平成 29 年 8 月定例市議会
下市このみ個人質問
2017 年 9 月 8 日（金）
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下市このみ
１．子育て支援の充実について
（１）保育園の未入園児解消について
待機児童は、3 年連続で増え続け今年は 2 万 6 千人でした。保育需要が膨らんでいる要
因は、結婚･出産後に働く女性が増えていることにあります。女性の 25 から 44 才の就業
率は、2011 年が 66.7 ％、2016 年は 72.7 ％に増えています。子どものいる世帯の平均所得
は 1966 年の 782 万円をピークに減少傾向で、2015 年は 708 万円でした。
まだまだ、岡山市の保育需要は伸びることが予想されます。
岡山市は、本年 4 月現在、未入園児 1495 人となり、その保護者にアンケート調査を実
施しました。4 月からの保育の状況は、保護者が子どもを見ている（育休延長など）、認
可外保育施設に預けているなどが主でした。今後何らかの保育サービスを検討されている
方の 7 割の方が保育園や幼稚園の一時預かりや認可外保育施設を利用したいとの結果でし
た。
①可知幼稚園で 10 月から預かり保育を開始します。やっと岡山市も本気で幼稚園の活用
を考え出したと喜んでいます。ただ、夏休み等の長期休暇は預かりません。この状況で保
護者のニーズに応えているとお考えでしょうか。
◆大森雅夫市長
私は、最初の質問で可知幼稚園において長期休暇は預からない状況で保護者のニーズに
こたえているのかということについてお話を申し上げたいと思います。
これは、今年度の待機児童数を発表させていただいた直後に、教育委員会と岡山っ子育
成局の幹部を呼んで、何とかできないかということを指示した結果、可知幼稚園というか
たちでの預かり保育ということに結びついたわけであります。もちろん保護者ニーズとい
う視点からいくとですね、様々なものの条件というものがもっと良くなったほうがいいに
は越したことにはないと思います。長期の休暇、夏休みとか冬休みとか預かっていただい
たほうがいいと思うんですけれども、今、お母さん方は一日も早い、預け先を望んでいる
ところでございます。そういった対応として速やかに実施できる事業として今回打ち出さ
していただいたわけであります。待機児童、未入園児童をお持ちのお子さんがこういう可
知幼稚園の方へ預けていただけるような、そういう方があらわてくれば、私としてはあり
がたいなと思っております。以上です。
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②今、妹尾幼稚園に続き、綾南、三門、幡多、旭操幼稚園で緊急一時預かりを実施します。
これは月曜日から金曜日まで、朝 8 時から 18 時までです。保育園と同じように土曜日の
開所、7 時 30 分からの開所はなぜできないのでしょうか。
◆田中克彦岡山っ子育成局長
本市の緊急一時預かり事業は、待機児童のうち、求職活動中に、お子さんをお預かりす
ることにより、安心して求職活動が行え、また、就職が決まることにより、入園の利用調
整の点数が高くなることで、より入園しやすくなることを、主な目的として、公立幼稚園
の余裕教室を活用して事業を開始したところです。
また、公立幼稚園の余裕教室を使用するため、施設管理の関係から、公立幼稚園の職員
が、主に在園する時間帯で実施することとし、月曜日から金曜日の午前 8 時から午後 6 時
としております。
なお、土曜日開所や午前 7 時 30 分開所への変更につきましては、人員の問題や緊急的
かつ時限的に実施している事業であることから、現時点で変更することは考えておりませ
ん。
③真屋上、大宮、朝日幼稚園の運営法人を募集します。周辺部にある施設ですから、直接
保護者が送迎することは現実的ではありません。
送迎等を岡山市が助成することをお考えですか。
◆田中克彦岡山っ子育成局長
送迎等につきましては、平成 29 年 6 月に、国から出された「子育て安心プラン」の支
援施策として、自宅から遠距離にある保育園等の利用を可能にするための送迎ができるよ
う、送迎保育ステーション方式や直接複数の利用者の自宅又は自宅近くの安全に待機でき
