと考えております。
そのために，採用の１年目，６年目，11年目，21年目の節目ごとに全員が受講する経験年数別研修
と，そしてまた必要に応じて受講できる研修によりまして，岡山市が目指す教師像に迫ることができ
るように研修体系を構築し，個々の研修においても培う資質・能力を明確にすることで研修効果を高
めていきたいと考えております。
来年度から新たに始める教職員研修といたしましては，幼稚園の経験年数別の研修，長期研修，そ
してまた指導改善研修，教科・領域別研修等のものがございます。研修の内容の充実を目指しまし
て，現在もその研修計画等の準備を進めているところでございます。
次に，同じく教職員研修につきまして，指導が不適切な教員の認定，研修，解除等のスケジュー
ル，またその仕組みについてのお尋ねでございます。
指導が不適切な教員の認定につきましては，学校からの報告を受けまして，大学の先生，お医者さ
んなどの専門家や，保護者の方からの御意見をお聞きした上で，研修実施の前年度末に，認定の可否
を岡山市教育委員会が判断をして，原則１年間の指導改善研修を受講していただくということになり
ます。
その研修の実施につきましては，岡山市総合教育センターの指導主事が中心となりまして，本人と
相談しながら個々の課題を明確にいたしまして，授業実践など研修内容を決定し，課題解決を図って
いくということになります。
また，認定解除の可否等につきましては，研修の成果や専門家等の意見をお聞きいたしまして，当
該年度末に岡山市教育委員会が判断をしていくということになります。
次に，足守地区の教育環境の項の中で，子どもたちや親御さんの心情や実際の教育環境のあり方か
ら見ても，早急に小学校もそろえるべきだと思うがどうかとのお尋ねでございます。
足守・高田・福谷幼稚園の統合によりまして，これまで難しかった集団遊びなどができるようにな
ります。そのような中で，保護者の方からは新たな幼稚園に期待する声とともに，この子どもたちが
幼稚園卒業後に再び小学校で離れ離れになって少人数に戻ることがないようにしてほしいという御意
見もいただいております。教育委員会といたしましても，子どもたちの人数の適正化を図るというこ

とだけではなくて，岡山市が今進めている小中一貫の教育を一層進めて効果的に行っていくために
も，引き続き保護者の方や地域の皆様の御意見を伺い，御理解をいただきながら，早期に小学校を統
合することなどを行いまして，足守地区の子どもたちにとってよりよい教育環境の実現に取り組んで
いきたいと考えております。
同じく足守地区の教育環境の変化の中で，小学校がそろった後であれば，通園バスについても導入
の可能性は高まりませんかとの御質問でございますが，小学校の統合によって，遠距離通学者が生じ
ることが考えられます。通学バスも含めて一定の配慮をしていく必要があると考えておるところでご
ざいます。
以上でございます。
P.51
◎第四農業委員会会長（黒田栄三郎君） 耕作放棄地面積が40ヘクタールと建部町が突出している
が，その原因はどうかとのお尋ねにお答えいたします。
耕作放棄地の発生原因は，一般的には農業の担い手の高齢化，労働力不足，農産物価格の低迷によ
る農業の収益性の低さ，さらに基盤整備が進んでいないなど，圃場条件の劣悪さが指摘されておりま
す。昨年度に続き今年度も，建部地区の耕作放棄地の実態調査を実施いたしましたが，建部地区のよ
うな中山間地域においては，過疎化の進行や鳥獣害の被害を含めた生産性の低さも原因と考えており
ます。
次に，岡山市の耕作放棄地面積が20年前の昭和60年当時と比べてふえているが，この間耕作放棄地
対策としてどんな施策を打ち出したか，効果があったと考えるかとのお尋ねにお答えいたします。
農業委員会といたしましては，御指摘の昭和60年代以降，日ごろの相談活動などを通じて，みずか
ら耕作管理ができなくなった農地を地域の核となるような担い手農家へ集積していく，農地の流動化
推進施策を実施してまいりましたが，さらに耕作放棄地問題が深刻となってきた平成18年度以降は，
毎年度その実態調査を実施し，その結果をもとにした関係地権者への戸別訪問のほか，啓発事業とい
たしましては菜の花プロジェクト事業なども実施しております。十分な効果を上げるに至っておりま
せんが，優良農地を確保していくために今後とも関係機関，団体とも連携しながら，耕作放棄地の解
消に努めてまいりたいと思っております。
次に，現行70名の農業委員で農業ビジョンの実現はできると考えるかとのお尋ねにお答えいたしま
す。
農業振興ビジョンに基づいて各種の取り組みが推進されていますが，農業委員会に求められる役割
を十分踏まえ，関係機関，団体との連携を図りながら，農業委員相互に協力し合って，農業ビジョン
が目指す元気な農業の実現に向けてしっかり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.52
◎消防局長（藤原文法君） 環境消防水道委員会の中で消防体制について２点お尋ねがございます。
まず１点目は，各区同士の連携，また区と隣接市との連携はどうなるのか，２点目は区政移行によ
り到着や搬送がおくれないよう準備はできているかとのお尋ねでございます。一括してお答え申し上
げます。
政令指定都市への移行に伴い，消防署の管轄区域を行政区に合わせることといたしましたが，火
災，救急等の災害時におきましては，行政区や消防署の管轄区域での対応ではなく，従来どおり災害
現場に最も近い車両を選択し，出動させて対応することといたしております。また，隣接市との連携
につきましても，現行の消防相互応援協定の中で，より緊密に連携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.52
