平成 30 年 2 月定例市議会
市民ネット代表質問

質問者：下市このみ
2018 年 3 月 1 日（木）

質問項目
1.区役所のあり方について
2.岡山市の働き方改革について
3.公共交通について
4.総合事業について
5.障がい者の雇用について
6.子育て支援について
7.子どもの貧困に関連して
8.男女共同参画について
9.公文書管理について
10.「新しい文化芸術施設」について
11.ごみと環境問題について
12.ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について
13.教育について（1）学校教育について（2）図書館整備について
14.民泊について
15.国民健康保険について
16.道路の不法占用について

■下市このみ
皆さんおはようございます｡代表質問も最後となりました。市民ネットの下市このみで
す。
きょうから 3 月になりまして、 きのうの夕方には非常に強い風も吹いていて、春一番
かなあと思っております。爽やかにいきたいと思います。
傍聴席にお越しの市民の皆さん、市政に興味、関心を持っていただきまして本当にあり
がとうございます。
3 番については割愛しますので、よろしくお願いいたします。
それでは、区役所のあり方について。
総合計画の長期構想において、人口減少問題と少子・高齢化への対応を第一の課題とし、
低密度で分散化した市街地の拡大にどのように対応していくのか、人口減少社会を見据え
た都市構造の転換をどのように進めていくのかは大きな課題であるとともにその解決すべ
き方針を明確に示すことが重要ですとあります。
新潟市では「政令市にいがたのあり方に関する提言」により、区役所は市民に身近な事
業の計画決定や行政サービスを担い、本庁は市全体の拠点化戦略や区役所のバックアップ
機能を担うことを基本とすること、大きな区役所、小さな市役所の理念をさらに具体化す
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るため、行政運営の効率化にも配慮しながら区役所と本庁の役割、機能を再整理し、その
方針を明確に示すこととしています。大区役所制度をとる岡山市としても大いに参考にな
ると考えますが、いかがでしょうか。
市民ネットでは今年 1 月、 2 回目となる区役所訪問を行い、区の現状について調査し
ました。区まちづくり独自企画事業費が今年度初めて予算化され、喜んでいるところです。
4 区合計で 1000 万円の予算ですが、 これだけでもそれぞれの独自性が発揮され、その
取り組み方の違いもあります。ただ、そのことが区民の目によく見えないことが残念です。
区政だよりを発行し、区民への区の情報発信を強め、区役所をもっと PR し、区民の区役
所だという意識を醸成していきませんか。
新潟市の提言にもありますが、 自立的で責任ある区役所となるため一層の権限、財源
を区役所に移譲することや、各区が連携し、協議調整できる仕組みをつくること、区長の
庁内公募など選任のあり方を検討することについてそれぞれどのようにお考えでしょう
か。
区役所の権限を拡大し、地域の実情に応じた住民二－ズに対応する都市内分権を進める
とともに、市民一人一人が主体的にまちづくりに参画する市民自治の領域を拡充する必要
があると思いますが、 どのようにお考えですか。
住民自治協議会の設置が必要ではありませんか。
福祉は支所の業務となっていますが、区役所にはありません。見直せない理由は何でし
ょうか。
また、市税や国民健康保険、環境、産業、生活安全などは本庁と区役所の両方の莱務に
なっているものがあります。本庁と北区役所は同じ場所ですから重複しています。市民の
立場に立って重複を避け、本庁の窓口業務を減らして区役所の窓口業務を拡大するべきで
はありませんか。
合併地域の支所のあり方については地域の実情を把握し、見守る会など地域の方々の意
見を聞き、支所を存続する方向で耐震診断等を進めていくべきと考えますが、いかがでし
ょうか。
次に、岡山市の働き方改革について。
働き方改革を推進するための法律案要綱が昨年 9 月に示され、残業上限規制や高度プロ
フェッショナル制度、裁量労働の拡大など多くの議点があり、国会での論戦も続いていま
す。
さて、最も気になるのは労働基準法に使用者に労働時間の客観的な把握と管理を義務づ
ける規定がないということです。長時間労働と不払い労働をなくすためには労働時間管理
を使用者に義務づけることが基本だという指摘もあります。
岡山市では労働時間管理を誰がどのようにしていますか。岡山市の残業時間についての
現状と課題を御説明ください。
2016 年 12 月、政府は正社員と非正社員のどんな待遇差が不合理とされるかを示す同一
労働、同一賃金のガイドライン案をまとめています。違いを認めないものとして通勤手当、
食事手当、出張旅費、慶弔休暇などを上げています。岡山市では、正規職員と非正規職員
でこれらの手当に差はないですか。
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岡山市は、残業規制、各種手当や育休などの格差是正、同一労働、同一賃金などの働き
方改誰をそれぞれどのように取り組んでいきますか。