る場所のみを経由し、利用する保育園等への送迎ができるメニューがあります。
この事業を活用することが、可能と考えておりますが、現時点では、応募法人からの提
案を待ちたいと考えております。
④小規模保育所には 4 月現在 230 人の子どもたちが通っています。小規模保育所は満 3 才
になると退園しないといけません。連携園のほとんどは私立の幼稚園と子ども園です。今
年４月に 3 歳児の壁にぶつかりそのまま継続している子どももいます。来年 4 月には 102
人の子どもが 3 歳児になります。3 歳児の未入園児は 246 人もいる状況では「3 歳児の壁」
は相当厚いと思います。これを解決するためには、幼稚園の 3 歳児保育と預かり保育を開
始することです。いかがお考えですか。
◆田中克彦岡山っ子育成局長
3 歳児教育や預かり保育の利用などにより、私立幼稚園が保育園に入れない児童の一定
の受け皿になっていることは認識しており、その充実を図るため、今年度、私立幼稚園支
援事業補助金の拡充を行っております。
公立施設の 3 歳児教育や－時預かりについては、認定こども園において行うこととして
おり、その整備を着実に進めていくことで、さらに充実を図っていきたいと考えておりま
す。
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⑤認可保育施設に入れなかった場合、利用料の補助をしてほしいという保護者の声があり
ます。利用料金に相当の差がありますので、検討すべきではないでしょうか。
◆田中克彦岡山っ子育成局長
認可保育園を希望しても入園できないため、認可外保育施設を利用されているのは、平
成 29 年 3 月に実施した保護者アンケートによると、未入園児童のうちの約 2 割の方です。
このため、まずは、保護者が安心して子どもを預けることができるよう、保育の質の向
上を図ることが必要であると考え、市の単独補助事業である登録保育施設補助金を拡充し、
これまでの補助要件である保育士 3 分の 1 を上回る、保育士 2 分の 1 以上の保育を行う
施設に対して、岡山市単独で補助金の上乗せを実施することとしています。
そのような中、認可外保育施設の料金体系は様々で一律に比較することは困難ですが、
利用料の補助については、対象児童の範囲や程度など、補助の目的や効果等の整理が必要
であると考えております。
⑥現在は、保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持っている人が採用条件にあります。すで
に採用されている方の資格取得についてご説明ください。
◆田中克彦岡山っ子育成局長
公立の保育園、幼稚園につきましては、幼保連携型認定こども園として整備していく方
針であることから、本市に勤務する保育士、幼稚園教諭で保育士資格・幼稚園教輸免許状
のいずれか一方しか有さない職員については、平成 31 年度末までの経過措置の間に両資
格の併有を促進しております。
職員は、通信教育等により資格等の取得に取り組みますが、スクーリング等が勤務時間
と重なる場合には、職務に専念する義務を免除し、資格等を取得した場合には、受講料・
教材費等にかかる経費の補助を行っています。
⑦夫婦が死別や離婚によってひとり親となった場合は、税法上の「寡婦控除」によって親
の所得から一定額が差し引かれています。しかし、未婚のひとり親は適用外のため、婚姻
の有無による差が出ていました。厚生労働省は、未婚でもひとり親の家庭を対象に保育料
などの負担を軽減する方針を決めました。保育料や児童養護施設、乳児院の負担金、障害
児の入所施設負担金などの現状と対応策をお示しください。
◆田中克彦岡山っ子育成局長
本市では、保育料につきましては、未婚のひとり親にも寡婦控除の『みなし適用」を行
い、保育料を決定しておりますが、児童養護施設、乳児院及び障害児入所施設の負担金に
つきましては、国の国庫負担金交付要綱の徴収金基準をそのまま使用しており、寡婦控除
の「みなし適用」は行っておりません。
今後につきましては、国の制度改正の動向を注視し、保育料では既に実施している実績
を踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えております。
（２）児童クラブの充実について
保育園の未入園児の増加は、児童クラブの待機児へとつながっていくと思います。
今年 5 月現在の放課後児童数は、1 万 3451 人、児童クラブ在籍数は 7050 人です。
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一人あたりの面積基準 1．65 ㎡を確保するために、現在も施設整備に力を入れているとこ
ろです。子ども・子育て支援事業計画では 31 年で 8542 人の見込みを立てています。
今後の整備計画、支援員の確保、運営事務局への移行に向けての状況をご説明ください。
民間の児童クラブの現状はどのように把握していますか。
◆田中克彦岡山っ子育成局長
放課後児童クラブにつきましては、今年度見直しを行っている「子ども・子育て支援事
業計画」に基づき、利用児童の増加に対応する施設整備を進めるとともに、支援員の確保
を図るため、求人広告に係る経費への補助、募集チラシの作成・配布、合同面接会の実施
など、その取り組みを強化し、入所を希望する全ての児童の受入体制の確保に努めている
ところです。
なお、民間児童クラブの運営事業者に対し、現在、事業内容等のアンケート調査を行い、
状況の把握に努めているところです。
運営事務局（仮称）に関する検討状況につきましては、共産党の林議員にお答えしたとお
りです。

２．公民館と図書館について
（１）公民館について
①操山公民館の供用開始に合わせて、中央公民館の施設は廃止するとの答弁がありました。
しかし、中央公民館の役割については、これまであまり議論されてきませんでした。
中央公民館は、27 年には 25、28 年には 24 の主催講座を実施しています。地区公民館で
はできない市全体の課題をテーマもあります。
これらの主催講座は操山公民館にすべて引き継がれますか。。
また、70 あるクラブ講座はすべて操山公民館に引き継がれる見通しですか。
中央公民館の主催講座の運営は、公民館全体の統括調整機能に入っていますか。
◆菅野和良教育長
中央公民館の主催講座につきましては、基本的には操山公民館が引き継いでいくものと
考えております。なお、同主催講座の一部につきましては、その内容を精査したうえで、
必要に応じて、総合調整機能の一つとして、実施していくことも含め検討してまいりたい
と考えております。
中央公民館のクラブ講座につきましては、開催回数や曜日等の制約はありますが、可能
な範囲で開設できるよう調整してまいりたいと考えております。
今後の中央公民館の職員は何人くらい必要なのでしょうか。
中央公民館のあり方、地区公民館のあり方についてご説明ください。
◆菅野和良教育長
中央公民館に代わる新たな組織の職員数につきましては、現段階でお示しできる状況で
はございません。
なお、中央公民館や地区公民館のあり方につきましては、中原議員にご答弁した通りで
ございます。
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②「人々の暮らしと社会の発展に貢献する持続可能な社会教育システムの構築に向けて」
によりますと社会教育主事には「学びのオーガナイザー」として①地域の歴史や文化、産
業など地域の特性を熟知していること、②地域の人材や地域資源に精通していること、③
地域課題やその解決方策について政策的観点から知見を有していること、④地域課題の解
決やそのための企画立案の前提として、社会教育を取り巻く環境変化など社会や政策の動
向も把握していることがもとめられています。
さて、1 昨年から、公民館の職員に市長部局から社会教育主事の資格を持っている職員の
異動が実施されています。この採用ではなく異動によって配置した理由について、また今
後の方向性についてご説明ください。
◆菅野和良教育長
平成 28 年度以降、市長部局の経験を公民館業務に活かすことができるメリットもある
ことから、社会教育主事資格を有する職員等を人事異動により配置しております。今後も
公民館活動や市民サービスの向上に資するよう、適切な人員配置に努めてまいりたいと考
えております。