◎新市建設計画推進局長（三宅泰治君） 総務委員会の項の中で，総合保健福祉施設建設事業（金川
病院併設）基本計画についてということで数点の御質問をいただきました。
医療機器を含めた内部施設に要する費用はどの程度見積もっているか，国立病院と岡山市の負担割
合に対する考え方は，利用料金制を念頭に置いてあるとのことであるが岡山市に追加負担を求められ
る可能性があるのか，医師の確保は国立病院において保障されるのか，現行60床の病院を30床とする
ことについて国立病院及び利用者──地域住民の理解は得られているのか，削減した29床を連携機関
において岡山市北部地域の急性期医療体制の充実・強化を図るため国立病院に移管し活用するとして
いるが，その内容と意義について，現行の金川病院の跡地についていかなる扱いとするのかと，一括
して御答弁させていただきます。
金川病院についてですが，市が建設し，運営については国立病院機構岡山医療センターが行うこと
としております。したがいまして，経営上の収支については運営者の責任と考えており，市の負担は
想定いたしておりません。なお，医療機器を含めた設備投資についても運営者において整備すべきと
考えております。また，医師等の必要なスタッフは，運営に当たる国立病院機構岡山医療センターに
おいて確保されるものと認識しております。
次に，30床の病床数についてですが，国立病院機構岡山医療センターも，御津合併特例区も了承さ
れております。さらに，削減した病床は連携期間において国立病院機構岡山医療センターに移管する
こととしていますが，高度総合医療施設である岡山医療センターと金川病院の再編を進めることによ
り，急性期と回復期という医療機能分担の明確化，及び連携の充実が可能となり，あわせて北部地域
における救急医療体制の整備も図れるものと考えております。なお，現金川病院の跡地活用について
は現段階では未定です。
続きまして，北区は451.03平方キロメートルと大変広く，御津や建部の高齢化率は高く，身近な福
祉サービスの拠点が必要です。保健福祉施設に福祉事務所のサテライトの役割が必要だと考えるが，
保健福祉施設の位置づけをという御質問をいただきました。
保健福祉施設の位置づけについてですが，高齢者の健康づくりや介護予防の事業は，福祉関連のサ
ービスも密接に関係しているため，できるだけ幅広い相談に対応できる体制を整えてまいりたいと考

えております。
次に，建設委員会の項で，都市交通戦略の中，今議会に灘崎町合併特例区のコミュニティバス廃止
議案が提案されているが，合併地区など周辺区の公共交通確保は喫緊の課題だと思うが，合併特例区
におけるコミュニティバスなどの現状，今後の事業の存続方法等についてということで御質問をいた
だきました。
合併地域──御津，灘崎町，建部町の各合併特例区で運行しているコミュニティバスの現状と今後
についてでありますが，特例区解散後を見据えてスムーズな制度移行ができるよう，合併特例区はも
とより関係部署及び関係機関と連携して鋭意協議を行ってきているところであります。同時に，地域
の実情やニーズ等を十分に把握しながら，各路線ごとの運行便数や運行時間の見直し，またディマン
ドタクシーの導入も視野に，一層効果的な運営方策を幅広く検討，協議を進めております。ただ，灘
崎町合併特例区のコミュニティバスにつきましては，昨年12月開催の第47回合併特例区協議会におい
て，本年度末をもって廃止することを決定されています。いずれにいたしましても，合併地域の公共
交通の確保は重要な課題であり，合併特例区解散後もサービス水準の低下を招かないよう取り組んで
まいりたいと考えております。
以上です。
P.53
◎行政改革担当局長（久山正人君） 市長の政治姿勢の項で，市政の主な懸案事項の中と，また行財
政改革の行革の検証の中で，外郭団体についてのお尋ねをいただいております。一括して御答弁申し
上げます。
外郭団体につきましては，社会経済情勢や市民ニーズの大幅な変化に伴い，当初の設立意義を失い
つつあるなどの課題があり，その設立に関与した市としても当該団体の改革を考えていかなければな
らないものであります。そうしたことから，新岡山市行財政改革大綱（短期計画編）にのっとり，団
体の経営改善を初め，財政的，人的な市の関与の見直し，さらには事業・組織の再編，整備を改革の
柱とする外郭団体改革方針（総論）を昨年６月に策定いたしました。これを受け，現在各外郭団体の
所管課が当該団体と協議しながら個別改革方針を検討しているところであります。特に，市から外郭
団体に対する補助金や委託料の財政支出額は平成19年度決算ベースで約39億9,000万円にも上ってい
るため，これに対しては徹底した見直しが必要と考えております。
次に，行革の検証でお尋ねの中，具体的な成果につきまして市長答弁を補足させていただきます。
平成17年度から今年度までの４年間の行財政改革の取り組みで，市民事業仕分けなどによる見直し
は，経常経費等が約138億円，投資的経費が約74億円，滞納整理強化対策による市税徴収率向上が約
19億円の総額約231億円の財政効果を創出し，新岡山市行財政改革大綱（短期計画編）の目標を１年
前倒しで達成する見込みとなりました。
これまでの取り組みですが，まず本市の行財政改革の羅針盤となるよう，新岡山市行財政改革大綱
を策定し，聖域を設けることなく徹底した見直しを図ることとしました。また，財政効果だけでな
く，例えば組織や体制の整備によって企業誘致訪問活動を強化したほか，北長瀬駅北土地区画整理事
業（仮称）の計画案を見直し，それらの費用対効果を大きく高めました。一方，乳幼児医療費の対象
年齢の引き上げや，新生児の聴覚検診の新設など，新たな市民ニーズにも迅速かつ的確に対応してま