労働契約法の改正により、有期雇用者の無期転換が今年 4 月に始まります。人員削減が
しづらくなるため、雇用主が事前に雇いどめをするケースが相次ぐことが懸念されていま
す。改正法には契約更新が操り返されるなど、労働者が雇用継続を期待する合理性がある
場合は雇いどめを認めないルールも新設されています。岡山市が業務を委託する業者や指
定管理者などの民間業者で雇いどめの動きはありますか。
今後の入札等について、労働契約法の第 18 条第 1 項の 5 年ルールや 3 年ルールの遵守
を確認していきますか。
次に、総合事業についてです。
介護最大手、ニチイ学館は経営判断として要支援 1 と 2 のケアプランを作成する福島県
内の地域包括支援センターに提供中のサービスを打ち切りたいと申し入れ、岡山県のある
市は軽度者の介護サービスを市区町村独自で組み立てるのは無理があるという新聞報道が
ありました。
国は、昨年 4 月までに要支援者向けの訪問型と通所型のサービスを介護保険から切り離
し、市区町村事業としました。これが総合事業です。
目的は、介護費用の抑制と地方に応じた多様なサービスの提供と言われていますが、費
用を抑えることが主眼であり、報酬の低いサービスからの介護事業者の撤退は想定されて
いたことです。岡山市の現状はいかがでしょうか。
総合事業の昨年 12 月利用分は、訪問型サービスの従来型は 710 人、報酬の低い新たな
サービスは 939 人、56.9 ％です。従来型は入浴、排せつ、食事の介助と買い物、掃除、そ
の他の生活全般にわたる支援を提供し、新たなサービスはホームヘルパーや市が定める研
修を修了した生活援助員が居宅を訪問し、買い物、掃除、その他のみで、体に触れるサー
ビスはありません。
通所型サービスは、従来型が 2、300 人で、短時間サービスは 101 人、 4.2%、 19 事業所
となっています。
新たなサービスを計画では上方修正していますが、その根拠は何でしょうか。利用者の
要望を尊重していますか。要支援者に岡山市はどのように寄り添っていますか。
今までの身体介護と生活援助の訪問サービスで 8 割の身体介護の必要がなかったとさ
れ、生活援助のサービス利用者が 56.9 ％になりました。介護予防の視点からいいことな
のか、あるいは本人、家族の状態に寄り添うより費用抑制を最優先した結果なのか、 ど
のように分析していますか。
岡山市では、訪問型の生活支援サービス提供は 109 事業所で、ニチイ学館は含まれてい
ません。従来型の介護保険サービスは継続するが、新しい総合事業のサービスはもうから
ないから撤退するという現実が既にあります b 自治体の多くが賛成していない総合事業は
早急な見直しが必要ではありませんか。国に意見を上げるべきではありませんか。
次に、障害者の雇用についてです。
4 月から全従業員のうち一定の割合以上の障害者を届用するよう義務づける法定雇用率
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が 2 ％から 2.2 ％へ引き上げられます。さまざまな障害のある人たちが職場で活躍するに
は必要なことがあると思います。
まず、岡山市の障がい者雇用の現状について御説明ください。
法定雇用率を達成していない部署がありますか。精神障がい者の雇用に向けて動いてい
ますか。
現在の企業の障がい者法定雇用率は 2.0%ですが、この法定雇用率を達成している企業
は 2016 年 6 月時点で 48.8 ％にとどまっており、過半数の企業は法定雇用率が未達成の現
状があります。岡山市は民間企業の現状を改善するためにどのような指導や支援を行って
いますか。
障がい者の就労支援事業所は就労場所を探していますが、なかなか見つかりません。岡
山市として障がい者の就労場所をみずからつくり、働いてもらうことを考えていきません
か。
また、例えば視覚障がい者については県の視覚障がい者センターのように中途視覚障が
い者に点字、白杖歩行、パソコンなどの個別指導をしてくれる場所があります。こういっ
たサービスに障がい者がつながっていく取り組みはどうされているでしょうか｡
視覚障がい者の方が多く働いているのが鍼灸マッサージです。鍼灸マッサージを利用す
ると生活習慣病の予防にもなります。鍼灸マッサージ施術券の枚数をふやすことで利用拡
大につながり、視覚障がい者の経営の安定化につながると考えますが、いかがでしょうか。
次は、子育て支援についてです。
平成 30 年 4 月入園の 2 次利用調整後の状況は、保育園の申し込み児童数は 1 万 7、577
人、 7 年連続で過去最多を更新し、未入園児童数は 1、674 人です。保育の受け皿として
保育士が 2 分の 1 の企業主導型事業所や特任登録保育施設を加えることには反対ですむ認
可園と認可外園では子どもたちの育つ環境が大きく違い、園庭の有無は子どもの発達に影
響を与えますし、園での事故発生率、死亡率にも違いがあります。保護者のニーズは認可
園であり、待機児を減らすための方策には意味がありません。
岡山市の課題は待機児ではなく、 1、674 人の未入園児童をゼロ人にすることです。も
し仮に認可外施設を保育の受け皿とするというのなら、認可園と認可外園の保護者が払う
保育料の差は岡山市が負担すべきではありませんか。