社会教育主事の重要性、公民館職員の専門性についてどのようにお考えでしょうか。
合わせて公民館職員に必要な経験や資格、地区館長の権限についてもご説明ください。
◆菅野和良教育長
社会教育主事は、社会教育を推進していく要の役割を担っております。一方、公民館職
員は、市民の方々が自主的に学習し、その成果をそれぞれの地域課題の解決に結びつける
ための、身近な学習、交流、実践の場をコーディネート、ファシリテートしていく職員と
考えております。こうした業務にあたっては、職員に社会教育主事の資格を取得させるな
ど、資質の向上を行っているところであります。
また地区館長は、貸室使用やクラブ講座開設の許可、勤務ローテーションの決定といっ
た日常業務における決済や、地域における学びの拠点として、運営委員会をはじめとする
地元調整などを行っております。
③ 28 年度 3 回開かれた社会教育委員会議で中央公民館や地区公民館についての議論があ
ればご説明ください。
高齢化の進展などの社会状況をかんがみると、社会教育の重要性は高まっています。公民
館運営協議会、図書館運営協議会を復活させる必要があると考えますが、いかがですか。
◆菅野和良教育長
平成 29 年 3 月 29 日に開催しました社会教育委員会議では、公民館の重点事業や、操山
公民館の整備、灘崎公民館の移転などについて議論をいただきました。また平成 12 年 3
月末をもって廃止した公民館運営審議会、図書館協議会につきましては、再度設置する考
えはなく、社会教育全般についてご意見をいただく社会教育委員会議で議論をいただく考
えであります。
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（２）図書館について
地区図書館研究会主催で、8 月 27 日に東公民館で、瀬戸内市民図書館長の嶋田学さん
の講演会がありました。その講演会で聴いたお話を紹介します。
ある日、「おっちゃん、この虫、なんていう虫？」とカブトムシを採りに行ってみつけ
た、羽根のきれいな虫を、図書館に持ち込んだ男の子がいました。司書さんが「甲虫図鑑」
で調べ方を教えたところ、次の日にもまた来て「おっちゃん、魚の図鑑ある？」とったそ
うです。男の子は、図鑑で自分の知らない生き物の名前を見つけることが楽しい、また知
らないことは本で調べればわかるということを学んだのです。子どもにとって図書館は、
何かをしなくてならないところではなく、評価されず、独りでいても平気で、本がいっぱ
いあって、司書さんがいて、あれこれ相談できる場なのです。
また、あるまちで図書館をつくるための準備室で作業していたところ、高齢の男性から
「図書館なんかできてもワシは利用せん」と言われたそうです。いざ図書館ができてみる
と、その方が週刊誌を読みに来られました。その時に「こんな本もあるんか…」と野菜作
りや病害虫対策の本を借りられたそうです。その男性にとって図書館とは、小説や文学が
並んでいるところというイメージしかなかったようです。図書館が、人に本をつなげる場
の役割として機能しています。
70 代の女性が、箸袋の裏に「脊柱管狭窄症」とメモしたものを持って来られたので、一
般的な家庭の医学書よりもっと専門的に書いてある本を探して貸し出しをしたそうです。
その女性は、本の返却のときに「手術に踏み切れずにいたけれども、読んでみて、私は手
術をした方がいいようだ」と納得されて帰っていったそうです。人から言われて判断する
のではなく、自ら知るということで納得ができたということです。図書館が、本から知る、
そして学ぶという場として機能しています。
これらのお話を聞いて、ハードとしての図書館が必要だと改めて感じました。
瀬戸内市民図書館では、市民が主体性を高められる場、市民が自らの知的欲求に気づける
場、すべての市民の学びを支える場、市民がつながり地域を活気づけるための場、まちの
魅力を発見し郷土文化の継承と発信のための場をつくることが図書館の役割だとしていま
す。岡山市では、ソフト面での図書サービスとして、インターネット予約図書の公民館受
け取りや岡山連携中枢都市圏での図書館相互利用も計画していますが、ハードとして図書
館が必要だと思います。図書館の役割についてどのようにお考えですか。
◆菅野和良教育長