いりました。組織，機構についても，政令市や地方分権に対応した組織の構築とともに，「部」や一
部の「係」を廃止して，簡素で効率的，効果的な組織の構築に努めました。また，職員数につきまし
ては，平成17年度当初と平成21年度当初の比較で，政令市移行による影響分を除くと655人の職員数
を削減する見込みで，新岡山市行財政改革大綱（短期計画編）の目標も達成する予定です。
次に，外郭団体についてですが，昨年６月に外郭団体改革方針の総論編を策定し，現在これらの方
針に基づいて個々の団体の存在意義や市の関与のあり方を根本から見直しているところであります。
また，外郭団体の運営改善を積極的に奨励し，平成18年度までの５年間で市からの委託料を約３億円
節減することができました。
また，公の施設の適正管理を促進するための規則を平成19年９月に制定し，原則公募による指定管
理者の選定を明記しました。公の施設の約４割で指定管理者制度を導入しており，平成17年度以降累
積で約11億円の経費縮減を図っております。
包括外部監査につきましては，平成18年度から行政改革推進室に所管を移し，市民事業仕分けや行
政サービス棚卸しの中で積極的なフォローアップを行っております。
以上でございます。
P.53
◎安全・安心ネットワーク担当局長（川野豊君） 市長の政治姿勢で都市内分権・地域自治の項の
中，区民会議の設置は都市内分権の進展にどのような役割を果たすのかについてお答えいたします。
市民自治を拡充し，地域のことは地域の住民がみずから考え実行することができるように，行政が
執行権を行使するに当たって地域に協議をお願いする区民会議（仮称）を設置することは，市民がお
互いに自主的に議論しながら，みずからの属する区のまちづくりや課題について考え，実行していく
ことになり，より一層都市内分権や行政と市民の協働の進展に資することになると考えております。
続きまして，総務委員会の項で，区民会議（仮称）の概要についての御質問に順次お答えさせてい
ただきます。
まず，設置目的にある地域活性化事業とは何かを説明せよということで，現在市内各地で行われて
いるまちづくり活動支援事業を活用している事業や，各区での特色ある地域の歴史や文化等を生かし
た事業や，新たに地域の一体感を醸成するような事業等が考えられます。
次に，条例設置とした理由は。
区民会議（仮称）の中では，区民から提案があったソフト事業などについて一定の審査，調査を
し，区長にその結果を報告することとなり，地方自治法で規定する附属機関に該当すると判断される
ため，同法第138条の４第３項の規定に基づき条例で設置することとしております。
続きまして，区民会議委員の委嘱権者はだれか。
区民会議の委員の委嘱権者は市長と考えております。
続きまして，構成上区民会議は区長と並列関係か垂直関係か，同様に安全・安心ネットワーク，町
内等の地域団体との関係は並列か垂直かにつきまして，区民会議（仮称）と区長及び安全・安心ネッ

トワーク，町内会等の地縁団体との関係につきましては，それぞれが持つ権限や役割が異なりますの
で，一概に並列関係か垂直関係かとは言えないものと考えております。
次に，地域から提案された予算を伴うソフト事業の執行について区長は区民会議に諮る義務がある
のか，また協議事項としてソフト事業の内容について具体的に説明せよにつきまして，一括して御答
弁申し上げます。
地域から提案があったソフト事業につきましては，区長は区民会議（仮称）に協議を依頼し，会議
で議論をし，推薦をいただいたものについて予算の範囲内で事業を執行するようになることを想定し
ていることから，区民会議（仮称）に協議を依頼する必要があると考えております。また，協議事項
となるソフト事業の内容につきましては，地域振興のためのイベントや子育て支援，高齢者の見守り
や環境美化活動等の事業が想定されます。
続きまして，当初予算にソフト事業予算が計上されていない，新年度で補正されるのかにつきまし
ては，区民会議の設置は現在準備段階であることから，その準備費用を当初予算でお願いしていると
ころであり，ソフト事業予算につきましては，区民会議（仮称）の設置条例提案時に予算補正もお願
いしたいと考えております。
続きまして，区独自ソフト事業予算執行に関して区民会議が関与するのかという御質問でございま
す。
予算執行自体は区長の権限であり，区民会議（仮称）が関与することはないものと考えておりま
す。
続きまして，区民会議に一種の議会的機能を付与することとなると考えてよいのか，また付与した
場合にあっては区長またはその代理者が委員になることは組織的矛盾が生じるおそれはないかという
お尋ねについてお答えします。
先ほど御答弁申し上げましたとおり，区民会議（仮称）はソフト事業の調査，審査を行い，推薦す
るものであって，予算執行自体に区民会議が関与するものではございません。また，区民会議（仮
称）で協議する事項は，あくまで区長の予算執行の一部について協議をお願いするもので，予算審議
権を付与するものではありません。その意味で議会的機能を付与することにはならないものと考えて
おります。なお，区長またはその代理者の委員への就任につきましては，御指摘の点を踏まえ検討し
てまいりたいと考えております。
次に，委員数について各区20人から30人としているが，区によって定数が異なるのか，定数設定の
根拠は，また公募委員の位置づけ及び人数については，この２点について一括して御答弁申し上げま
す。
各区の人口が３倍近い開きがあり，各区の安全・安心ネットワークの数等も異なることから，各区
の事情によって定数が異なることはあり得ると考えております。なお，定数設定の根拠といたしまし