岡山っ子育成局長は、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昨年 9 月議会で答弁しています。どのように整理しました
か。
1、674 人の子どもたちが認可保育園に入れない状況にあるとき、活用すべきは空き教
室のたくさんある幼稚園です。 3 歳以上の未入園児は 516 人もいます。認定こども園は
平成 30 年度までに 30 の提供区域につくるという目標ですが、現在手つかずの 10 の提供
区域ではとてもできそうにありません。ここで 30 の提供区域を見直し、公立の認定こど
も園をふやし、一日も早く子どもたちが安全・安心に通えるこども園整備を急ぐべきでは
ありませんか。
こども園の 1 号の給食費に透明性がありません。毎月 4、400 円を夏休みまで集金して
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います。なぜ学校給食会計のような制度を取り入れ、保護者への情報公開をしないのです
か。
公立幼稚園から私立認定こども園の移行がことし 4 月瀬戸の江西幼稚園から始まりま
す。市民ネットでは 1 月に江西幼稚園でお話をお聞きしました。幼稚園からこども園に変
わることも大きな変化です。その上、公立から私立に変わるとなると子どもも保護者も不
安になって当然だと考えます。
江西幼稚園では、引き継ぐ私立園の保育士が毎日幼稚園に来て研修を重ねているとのこ
とです。これはあくまでも私立園の自助努力であり、岡山市には何ら決まりがありません。
岡山市として公立幼稚園から私立認定こども園への移行ガイドラインをつくり、保護者に
も説明していくべきではありませんか。
保育園に子どもを通わせている保護者が次の子を出産して育児休業を取得すると、上の
子が保育園に退園しなくてはならない育休退園制度を厚労省の通知に従わず保育に欠けな
いと存続させてきましたが、岡山市は突然以前の答弁の撤回もなく 2016 年 4 月から運用
を見直し、下の子が 1 歳になるまでは育児休業中でも上の子が引き続き通園できるように
しました。育休退園をなくした理由を御説明ください。
育休退園の制度について御説明ください。
それはどこにどのように定められていますか。市民にどのように説明していますか。
育児休業は、現在最長 2 年延長できますので、育休に連動するように育休退園制度の見
直しを図るべきではありませんか。
岡山市の非正規職員の育児休業は何年ですか。それぞれの職種について教えてください。
保育の質は、保育士の質によって保たれると思います。平成 28 年度決算の公費の投入
金額、 ソフト面は公立保育園約 58 億 4、000 万円と私立保育園約 97 億 8、000 万円です。
子ども 1 人当たりの公費の投入金額は幾らになりますか。その差は埋める必要があると考
えますが、いかがでしょうか。
子どもたちが保育園に入れない状況を改善するためには保育士の確保は欠かせません。
東京都では、私立保育園に保育従事職員、保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看
護師、准看護師、栄養士の人件費比率を提出させています。それを見ると、厚労省の言う
人件費 7 割とはほど遠い実態が見えてきます。この原因は、厚労省の 2000 年 3 月の通知
「保育所運営費の経理等について」により弾力通用が大きく規制緩和されたことにありま
す。公定価格は係る費用の積み上げ方式をとっていますので、委託費を受け取った施設は
その使途を明確にすべきです。
岡山市も東京都のように報告を義務づけませんか。
岡山市内の認可保育園の保育従事職員の人件費比率をお答えください。
昨年度導入した保育士の賃金アップ分 2 ％はどのように検証していますか。
こういう状況の中で、松戸市では保育士に直接 4 万 5、000 円から 7 万 2、000 円の松戸
手当を支給しており、待機児は生じていません。岡山市も松戸市のような保育士不足解消
の新しい手を考えるべきではありませんか。
土曜日の保育について 11 月議会で質問しました。木曜日の朝、書類を出し忘れた保護
者が保育園に慌てて電話をすると、給食があるかどうかわからないという返事があったそ
うです。これでは土曜日の保育は保障されているとは言えません。局長のお断りするよう
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な運用はしていないと矛盾すると思いますが、いかがですか。
究極の改善は、希望する子ども全てが認可保育園に入れることです。何月なら入園しや
すいとか、保活情報集めなど、保護者に肉体的、精神的負担を強いている現実を見て、一
刻も早く昔はそうだったのよと言えるようにしなければと思います。
何より児童福祉法第 24 条の第 1 項、市町村は保育を必要とする場合において当該児童
を保育所において保育しなければならないを岡山市は守らなければなりません。もっと思
い切った保育関連予算の増額を考えませんか。
小 1 の壁は、児童クラブに入れない待機児の問題です｡
岡山っ子育成局長は、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昨年 9 月議会で答弁しています。調査結果を御説