図書館の基本的な役割は、市民ひとりひとりの知りたい、学びたい、解決したいという
思いにこたえていくことであると考えております。そうすることが市民の生活を豊かにし、
暮らしや仕事、子育てや介護など、市民が抱える様々な課題の解決の支援につながってい
くものと考えております。また岡山市の将来を担う子どもたちが読書や調べ物を通じて、
自ら学び考えたり、郷土岡山を深く知ったりするうえでも図書館の果たすべき役割は大き
いと考えております。
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３．旧後楽館中・高跡地をめぐるプロポーザルについて
平成２９年６月６日総務委員会で示された、旧後楽館中・高（天神校舎）跡地活用事業
企画提案採点集計表では、事業者の適格性１４０点、基本方針１４０点、事業の実現性及
び継続性１４０点、施設計画１４０点、事業に期待する効果２８０点は黒塗りで、提案価
格２１０点について山陽放送１６８点、石川文化財団２１０点、浅野産業１４０点と合計
１０５０点で、８７２点、８２７点、６５０点が示されています。
３月３１日の日付けの岡山市財政局 財産活用マネジメント推進課発出の「 旧後楽館中・
高（天神校舎）跡地活用事業 事業者募集要項における応募書類の追加提出書類のお願い
について」によると、
「当該跡地活用事業は、市民の皆様方の関心が極めて高く、また、事業者選定の際の透明
性及び公平性の確保のため、各社（各グループ）の提案事業の概要をお差し支えのない範
囲で公表しながら進めてまいりたいと考えております。つきましては、 実施事業の大ま
かな内容等を把握できるよう事業概要（イメージ図、概要図、コンセプトなど。提案書の
一部抜粋でもかまいません。）を応募書類の追加資料としてＡ４版１枚程度でご準備をお
願いできれば幸甚に存じます。」とあります。
①事業者選定の透明性及び公平性は、採点集計表を見る限り確保できていないと考えます
が、どのように確保したのでしょうか。
◆那須正己財政局長
選定に当たり、審査委員会の評価に加え、有議者の会の評価を行い、客観性及び公平性
を確保したところです。
結果については、募集要項に基づき、公開できるものは全部公表しております。
②また、提案事業の概要をお差し支えのない範囲で公表しながら進めてまいりたいと考え
ております。とありますが、選定プロセスの中でどう公表されてきたのかを教えてくださ
い。
◆那須正己財政局長
それぞれの提案事業の概要につきましては、優先交渉権者の決定について公表する際に
使用しました。
③６月議会で、集計表の全面公開が出来ないことをお聞きしました。だとすると後年、全
面公開をすることは、可能でしょうか 。是非公開を望みます。
◆那須正己財政局長
今後とも、公表する予定はございません。
④今後の公募型プロポーザルについて、改善すべきところを申し上げます。
１．政策決定に至るプロセスを公文書として整理保存し公開すること。
２．企画競争委員会の構成委員について。外部から財務、まちづくりなどの専門家を加え
る。公募委員を加える。
３．企画競争委員会委員の採点を、全項目の採点から、専門家は自らの専門性の項目のみ
採点し、公募委員は市民目線の採点項目を設けそこだけ採点する、それらの総合点で決定
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していくやり方に変える。
これらを通じてプロポーザルの信頼性がより高まると思いますがいかがでしょうか。
◆那須正己財政局長
公募型プロポーザルにつきまして、今後とも、改善すべき点があれば改善してまいりま
す。

４．新斎場について
今回は、意思形成過程の透明性、議会への説明責任等について質問します。
① 24 年 6 月 6 日の市民文教委員会で、東山斎場整備について、町内会の同意書と 200 メ
ートル以内の地権者、居住者の方の同意書を取っていくと説明しています。
この同意書はなぜ必要なのか、その根拠をお示しください。
◆荒島茂樹市民生活局長
東山斎場の場所が建築基準法の第 2 種中高層住居専用地域であるため、建築の許可を取
得するために周辺の町内会等からいただいた。