ては，条例で一定の範囲の人数を規定した上，規則等で各区の人数，公募や各推薦委員の人数を規定
するようになると考えております。
また，公募委員の位置づけにつきましては，より幅広い区民の意見をいただくために設けているも
のでございます。
次に，構成委員と利害相反する事案を審査する場合はいかなる対応とするのか。
直接利害がかかわる事案につきましては，それにかかわる委員は審査にかかわらないような取り扱
いにしてまいりたいと考えております。
次に，専門部会を設けることができるとあるが，部会と区民会議全体との関係は。
専門部会につきましては，より詳細な事案について議論をするため，区民会議（仮称）の議論を経
て設置するもので，部会で出された結論につきましても，再度会議全体の了承を得る必要があるもの
と考えております。
次に，委員として，区内において各分野で活動する団体を構成する者，及び専門的知識または学識
を有する者とあり，これを区長が推薦するとなっているが，推薦の手順についてはにお答えいたしま
す。
団体を構成する者につきましては，各区の課題，地域の課題を見つけ出し，それを解決するための
意見やアイデアをいただける団体を抽出し，その団体に対して委員の推薦を要請することを想定して
おります。また，専門的学識を有する者につきましては，それぞれの分野ごとの候補者名簿をつく
り，その上で絞り込んでいくことになると考えております。
最後に，区民会議はさんかく条例第19条の４割条項を適用されるのか，女性委員を４割にする工夫
はどのように考えているのかについてお答えします。
設置に当たっては，各団体から推薦をいただく際に男女比についての考慮をいただくように働きか
けるなど，条例の趣旨を尊重してまいりたいと考えております。
以上でございます。
P.55
◎人権推進担当局長（古中隆司君） 市長の政治姿勢の中で，人権推進について，政令市岡山として
９項目にどのように取り組んでいくのか，また区役所での人権推進の取り組みはというお尋ねでござ
いました。
御指摘の９項目を重要課題とする，人権教育のための国連10年に関する国内行動計画を平成９年７
月に取りまとめた後，平成12年12月には人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が制定され，人権
教育と人権啓発に関する施策の推進につきまして，国，地方公共団体及び国民の責務が明文化されま
した。これを受けまして，本市では同法第５条の規定に基づき，平成15年６月に岡山市人権教育及び
人権啓発に関する基本計画を策定いたしまして，性別に起因する問題，子ども，高齢者，障害者，同
和問題，外国人市民，ハンセン病患者・回復者及びＨＩＶ感染者に関する問題を７つの主要な人権課
題として，総合的かつ継続的に人権施策の推進を図っておるところでございます。
次に，政令指定都市移行後の人権行政につきましては，これまでどおり本庁において行うことにし
ておりますが，中学校区を対象に毎年数カ所で実施しております地域啓発や福祉交流プラザで実施す
る文化祭などのイベントにつきましては，より市民に身近な区役所と情報を共有して連携を図ってい
きたいと考えております。
また，人権相談につきましては，区役所において相談全般について対応することとした上で，本庁
との連携を密接にすることで的確に対応していきたいと考えております。
以上であります。

P.55
◎西大寺担当局長（宮前保典君） 総務委員会関係の中の西大寺「元気な新拠点」（カネボウ跡地）
整備事業について数点のお尋ねでございます。
まず，土地開発公社所有の対象物件を取得する時期と，予想される取得金額はとのお尋ねに御答弁
申し上げます。
取得時期につきましては，貸し付けの相手先や具体の事業内容等が決定する平成21年度末と考えて
おります。また，取得金額につきましては，平成21年度の土地開発公社の借入利率が決まっていない
などの不確定要素はありますけれども，おおむね22億円を見込んでおります。
続きまして，土地の貸付料は岡山市普通財産貸付算定基準に基づくとあるが，予想される最低賃料
はとのお尋ねに御答弁申し上げます。
最低貸付料につきましては，岡山市普通財産貸付算定基準に基づく積算方法で，相続税路線価に土
地の形状による補正値を乗じて得た前年分の相続税課税標準価格の５％と規定されており，募集要項
を公表する段階で提示することとしておりますので，御理解をお願い申し上げます。
続きまして，中核事業として話題性と集客力が高いエンターテインメント性について詳細な説明を
とのお尋ねに御答弁申し上げます。
元気な新拠点整備事業は，特定の業種，用途を限定した募集ではなく，民間事業者から幅広く自由
な発想での提案を求めることで，行政では考えつかないまちの活性化やにぎわいの創出につながるす
ばらしい独創的なアイデアを期待いたしておるところでございます。
続きまして，隣接する公共業務施設予定地の具体的整備方針はとのお尋ねに御答弁申し上げます。
公共業務施設予定地につきましては，平成16年11月に策定したカネボウ跡地活用方針のとおり，地
域の公共施設の再配置を念頭に検討することとしておりますが，今後行政サービス機能のあり方につ
いて議論を深め，方向づけをしていきたいと考えております。
続きまして，三丁目劇場あるいはＡＳＰＯの両事業から学ぶべき点を示し，同様のリスクを冒さな
いことを明示せよとのお尋ねに御答弁申し上げます。
元気な新拠点整備事業につきましては，過去の教訓に立って策定された民間資金活用型事業プロポ
ーザルの実施指針の手順に従い事業を実施することとしており，これにより同様のリスクを回避して
まいりたいと考えております。
続きまして，西大寺地域中心市街地活性化計画と位置づけるのか，その他公共交通の再編論議も行