明ください。
児童クラブの新たな運営体制の構築に向けた準備組織を立ち上げるとのことですが、人
材の確保、質の向上、さらにサービスの平準化という課題解決を図るには、市が直接責任
を持って取り組むべきと考えますいかがですか。
また、現場を直接指導できる専門家を岡山市に配置するべきではないですか。
児童クラブ連合会とのお話はどのようにされていますか。
就学や就労など社会的参加を回避し、半年以上おおむね家庭内にとどまり続けているひ
きこもり等の方への支援の現状と対策について御説明ください。
次は、子どもの貧困に関連してです。
昨年 11 月の貧困対策推進方針を早期に確実に支援につなぐ、直面する困難を解決する、
困難を連鎖させないの 3 つに決定しました。事前のアンケートによると、その原因として
家庭が社会的に孤立しているが最も多く、その状況についても家庭が地域から孤立して
いるが 3 番目に多かったです。まずはこの孤立状況をなくしていくことが重要だと考えま
す。その対策についてお示しください。
隠れ貧困のように周りにいても気づきにくい貧困家庭への支援は行政だからこそできる
と思いますが、いかがでしょうか。
昨年 7 月に行われた子どもの居場所づくりネットワ－ク交流会は、 さまざまな市民の
方々の活動が紹介されました。孤立を防ぐためには地域で活動している市民の皆さんの力
はとても大切だと考えます。こういう活動をどのように継続し、支援していきますか。
上記の交流会でも岡山市内各地域での子ども食堂の取り組みが紹介されていました。し
かし、いまだに公民館を活用しての子ども食堂を全市的に取り組む体制ができていません。
なぜできないのでしょうか、問題点を明らかにしてください。
就学援助費の入学準備金は来年度から前倒し支給することになり、前進しました。岡山
市が最低ランクである学校給食費の 2 分の 1 支給については変化がありません。この間の
岡山市の学校給食費の支給割合の変化について御説明ください。
母子世帯の貧困率は特に高く、働くと貧困率が上がるのにダブルワーク、 トリプルワ
ークをしている状況にあります。母子世帯の就労率は 81.8 ％と非常に高く、所得は夫婦
と子どもから成る世帯の 33 ％で、職のない人より働いている人の方が貧困率が高くなっ
ています。このような環境の母子世帯の子どもたちには特別な援助を必要です。
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困難を連鎖させないという方針のもと、子どもの居場所づくりは相談窓口だけでなく、
子どもたちがいつでも安心して駆け込める場所が必要です。いかがでしょうか。
そういう活動を行っている民間団体を岡山市は支援するべきではありませんか。
みなし寡婦控除については、岡山市は平成 9 年 4 月に保育料、平成 28 年から市営住宅
家賃を実施しています。新潟市、浜松市などを含め、政令市では対象となる制度が拡大さ
れています。保育一時預かり利用料や私立幼稚園授業料、母子生活支援や助産施設負担金、
ひとり親家庭医療費などへの拡大をすべきではありませんか。
岡山っ子育成局長は、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昨年 9 月議会で答弁しています。子どもの貧困対
策本部の方針を踏まえ、検討状況を御説明ください。
就学援助の申し込みは、現在 6 月、 9 月、 1 月の 3 回です。年度途中で生活状況の変
わることはよくあります。受け付け期間は通年とし、学校や市役所まで申込番を持参しな
くてもよいように、市民が利用しやすい体制に変えるべきと考えますが、いかがですか。
大阪府摂津市では、 4 歳から 18 歳までの通院、入院に係る費用を無料とし、さらにひと
り親世帯で大学や専門学校に在学する人は 22 歳まで医療費無料を決めています。子ども
医療費助成制度について、市の国民健康保険ベースで見て安易な受診がふえていると分析
していますが、子どもはちょっとした変化で受診することで早期発見につながりませんか。
子ども医療費の対象年齢の拡大と 1 割負担の廃止は子どもの貧困対策だと考えますが、
どのように対応していきますか。
次は、男女共同参画についてです。
男女共同参画推進センターのさんかく岡山ができて 18 年、配偶者暴力防止センターが
設置されて 14 年になります。岡山市の状況も変わってきています。条例改正については
平成 30 年から 2 年間かけて市民協働で進めていくようです｡
さて、公の施設の点検結果では平成 36 年 3 月まで直営で行う方針を決めましたが、平
成 32 年度末までには個別施設計画をつくることになっています。さんかく岡山について
は施設のあり方の検討をどのように進めていくかを局内で協議するとの説明がありまし
た。これまで男女共同参画についてはその条例案から市民協働で作成されてきました。男
女共同参画は、市民協働の最先端と認識しています。施設のあり方は政策のあり方と直結
しています。さんかく岡山のあり方についても市民協働で考えていくべきと思いますが、
いかがでしょうか。
指定管理者の方向を考えているのですか。