② 24 年 1 月 20 日の市民文教委員会で「新たな斎場候補地等も検討中だ」と答弁していま
す。その後は 24 年 12 月 12 日の「冨吉小畑地区への斎場建設反対について」の陳情まで
市民文教委員会での説明はありません。この時に「市の北西部に新たな斎場が必要である」
として、候補地の選定条件を①幹線道路沿いで市の中心部からのアクセスに恵まれている
こと、②生活道路を通らずに行けること、③周辺 200 メートルの範囲内に民家がないこと、
④斎場の建物が周辺の住民から直接見えないような地形であることと説明しています。
これらは、いつどのような会議をもち、誰が決定したのですか。議事録はありますか。
◆荒島茂樹市民生活局長
選定条件を決めた時期というのがですね、東山斎場再整備を検討する過程で至適なバラ
ンスなどを考慮して、市の北西部ということで検討したものでございます。会議録等は作
成しておりません。
小畑地区は新斎場のどこから何メートル離れていますか。
◆荒島茂樹市民生活局長
今回都市計画決定を行なった区域の最も近い場所から概ね 4OOm となってございます｡
③新斎場の場所を産廃処分場跡地に決定したのは、いつですか。どのような会議をもって、
誰が決めたのですか。環境局はその会議に参加していますか。議事録はありますか。
◆荒島茂樹市民生活局長
用地取得に向けて補正予算を上げていった平成 25 年 11 月でございます。環境面も考慮
しながら、岡山市として判断したものです。特に決めていく過程においてですね、用地を
取得するということについて、会議等は開催しておりませんけれども、補正予算を上げて
いくということで決裁はあげていっております。
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④ 25 年 11 月の私の質問に対して、環境局長は「アスベストはここしかないよという断言
はできないと思う。調査計画も全部やっていただいてそれをもとにして環境局として判断
をくだしていきたい」と答弁しています。
◆荒島茂樹市民生活局長
これは、地中に溜まっているガスが一時的に発生したもので、最終処分場の廃止から現
在に至るまで継続的なガスの発生は認められておりません。
その調査と環境局がくだした判断は、いつ、どのようになされたのか、ご説明ください。
◆山上晃稔環境局長
環境局は、市民生活局が平成 26 年 8 月から平成 27 年 10 月までの間に実施した環境影
響調査等の結果を受け、平成 27 年 11 月議会における田尻議員の質問に対し、「周辺環境
への影響はないもの」であり、ボーリング調査の結果と併せ「将来の斎場建設工事により
処分場跡地の形質変更をしたとしても、生活環境保全上の支障が生じる可能性はない｡」
とし、更に、同議会で難波議員の質問に対し、「これまでの検査結果等々調査内容を確認
すると問題はない、安定しているという判断をする」とお答えしております。
なお、その後も市民生活局が実施した調査に対して、その都度チェックしていますが、判
断に変わりはありません。
⑤コンクリートがら、ガラスくず、がれき類が埋められている安定型産廃処分場なのに「ガ
スの発生」が見られます。なぜでしょうか。理由をご説明ください。
⑥債務負担行為額 50 億円が計上されています。アスベストが埋められている可能性のあ
る産廃処分場跡地で、今後の形質変更によるリスクも含んでいます。「何かあればその都
度対策をとる」と答弁されています。
この 50 億円は増える可能性がありますか。
◆荒島茂樹市民生活局長
新斎場の整備を設計施工の一体型の事業として進めるための経費であり、火葬炉施設や
建築物の設計・管理費、工事費などでございます。
これまで産廃処分場跡地に斎場建設をした例は、他都市にありますか。
◆荒島茂樹市民生活局長
産廃跡地に斎場を建設した例は把握していないが、一般廃棄物処分場跡地に整備した例
としては東京都の臨海斎場が挙げられます。

再質問

下市このみ

一問一答で再質問させていただきます。
まず、子育て支援のことなんですけれども、私が心配していますのは、今、0,1,2 歳を
小規模保育所でなんとか入れていこうとしていることについてでございます。この質問の