う必要があると考えるが，見解と方針はとのお尋ねに御答弁申し上げます。
元気な新拠点整備事業は，平成13年３月策定の西大寺地域中心市街地活性化基本計画をもとに，平
成16年11月に策定したカネボウ跡地活用方針に沿って事業を進めております。また，公共交通につき
ましては，事業の進捗に合わせて，運行経路の変更や市街地の巡回などについて関係機関に働きかけ
ていきたいと考えております。
最後に，カネボウ跡地活用については，政令市移行後は東区役所が主体となって取り組むのかとの
お尋ねに御答弁申し上げます。
今後ともこれまでと同様，関係部署との連携を図り，東区役所が中心となって取り組んでいくもの
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.56
◆24番（下市香乃美君） 御丁寧な御答弁をいただきました。
それでは，再質問をさせていただきたいと思います。
最後のほうで，人権推進担当局長からありましたけれども，今の人権施策については市民生活に密
着したものなので，区役所において担当する部門が要るのではないか，部門というのが無理なら担当
職員が要るんじゃないかと思うんですがどうでしょうか，お考えをお聞かせください。
それでは次に，市政の主な懸案事項について個々にそれぞれの担当局がお答えをいただきました。
お聞きいただいたように，すっきりとしたものはないですよね。それでお尋ねをします。
結論が出ていない懸案事項があるというふうに思うんです。市長はこの３年間をどのように総括
し，この懸案事項はもうなくなったのかどうか，最初に御提案をなさった市長の御意見をお聞きした
いと思います。
それで，最後の総合的福祉交流拠点整備事業については，整備計画は計画どおり済んだということ
がありましたけれども，私はその土地を無償貸与しているということも市長の懸案事項にはあったん
じゃないかと思うんですが，市長，いかがですか。
それから，行革です。この間たくさんの行革に取り組んだという御答弁がありました。それで，そ
れについては一定の評価を私もいたしておりますが，ごめんなさい，さっきのちょっと取り消します
けども，すべてを評価してるわけではありません。評価している部分もあるという意味ですけれど
も，次の行革についても同じ方針でいくのか，それとも新たな考え方，例えばいろんな計画を見直す
とか大きな方向転換をするとか，そういう新しいことをお考えなのかどうかお尋ねをいたします。
それと，緊急経済・雇用対策に関連してなんですけれども，るる，こども・子育て担当局長から御
答弁があったわけですけれども，どうも岡山市独自の施策っていうのはない，今までですよ。で，次
の対策も決まっていない，こういうのが現状のようなんですけれども，このままでいいのかどうか，
今後の取り組みについてこれでいいのかどうかをお聞かせください。
それと，避難場所の件ですけれども，小・中学校の避難場所の件でございます。給食調理場を使っ
ての炊き出しを考えているというお話でした。で，つくる人は地域の方だというようなお話があった
わけですけれども，地域の方が学校の給食場にすぐに行って，すぐに調理できるとはとても思えませ
ん。それで提案なんですけれども，大きな災害が起きれば，当然その地域の方の協力も必要だと思い
ます。それで，給食調理場とか学校施設を使った総合的な避難訓練，こういうことが必要ではないか
と思うんですけれども，御所見をお聞かせください。
それと，市の女性管理職の割合についてです。今，総務局長のほうからはプランの数値目標との関
係で御答弁がありました。もう一つ，市は特定事業主行動計画を持っておりまして，これ女性管理職
が７％，平成21年４月が目標でございました。これ達成できるんですか，ちょっとそこを答弁してく

ださい。私はできないと思っているんですけども，できないということは，この間職場内の男女共同
参画が後退したのではないかと。上がった率が下がってるわけです。女性管理職の割合が下がったと
いうことをどうやって改善していくのか。それと，男女共同参画が後退したのではないかという指摘
を私はするんですが，そこはどうでしょうか。
それと，有給休暇の取得率の問題です。今，所管課等でのサポートをするというお話がありまし
た。だとすれば，たくさん外に出ている機関があるわけですけれども，小さい職場ですね。すべて，
公民館や小さい図書館，それから連絡所，そういうところも所管課等でのサポートをしてそういうこ
とをするんですか。対策としてそうするのかどうかをお尋ねいたします。
それから，平和資料館についてです。今初めて聞いたんですけれども，戦災資料は全部デジタルミ
ュージアムにあるんですか，質問です。それから，その戦災資料というのは全部で何点あるんです
か。そして，ほかに焼夷弾とか半鐘とか爆弾とか，そういうものはどこにあるんですか。また，見せ
ていただけるのか，貸し出すことはできるのかお聞かせください。
それと，姫路市を視察したらと言ったら，行きましたという御答弁でした。いつだれが行ったので
しょうか，御感想をお聞かせください。
それと，この点でございますが，まだ検討するというお話だったんですけれども，市長の任期は10
月８日でございます。それまでに決められるのかどうかお尋ねをします。
それから，今の区民会議の公募委員ですけれども，人数について何も御答弁がありませんでした。
割合をお答えください。私は２分の１以上が公募委員として必要だと考えますが，いかがでしょう
か。
それと，保育園です。まず，私立園では私的契約利用料以外のお金を徴収している，習い事につい
て徴収しているというような御答弁がありましたけれども，徴収してもいいんですか。まずそこを教
えてください。そのことは監査をしていますか。