配偶者暴力相談支援センターのあり方については場所も含め、早急に見直すべきと考え
ますが、いかがでしょうか。
総務省の労働力調査によりますと、 15 歳から 64 歳で働く女性の比率、労働力率は昨
年には 69.4 ％と過去最高を記録しました。同年 10 月からは育児休業が最長で 2 年まで認
められるようになり、 30 代を中心に働く人が減る M 字カーブ現象は解消しつつありま
す。
2015 年に女性活躍推進法が成立し、男女平等の度合いを示すジェンダーギャップ指数
などは男女の賃金格差は縮小傾向にありますが、 日本の改善度は総体的におくれており、
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男女平等度の順位を下げている現実があります。日本の男女賃金格差は OECD 諸国内で
韓国に続き 2 番目に大きく、女性の非正規雇用の多さと正規雇用者内の男女賃金格差がよ
り大きな原因と言えます。
教育、養育、医療、保健、社会福祉産業の専門職には女性が多く、エンジニア、弁護士、
会計士、大学教員、医師、歯科医師の女性は 2 ％もいません。この固定的な男女の役割分
業に近い状態が労働市場にも、 この岡山市にも存在していませんか。真の女性活躍を目
指し、岡山市役所内でどのように取り組みを進めていますか。また、市民に対してはどの
ように啓発していかれますか。
次は、公文番管理についてです。
私たちは、 11 月議会での代表質問において、岡山市の公文書管理は適正な管理が求め
られていると感じました。そこで、公文書館法に基づいて 2005 年に設置された岡山県立
記録資料館と、 2009 年に現在の場所に公文書館的に設世された倉敷市歴史資料整備室、
また岡山市立中央図書館に視察に行きました。
県と倉敷市は、 自治体の記録を伝える重要な公文書、古文書、その他の写真も含めて
の記録資料を収集、保存し、利用を図ることを目的としています。岡山県では年限がきて
廃棄されるもの、倉敷市では 10 年を過ぎた公文書について基準を設けて検討し、廃棄す
るもの、 または歴史的公文書として保存するものに分類し、歴史的公文書については資
料館や準備室で保管しています。岡山市には基準がなく、担当課任せになっています。統
一的な基準をつくるべきではありませんか｡
合併された旧市町村の古文書、公文書について、岡山市は建物が壊されるときには散逸
しないよう中央図書館でとりあえず保管しています。岡山県、倉敷市とも収集し、 目録
をつくり整理しています。岡山市は戦災でそれ以前の歴史的公文書や古文書が消滅してお
り、周辺地域の資料には価価があります。散逸しないように場所を定めて保管し、保存、
整備していくべきではありませんか。
11 月議会答弁では中央図書館に専門職員を置いているということでしたが、あくまで
も図書館です。岡山県は総務部、倉敷市は総務局の管輔でした。早急に公文書管理の専門
家を総務局に置き、整備を進めるべきではありませんか。
歴史的公文書は、中央図書館以外の別の場所を設けて保存、整備していくべきではあり
ませんか。
岡山市役所地下 2 階にも保管していますが、洪水などの被害を防ぐため、公文書は少な
くとも地上 2 階以上に保存するべきではありませんか。
政令市 20 市のうち 7 市において公文書館が設置されています。岡山市においても公文
書館を設置し、後世の市民に役立てるべきではありませんか。
岡山市は合併を重ねてきた市です。最近の 4 町との合併ではそれぞれのまちの歴史が保
存されてきました．現在の岡山市にはそれらの歴史を保存する人も場所もありません。合
併 4 町の歴史資料は今どこどのように保存されていますか。
11 月譲会では、公文書の管理は市長の権限に属する事務なので、条例化する必要がな
いとの答弁でした。
公文書は市長のものですか。市民の財産ではないでしょうか。自分たちの財産を処分する
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ためには条例が必要ではありませんか。公文書の電子保存についての御所見をお伺いいた
します。
次は、新しい文化芸術施設についてです。
新しい文化芸術施設の平成 34 年度オープンを目指して取り組みが進められています。
これからの岡山の、また私たちの暮らしのベースとしての文化芸術の拠点として期待して
います。
ハード面においては、来年度の秋の権利変換計画の任期に向けて権利者との面談や基本
設計の見直しが行われています。市長は、文化芸術施設の建設では後発組になる岡山の利
点は先進施設のいいところどりができるとおっしゃっています。具体的に先進施設のどの
ような点を参考にされるのでしょうか。舞台、客席、楽屋室、搬入搬出口、音響など、具
体的に教えてください。
今回の文化芸術施設は再開発という手法をとっており、透明性という点で心配していま
す。建設費と実施設計はいつごろ明らかになりますか。ハード面の維持費の見込みについ
て御説明ください。
芸術の殿堂ではなく、市民が集いやすい新たな広場的なシンプルでメンテナンスしやす
いものを考えてほしいと思いますが、いかがでしょうか。
このたび、管理運営基本計画案が示されました。文化芸術基本法や芸術法にうたわれて
いる基本理念の年齢、障がいの有無または経済的な状況にかかわらず、等しく文化芸術の