ところで前にも書きましたけれども今年 4 月には一人の子どもが入れなかったということ
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がありまして、来年 4 月には 102 人が 3 歳児になって、そのうち、今ある小規模保育 13
園、そのうち連携なし園が 5 園あって、約 50 人の子どもたちが普通の園に入らなければ
いけないということになるんです。本年度、先ほどは 3 歳児は 246 人と申し上げましたけ
れども 2 歳児は 335 人です。これ合わせると 400 人近い 3 歳児を保育園が新たに受け入れ
ないといけない。この可能性は非常に低いと思うのですけれども、局長のご感想はどうで
しょう。
◆田中克彦岡山っ子育成局長
小規模保育におられるお子さん方、3 歳になったらということで引き続き連携園の方へ
というようなかたちになっておりますけれども、特例等もございまして、連携先が猶予期
間中でございますけれども、そういった期間中は 3 歳になってもそのまま引き続き、そう
いった特例もあったりするんですけれども、我々としましてはやはり連携園を保護者の方
と一緒に、コンシェルジュ等活用しながら一緒になって寄り添ってなんとか連携園を探し
ていきたいと考えております。以上です。
下市このみ
探していても、今ない園が 5 園あって、もう来年 3 歳で退園しないといけない子が 50
人いるわけですよ。それでですね、聞くところによりますと、点数優先を今考えていると、
いうこともありますよね、調整について。そうするとフルタイムの人が入れて、短時間勤
務の人は保育園に入れなくなる、そういう可能性が強いと思っています。そうなったとき
に、私が今すぐできるのは可知幼稚園が、長期休暇はないんですけれども、でも施設整備
もなく、今ここで募集をしても 10 月から入れる、そういう幼稚園の状況があるので、一
刻も早く、ここの部分を考えるべきではないかと思うんですけれども、何か困難なことが
あるんでしょうか。
◆田中克彦岡山っ子育成局長
この度、先ほど市長もご答弁させていただいたように、まず即時的、そして緊急的とい
うような部分で、こういった何かこうアイデアを出していこうということで、教育委員会
の方と一緒に知恵を絞ったということでございまして、可知幼稚園の預かり保育について
は園の幼稚園の先生方を含め、協議をさせていただきました。私どもの方で、先ほど議員
の方から、ご質問ございましたように、長期休暇についてというご質問がございましたけ
れども、我々としては、可知幼稚園の活用につきましては、午前中は幼稚園教諭が担当し、
午後からは、専任の保育資格を持った保育士が担当していくというようなこと、そして、
そういった仕組みを考えだして、ご了解をいただきながら進めていくと。ただし先ほどご
質問がありましたように、何か問題がというのは、そもそも幼稚園の円滑な運営を妨げな
いということもひとつございますし、そして人の問題、職員体制、これをどうしていくか
という問題、そして施設や設備の整備そういった様々な課題があるということで、今回先
ほどのような答弁をさせていただいたような次第です。以上です。
下市このみ
そういうなかでも、今の状況を見ると、公立幼稚園の空き教室をもっと使う、それが一

- 10 -

番岡山市にとっては、やりやすいことではないかなと思うわけです。保護者のニーズとい
うのは、認可保育園にあるわけで、本当はそこがいいんですけれども、でも入れないとい
う状況をなんとかしなくてはいけないということになってるんだと思います。それで、も
う一つ利用料の補助についてお尋ねしました。これ、もうご存知だと思うんですけれども、
東京とか他の政令市でも、たくさんのところが利用料の補助をしております。今いろいろ
とご答弁がありましたけれども、岡山市としてもですね、今年 1500 人もの子供たちが認
可園に入れなかった。この状況を考えれば検討していかなければいけない、認可外も保育
の受け皿とするなら余計にね、その必要性を考えるんですがどうでしょうか。
◆田中克彦岡山っ子育成局長
議員ご指摘のように、認可外保育施設、登録保育施設でございますけれども、我々のほ
うもかなり利用料金、幅があると把握、認識しております。そういったこともございまし