それと，保育園の直接契約ですけれども，定員オーバーが正当な理由になると保育園は申請を受け
入れないということができますよね。低所得世帯の入園に支障は生じませんか。保育園が営利優先と
なるような方向はありませんか，お尋ねをします。
それから，児童クラブです。全体の見直しをされるということでした。本当に今，児童クラブは多
くの課題を抱えております。現状をしっかり調査して，現場の声や指導員や保護者の声をしっかり聞
いていくという見直しを計画されるのかお尋ねします。
それと，妊婦健診の無料化についてですが，助産所も対象とするように考えているというお話があ
りました。助産師の力っていうのは，もっともっと活用するべきだと思うんです。助産所開業のため
に市民病院を嘱託医療機関とできませんか，お尋ねをいたします。
それから，監査のことをお聞きしましたけれども，抜き打ち検査はできるんですか。平成20年度は
何件抜き打ち検査をしましたか。
産廃についてです。きょうも北区の方がたくさんお見えなんですよね。どんなに産廃処分場のこと
を心配してるか，市長，重く受けとめていただきたいと思いますけれども，御津の小田地内産業廃棄
物処分場建設反対を求める陳情書も昨年の１月に議会に提出されています。まさに御津地区が産廃銀
座へと進んでいくのかどうかの瀬戸際だというふうに私は思います。吉備新線を挟んで足守側は産廃
処分場とため池の真っ黒な水，隣接の土地所有者は水の被害を受けない，５万筆を超える反対署名，
下流域の方々の水汚染が心配等々が現実です。
再度お尋ねいたします。市長は現地に行き，自分の目で見て，地元の方々の声をじかに聞いてから
判断をしますか，お尋ねをします。
また，先ほどの答弁では，付近に行きましたとありました。現地視察をしたのですか。それだった
ら，そのときに地元の意見を聞いたのか，その感想を求めます。
地産地消についてです。地産地消は重要な取り組みとの認識を示されましたが，結果は検討と，こ
れまでどおり熱意のない御答弁と受けとめました。具体的に，学校，農協，生産者，ＰＴＡなどのプ
ロジェクトチームをつくって取り組まないと，地産地消，安全・安心はクリアできないと思います。
早急に取り組む課題と思われますが，再度御答弁を求めます。
最後に，指導が不適切な教員の研修等についてお尋ねをいたしました。１月27日に岡山地裁では分
限免職処分を取り消すという判決を下しています。一定期間の研修で立ち直らせ，学校現場へ復帰さ
せることを基本とするのか，認定の公平性と客観性をどのように担保していくのか，教育長の御所見
をお伺いします。
以上で２回目を終わります。（拍手）
P.58
◎副市長（村手聡君） 下市議員の再質問にお答えをさせていただきます。
３年間高谷市政を続けてきて，懸案事項についての総括をというようなお話がございました。さま
ざまな御指摘を受けたわけでございますが，やはり行政と継続性，契約上，行財政上のさまざまな制
約がある中で見直しを進めていくということで，この短期間に解決できなかったこともございます。
しかしながら，着実にこの間において見直しを進めてきているというのは先ほど来申し上げていると
おりでございますので，そこをしっかりと見ていただきたいというように思ってございます。
次に，緊急経済・雇用対策について，岡山市独自の対策はというようなことでございました。100
年に一度といわれる世界同時不況ということに対して，やはり実情に応じて国，県と一体となった対
策というものをしっかり講じていかなかければならないと思ってございます。市においては，いち早
く本部をしっかり立ち上げまして，全庁的な体制をしき，しっかりとそうした失業者に対する対策と
いうものを講じてまいりました。特に，１月補正予算において他の自治体に先駆けまして補正予算を
提出させていただいて，御審議を賜り，議決をいただいたところでございます。しっかりとそうした
対策を進めていくことが，効果があらわれる源になるのではないかと考えております。しっかりと進
めてまいりたいと思ってございます。
また，平和資料館の話につきまして，任期中に決めるのかというようなお話がございました。平和
資料館につきましては，今年度戦災資料の収集，保管といったことにしっかり取り組もうということ
で予算を計上させていただいております。やはりこうした資料館といったものにつきましては，資料
といったものをしっかりと収集，保存していくこと，これが戦後60年たっておるわけでございます。
これが散逸しないうちにしっかりと収集して保管していく体制を整えること，これがまず第一の基本
だということでございまして，しっかりと新年度予算においても取り組むということを申し上げてお

るところでございます。
展示については，その資料をもとにしっかりと研究を進めて，展示に結びつけていくということで
ございますので，そうした作業を本年度から行ってまいりたいということでございます。
以上でございます。（「聞いたことに答えてください」と呼ぶ者あり）
P.59
◎総務局長（岡村賴敬君） ３点再質問をいただきました。
まず，災害時の給食炊き出し等について，地域の人たちが参画をするとすれば，いわゆる訓練が必
要ではないかという御質問でございます。
議員もおっしゃられましたように，災害時共助の観点ということで申し上げれば，地域の方々のお
力添えをいただく，こういった実践活動に御参加いただくというところは我々としても期待をしてお
ります。御質問は初めて使う施設であればやはり一定の事前訓練が必要ではないかということでござ
いますので，これは当然どういった組み合わせの訓練の中に御参加いただくかということもございま
すし，それからいわゆる学校施設等で施設の安全性確保とかといった面で，一定のそのクリアすべき