鑑賞等ができる環境の整備、地域社会のきずなの維持及び強化を図るとともに、共生社会
の実現に資するための事業を行うこととされている公共劇場の使命としてどのような事業
を展開しようと考えていますか。
この基本計画に基づく管理運営計画についてはいつまでにどのようなプロセスで策定さ
れますか。
ソフト面での運営経費については年間総事業費はどのくらいを見込み、収入面ではどの
程度の持ち出しを市として考えていますか。
持続的な運営を考えるならば収益性も大事だと思います。「創る」「集う」ということ
では持ち出しがふえるばかり。 「魅せる」でどのようにどのくらし､収入を得ようと考え
ておられますか。将来にわたって持続的、発展的に経営していくためのプランはあります
か。
これまでは文化振興課がコンサルタントなどを活用しながら事業を進めてきています。
今後の事業の計画や事業展開を着実に進めるためには専門的な人を交えての専門組織が必
要と考えますが、いかがですか。
スムーズにオープンするためには開館前から利用者団体、市、施設管理者、舞台関係者、
再開発組合、市民で構成される運営協議会を設置し、管理運営実施計画の練り上げや市民
参加の拡大の検討、施設開館後の施設の運営管理等の向上、改善を図る機関としてはい
かがでしょうか。
次は、ごみと環境問題についてです。
ごみの原料とリサイクルは、市が取り組む課題として大きいことは承知しておられると
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思います。中でも、生ごみの減量とリサイクルは効果が期待できるという面で何度か取り
上げてきました。しかし、具体的な進展は残念ながら今まで見られていません。なぜなの
か、問題点を明らかにすべきではないでしょうか。
他都市では、市の一部から始めてほかに広げた例もあると聞いています。山形県の長井
市では、市内中心部と周辺農業地帯と結んで生ごみの肥料化とそれを使った農産品の購入
という大きなサイクルができているとお聞きしています。農業地帯と人口密築地帯が混在
する我が岡山市こそそうした実験、実践ができる都市ではないでしょうか、お考えをお聞
きします。
地球の温暖化は深刻な問題です。このための対策の一つとして省エネルギー政策がとら
れるべきですが、まずこの庁舎を初めとする市の建物を省エネの考え方で見直しをすべき
でしょう。一つは現在の建物をどうするか、そしてこれからの建物、恐らくその最大のも
のは新庁舎となるでしょうが、 これを省エネに徹した建築物にできるかどうか、構想の
段階から意識を持つて取り組むべきです。窓の二重化、断熱材の利用など、最初の経費は
かかるかもしれませんが、将来には必ず市民の利益となって返ってくることでしょう。ま
ず、 この考え方をお聞きします。
同時に、現在の建物で照明を LED にかえることはできないのか、できるところから始
めることが必要だと思いますが、いかがでしょうか。
世界の海岸に漂着するごみの 8 割以上はプラスチックと言われており、深刻な海洋汚染
を引き起こしていると言われています。英国政府は 1 月 11 日、長期の環境計画として 2042
年までに可能な限りプラスチックごみを撲滅することを発表しました。日本もプラスチッ
ク容器の減量化やリサイクルとあわせてプラスチックにかわる容器や包装素材へと移行す
るための政策が求められています。
これまでプラスチックはリサイクルするべきだと言ってきましたが、今回の欧州の政策
を知り、プラスチツク廃棄物による深刻な海洋汚染のことを考えると、撲滅する方向を見
据えた政策が岡山市でもつくられなければならないと考えます。野菜や肉のトレーに加え
てお菓子などの過剰包装を制限できないでしょうか。
また、昔のように自然由来の竹皮、食品を包むのに使われていた経木など、 これらの
活用や新たな素材活用もあるのではないでしょうか。消費者も、生産者も、考え方を変え
る時期が来ていると考えます。御所見をお伺いします。
粗大ごみ戸別収集有料化を実施していますが、家の前の道路が狭いと 4 メートル道路ま
で個人が運び出すことになっています。大きくて重たいものはとても動かせないと市民の
方の悲鳴が届いています。改善できませんか。
政府は昨年 11 月、水素をエネルギーとして利用する水素社会の実現に向け、包括的な
水素基本戦略を初めて取りまとめました。輸入価格の引き●上げ●や供給拠点の整備など
課題も多いのです。岡山市は水素社会の実現に向けた燃料電池自動車普及促進事業を提案
しています。
岡山市南区に岡山県では初となる商用水素ステーションが整備されることにあわせて水
素を燃料とする燃料電池自動車の普及を目指し、公用車としての率先導入や導入された個
人、事業者への助成制度を創設するとのことです。電気自動車への移行の動きが世界では
主流となっています。岡山市は、電気自動車とのすみ分けをどのようにお考えていますか。
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次は、 SDGs についてです。
持続可能な開発目標、 SDGs は国際社会全体の目標です。地方公共団体における SDGs の
速成に向けた取り組みの推進は昨年 12 月に閣議決定が行われ、 SDGs 推進本部による日