て、いろいろ他都市の事例の方もご紹介いただきましたけれども、我々としましては、ま
ずはやはり登録保育施設の保育の質を上げていただこうというようなことで、今回保育士
の資格を持つ方を 3 分の 1 から 2 分の１に引き上げていただいて、少しでも保育の質を高
めていただけるようなところについてお手伝いをさせていただくということでまずは保護
者の安心、そして子どもさんの安全、そういったものについて、まずはそこから取り組ん
でいこうところでスタートしたとこです。以上です。
下市このみ
では、次にはぜひ保育料の補助を考えていただきたいと思います。
次に公民館のことでお尋ねします。
先ほど、中原議員のほうから詳しい質問がありましたので、私が、ちょっと気になって
いることだけを申し上げます。
教育長の方から、バックアップする機能や、総合調整機能に徹するべきだという答弁が
ありました。中央公民館で 28 年度の全市的講座は４つということなんですけれども、中
央公民館として岡山市全体を覆った講座というかな、そういった事業も必要だと、私は思
うんですけれども、そのことは総合調整やバックアップ機能の中に入っているんですか。
もう一度お願いします。
◆菅野和良教育長
その機能も入っていると理解しております。
下市このみ
ぜひ、中央公民館の機能としてはまだまだ必要だというふうに思われますのでお願いを
しておきたいと思います。
それで、もう一つは社会教育主事の重要性なんですけれども、ここはちょっと教育長と
認識が違うのかなと思ったのですが、公民館職員も社会教育主事を持っているわけですよ。
館長は持っていませんけどね、あ、地区館長ね。地区公民館の職員は持っているわけです。
先ほど申し上げましたように、この長い言葉なんですけど、学びを通じた地域づくりの推
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進に関する調査研究協力者会議、というところでも社会教育主事の重要性をとても言われ
ています。地域課題を見つけて解決していく、それを公民館の場でやるとなればね、公民
館のなかの社会教育主事が非常に重要だということになると思うんです。で、その人たち
は、やっぱり中央公民館にも必要なんじゃないかと。例えば今中央公民館長、普通の職員
なんですけれども、社会教育主事という資格が必要なんじゃないかと思うんですけれども、
この点はいかがでしょうか。
◆菅野和良教育長
社会教育主事につきましては、今、議員がご指摘されましたように、公民館における教
育機能の要でありまして、地域の人々が、自分の暮らしや地域を豊かにしていくための、
自発的な学びを支援する、そういう専門職員だと思います。教育機能の要ということでご
ざいまして、これから、今、検討しております新しい中央公民館に変わるものにつきまし
ては、いわゆるバックアップ、支援ということでありますので、必ずしも社会教育主事が
必要かどうかということも検討しているところでございます。
これも早急に考えてまいりたいと思っております。
下市このみ
最後に斎場のところですけれども、債務負担行為額 50 億円、計上されています。この
ことについて今、増える可能性があるかどうか答弁がなかったんですけれどもそこを答え
てください。
◆荒島茂樹市民生活局長
基本的には 50 億円の範囲内で行っていきたいと考えております。
下市このみ
これまで、何かあればその都度対策をとるというご答弁があったかと思うんですけれど
も、売買契約書のところでは、28 年の 11 月議会でも新斎場の土地の借り入れにあたって
は、リスクを買主が負担するものとはなっていない、というふうにあります。これはそれ
でよろしんですか。
◆荒島茂樹市民生活局長
取得後にですね、それまでわかっていなかったような、例えば廃棄物層の中に、有害な
物質であるとかそういったものが見つかった場合は、売り主の負担でと、そういったよう
なお話をさせていただいている、そういった意味でリスクを負担することにはならないと
いったものを書いているものでございます。以上でございます。
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