点の整理等も必要だと思いますが，当然実現可能性などを十分含めて関係部署と，実現のできるよう
な方策論はどうあるべきかといった議論をやってみたいと思います。
それから，女性管理職に関して，特定事業主の行動計画では平成21年度７％が目標であるが達成で
きるのかということと，男女平等が職場内で後退をしているのではないかという御指摘でございます
が，これは平成21年度につきましては，現時点では最終数値が幾ら，これは分子と分母の関係もござ
いますので何％というのは今はつまびらかに申し上げられませんけれども，これまで同様，管理職ま
たは管理職の候補として係長，主任級等の女性役付職員の比率については，年々一定のアップについ
て我々としても努力をしております。こういった意味で申し上げて，その職場の中での男女共同が後
退をしているというそういう認識は持っておりません。一層そういう考え方は大事にしていかなけれ
ばならないと思っておりますので，御理解いただきたいと思います。
それから，休暇について，出先機関，元課というかサポート体制についてということでございます
が，これはこれまでもそういった考え方で，関係課が職場内でのサポートをしていくという体制は持
っておりますので，今後もそれがそごのないように十分各課へも協議をしていきたいと思っておりま
す。
以上でございます。
P.59
◎保健福祉局長（鈴木弘治君） 再質問に何点かお答えさせていただきます。
まず，総合的福祉交流拠点整備事業について，無償貸与していることについてどうかということで
ございます。
総合的福祉交流拠点整備事業につきましては，東部地域の福祉の交流拠点を整備したいという岡山
市の要請を旭川荘が受けて取り組んだものでございまして，岡山市協働のまちづくり条例による特定
非営利公益事業の指定をし，土地を無償貸し付けしているところでございます。平成14年から平成44
年までの30年間の無償貸与契約を締結しているところでございまして，御理解を賜りたいと思いま
す。
続きまして，平和資料館について数点御質問いただいております。
まず，デジタルミュージアムに戦災資料があるのかということでございます。
デジタルミュージアムにほとんどのものを収蔵していただいております。何点あるのかということ
ですけど，1,484点に上っております。そのうち半鐘等，爆弾等はどこにあるのかということでござ
いますが，これにつきましてもデジタルミュージアムに保管しているところでございます。
それから，姫路市の平和資料館にいつだれが行ったのかという御質問でございます。これにつきま
しては，２月10日に私と統括審議監，それから福祉援護課長と担当者，４人で行ってまいりました。
感想ということでございますが，資料点数とすれば5,700点ぐらいあるんですけども，建物が非常に
立派なと，ちょうどバブルがはじけた後の建物でございまして，そういったハードの立派さに驚いた
というところでございます。もちろん，内容もすばらしいなというふうに思ったわけでございます。
続きまして，妊婦の無料化……（「局長，見せてくれるのか貸し出しできるのか」と呼ぶ者あり）
失礼しました。申し出があれば具体的な日程，保存状況等を検討いたしまして，貸し出しは状況に
応じて対応していきたいというふうに考えております。
それから，抜き打ち監査はできるのかとのお尋ねでございます。
これにつきましては，先ほども答弁いたしましたように現行法令上事前通知が原則でして，抜き打
ち監査は原則無理でございます。ただ，当日に通知書を持って直ちに監査するという抜き打ち的監査
といいますか，そういったものは何度かやったことがございます。
以上でございます。
P.60
◎保健福祉局こども・子育て担当局長（奥田さち子君） 保育園の私的契約利用料についてのお尋ね
でございますが，保育園の習い事について徴収してもいいのか，また定員オーバーが正しいのか，営
利優先にならないのかというふうな御質問でございました。
まず，習い事等，特に怪しいというか，そういったものでなければ利用料や実費等は徴収していい
ものと考えております。また，定員オーバー等の関係ですけれども，できるだけ多くの方に入園して
いただけるよう，最低基準を守りながら，国の示された基準を守りながら受け入れている状況でござ
います。また，今現在，国において直接契約についても審議されておりますが，その動向も見守って
いきたいというふうに考えております。
次に，児童クラブにつきましてですけれども，児童クラブの見直しについて，保護者や現場の声を
聞いて見直していくのかというふうな御質問でございますが，運営委員会，指導員，保護者の皆様の
御意見も参考にしながら見直しを進めていく予定としております。
以上でございます。

P.60
◎環境局長（繁定昭男君） 産廃の許可についての中で，産廃許可について地元の思いというのを何
度も陳情，先般は５万人の方々の反対署名を持って行ったと，そういった中で市長は地元の声を聞い
たのかという御質問でございますが，陳情等地元の方々の気持ち，声等につきましては，私のほうか
ら市長にその都度御報告をいたしているところでございます。
また，計画地付近に行ったときの感想はということでございますが，当地は自然が非常に豊かなと
ころで，しっかりと環境の負荷を低減し，環境と共生するような，そういった形で厳正に審査をする
ようにという指示を受けているところでございます。
以上でございます。
P.60
◎経済局長（渡邊憲明君） 地産地消の推進に当たってプロジェクトチームの設置をとの再度のお尋
ねをいただいております。
地産地消を推進するに当たっては，従来よりその関係部局と連携，協力を図りながら取り組んでい