本の SDGs モデルの方向性においても位置づけられました。現在、内閣府の SDGs モデル
事業の募集が行われている最中です。
11 月議会で市長は ESD 世界大会を行った岡山市は全世界的に見ても注目されている、
こういう姿勢で臨んでいかなければならないと答弁しています。国の動向やモデル事業
の詳細も明らかになっています。岡山市としては新年度 SDGs についてどのように取り組
んでいきますか。モデル事業にはどのように臨まれますか。市民の力も合わせて取り組み
ませんか。
次は、教育についてです｡
子どもたちの家庭学習に課題があり、家庭学習に関する取り組みの好事例を示す、教育
委員会がリードし、保護者の意識向上に努めることが学校現場の一番の課題なのでしょう
か。学校は学校での取り組みを一番に考えるべきです。同時に、子どもたちの家庭環境
を把握し、家庭学習の取り組みの支援をするべきではないでしょうか。
宿題を提出しない子には忘れている子、わからないからできない子、宿題のできる家庭
環境にない子などさまざまな理由があります。学校だけでの取り組みではおさまらない貧
困の問題や障害の問題もあると思います。一人一人の子どもたちにどのように対応しよう
とお考えですか。
組み体操による事故についてはこれまでも議会質問をしてきました。組み体操の実施状
況と事故について御説明ください。
この際子どもの安全を第一に考え、組み体操をやめたらどうですか。
通学区域の弾力化廃止について。
昨年 11 月議会で教育長は、個別の相談のある方はどうぞと答弁しています。兄弟で別
々の学校になる子どもはいるのでしょうか。
次は、図書館整備についてです。
岡山市は、図書館整備計画で中央図書館と地区図書館の整備を進めることにしています。
地区図書館の機能としては資料提供を最も基本的な役割とする。住民の日常的な情報要求
に応えることを主とする。3、幼児から高齢者まで、また体に障がいのある人など全ての
地域住民へサービスを行う。4、地域住民のくつろぎの場としての役割を重視する。5、地
域社会をつくり、 まちづくりを進める上で役立つ図書館とするとあります。
昨年 2 月の岡山市公共施設等マネジメントに関するフォーラムによりますと、市長はネ
ット予約した市立図書館の貸出本を公民館で受け取れるサービスを高松、福田、高島の 3
公民館で試行している。2017 年度末まで実施して、利用状況や経費負担などを検証し、
他の公民館へ拡大するかどうか判断したい。箱物のあり方は、ハードとソフトの両面をバ
ランスよく見て検討しなければならないと述べています。
この事業予算は 830 万円ですが．前述した地区図書館機能の一部しか担っていません。
来年度予算では新たに吉備と操山という新しい公民館で開始する予算が上程されていま
す。また、岡山市中区での図書館整備を求める陳情は、 2014 年 9 月議会で採択されてい
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ます。このような状況の中、先ほど述べました図書館機能の 3、 4、 5 をどのように確保
していきますか。
来年度、図書館整備計画の見直しに当たってのアンケート調査をすると灰間しています。
図書館の近くの方々は、 これ以上図書館の拡充は要りませんし、また図書館から遠い方
々はそのよさを十分に味わえずにいます。市民アンケートを図書館整備をやめるためにす
ることには反対です。岡山市としてしっかりとした図書館整備に関する方針をもう一度確
立すべきではありませんか。
次は、民泊についてです。
市民のひろば 2 月号に「分譲マンションにお住まいの人へマンション管理規約の見直し
を～民泊に関する法律が施行される前に～」という記事があります。これは住宅宿泊事業
法（民泊法） ､一般住宅に旅行者らを有料で泊める民泊を全個で解禁する法律が 6 月 15
日に施行されることによります。 3 月 15 日の登録開始前にマンションの管理規約に民泊
禁止を盛り込んでおかないと合法的に民泊ができることになります。
兵庫県では 12 月 25 日、現状では最も厳しい規制条例骨子案を発表しています。また、
倉敷市でも美観地区の規制条例を提案しています。
岡山市内の違法民泊について調査していますか。苦情はありますか。
民泊の場所が使われた犯罪が発生しました。大阪市西成区の民泊マンションで女性の遺
体の一部が発見されました。このマンションの部屋ではその女性を監禁していたとされて
おり、容疑者は複数の民泊施設を次々と移動していたようです。容疑者が滞在していた
マンションの民泊用の部屋は、大阪市によると民泊営業に必要な旅館業法による許可や国
家戦略特区制度に基づく首長の認定は受けていないという新聞報道です。
地域の安全・安心のために自治体では条例制定が進んでいます。京都市の条例では、苦
情の対応や緊急時に備え、おおむね 10 分以内に客室に駆けつけることができる半径 800
メートルの範囲に管理者らを駐在させる駆けつけ要件を設定する。台東区の条例では、区
長の責務として届け出住宅の状況確認を行う。届け出住宅の住所等を公表する。警察署、
消防署等と連携する。事業者への講習会を実施するであり、事業者の責務として届け出住