るところでございます。議員の御提案を踏まえて，より推進が図れるように関係部局と協議，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.60
◎病院局長（新田佳久君） 助産所での健診に関して，市民病院を嘱託医療機関としてできないかと
のお尋ねでございます。
産科医のマンパワー等の問題がございまして，今後の研究課題とさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
以上です。
P.60
◎教育長（山脇健君） 指導が不適切な教員の認定等についての再度の質問でございます。
この認定等に当たりましては当然公正，適正に行われていくことが第一であるわけでございまし
て，国のほうからもガイドラインというものが示されております。岡山市の教育委員会としてもこの
ガイドライン，または他の市，県等の認定状況，実施状況等も参考にさせていただきながら，公正で
適正な運用ということを心がけていきたいというふうに思っております。当然この研修ということに
なれば，復帰いただくというのが第一でございますから，この研修について我々としてもそれにこた
えられるような研修を実施していく必要があるだろうというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
P.61
◎行政改革担当局長（久山正人君） 次の行革についても同じ方針でいくのか，大きな方向転換をす
るのかという再質問について御答弁申し上げます。
簡素で効率的な行政システムを実現するとともに，最少の費用で最大の住民福祉を実現するという
行財政改革の基本方針は変わりませんが，都市ビジョン（新・岡山市総合計画）における政策目標を
実現するためにすべての事務事業をゼロベースで見直すことも特に今後重要であると考えておりま
す。特に，その観点のもとで都市基盤整備による人口，交通，産業の集積を図って，税源涵養の点か
ら有効な施策等を実施するための事務事業の棚卸しを一層強化していくことが今後大切であると考え
ております。
以上でございます。
P.61
◎安全・安心ネットワーク担当局長（川野豊君） 区づくり会議（後刻，「区民会議（仮称）」と訂
正）の中で公募委員の割合についての再質問をいただきました。
委員の割合につきましては，今これからも御議論いただくところでございますが，私どものほうが
今腹案として持ってますのは，ネットワークのほう，それから団体，また学識のグループ，そして公
募が同一割合ということを今は想定させていただいております。
以上でございます。
P.61
◎人権推進担当局長（古中隆司君） 先ほども御答弁申し上げましたが，区役所に担当職員を置けと
いう御質問ですが，人権行政の企画や実施につきましては本庁で全市を対象に総合的にこれを実施い
たしまして，区役所の職員と連絡を密にすることで効果的な行政施策を進めてまいりたいと考えてお
りますので，御理解をお願いいたします。
〔24番下市香乃美君登壇〕
P.61
◆24番（下市香乃美君） 私は市長の御意見を聞いたんですけれども，皆さん今ごらんになったよう
に市長ではない方が御答弁になっております。（笑声）市長の気持ちっていうのは市長にしかわから
ないと私は思うんです。先ほども言いましたけれども，この懸案事項を出されたのは市長なんですよ
ね。自分の思いから出された。じゃあ，この懸案事項はこの３年半たってなくなったのかどうかっ
て，私はそう聞いたんです。それだけですよ，論点は。残ってるかどうかを市長にお聞きしましたの

で，よくお考えいただきたいと思います。
それと，産廃の問題も同じでございます。本当に皆さん心配されて，きょうもこうして遠く御津の
ほうから議場まで足を運んでいらっしゃってます。だから，権限は岡山市長にあるわけですから，市
長が市長の立場でしっかりと皆さんの前でお話をする，それが市長のとるべき態度だと思いまして，
私はあえて質問をしております。今後，市長は現地に行って，自分の目で見て，地元の方々の声をじ
かに聞いて，それから判断するのかと，そういうふうに市長に聞いてるわけです。付近まで行ったの
だったら，そのときどうだったのか，そのことも市長が自分のお言葉でお述べになればよろしいと，
私はそう思います。私は仲間の皆さんと先日行ってまいりました。本当にすばらしい自然の宝庫，そ
してまた地元の方っていうのがまるで水の被害を受けない，上にある，そこが一番近くの地元なんで
す。でも，下流域の方々は心配されてる。それは，岡山市の産廃条例においても市の責務ではないの
かと。
よろしくお願いいたします。（拍手）
P.61
◎副市長（村手聡君） 懸案事項は残っているのかという再々質問でございます。
先ほども申し上げましたように，行政の継続性ですとか，また契約上，行財政上のさまざまな制約
の中で解決していない問題もあります。しかしながら，先ほど来述べておりますように，この懸案事
項について，解決に向けてしっかりと見直しを進めている現状というものは，るる申し上げていると
おりでございますので，御理解をいただきたいというように思います。
産廃処分場の問題につきまして，権限は市長にあるんだからというようなことでしっかりと判断を
してほしいというような再質問がございましたが，やはり産廃処分場の事務と申しますのは法定受託
事務ということでございます。法律の範囲内で市長の権限は行使するということになるわけでござい
ます。法律の枠の中で適正，厳正に判断してまいりますので，よろしくお願いいたします。
以上でございます。
P.62
◎安全・安心ネットワーク担当局長（川野豊君） 先ほどの再質問の答弁で「区民会議（仮称）」を
「区づくり会議」と申しました。謹んで訂正させていただきます。申しわけございません。