宅の周辺地域の住民及び学校等に事前の周知を行わなければならない。苦悩等への迅速な
対応、喫煙方法の遵守に関する必要な措置、廃棄物の適正処理等を行わなければならない。
共同住宅等にあっては区が交付する標識を掲示しなければならないとあります。岡山市で
も地域の安全・安心確保のため条例の制定を求めますが、いかがですか。
次は、国民健康保険についてです。
国民健康保険は、 4 月から財政運営が都道府県化となります。岡山市は、国の方針に
従い赤字の法定外繰り入れを減らし、 ことしから保険料を改定していく方針です。
さて、 ここで医療費の適正化を図ることはとても大切なことです。院内処方と院外処
方では患者の支払う薬代にはいろいろと通いがあり、金額に差があります。その仕組みに
ついて御説明ください。
最近は、かかりつけ薬局を持つことが推奨されています。かかりつけ薬局は、薬の重複
などよくないことがわかった場合に薬の変更を医師に要求できますか。
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最後に、道路の不法占用についてです。
市道の管理は岡山市の大切な業務であり、道路としての機能を市民に公平に提供しなけ
ればなりません。しかし、現実には市内には道路を不法に占用している場所が存在してい
ます。その上、個人の利益につながる不法占用もあり、 こういう状態を放置することは
公平公正な市政運営に影を落とすことになります。現在の対応件数、対応状況、今後の方
針についてお示しください。市民が通れない市道はありませんか。
以上で終わります。
答弁
〇大森雅夫市長
皆さんおはようございます。本日も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質問にお答えいたします。
公文書管理の中の歴史的公文書の基準を設けてはどうかということであります。
公文書管理は重要なことだと私認識しております。
そして、我々の基準の中で歴史的、文化的価値の認められるものは保存するよう努めるこ
とと規定されているわけですが、 この基準について現在担当課においてさまざまな事例
を参考にしながら研究を重ねているところであります。
次に、民泊についての条例制定でございます。
聞き取り調査等々行いましたが．民泊に伴う苦悩やトラブル等は発生しておらず、また近
い将来確実に悪化することも予見できないことから、法に基づく区域指定、 また営業日
数を制限する規制は現時点では行う予定はございません。しかしながら、民泊に関しての
陳情が岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合から出ております。委員会でも議論されている
と伺っているところでございます。私としても大阪市の民泊施設で事件も起きております。
市民の安全・安心という観点からどう対処していくべきか、今後研究してまいりたいと
思います。
私からは以上です。
○河野広幸総務局長
1 番の区役所のあり方について、その中で区役所への一層の権限と財源の移譲、区長の
庁内公募のあり方について御答弁いたします。
区役所の権限につきましては、人事や組織に関して区長も他の局長と同じ権限を持って
います。また、財源については重点的に取り組みたい事業について一定の枠組みを設け、
区から直接予算要求できる仕組みを導入し、区長の予算権限を拡充しており、区が主体と
なって地域に根差した身近なまちづくりや地域課題の解決、区全体の活性化に取り組むこ
とが可能となっております。
区長の選任につきましては、通常の人事異動の中で適材適所の配置を行っており、現段
階で庁内公募などは考えておりません。
以上です。
〇福井貴弘市長公室長
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同じ項、区政だよりとか区民への情報発信を強めてはという御質問です。
現在、区からの情報発信につきましては、広報紙｢市民のひろぱおかやま」において区
民のページを設けて行っているところですが、来年度このボリュームをふやしていきたい
と考えており、区独自の取り組みやイベントの紹介といった区の情報発信の充実につなが
ればと思っております。
以上です。
○荒島茂樹市民生活局長
同じ項、順次お答えいたします。
区役所と本庁の役割の再整理、それから各区の連携について、それから市民自治の領域
の拡充についてお答えいたします。
区役所は、市民生活に密着した行政サービスを提供する総合出先機関で、区域の特性を
生かした地域振興を図る拠点として位置づけております。市民の日常生活や地域復興、現
実性の高いまちづくりに関する事務を行うこととしておりまして、区役所と本庁の役割分
担については専門性やスケールメリットなどの業務の性質を踏まえ、業務の効果的、効率
的執行の観点から事業実施のあり方を適宜検討しております。
また、身近な地域課題に取り組むため、区長会議等で政策等を企画調整し、平成 30 年
度当初予算に区のまちづくり独自企画事業を盛り込み、市民も参画しながら地域の課題に
対し区が主体となって事業実施が行える仕組み等を整理し、区のまちづくりがみずから図
れるようにしております。
今後も地域住民の課題やニーズに適切に対応していくよう先行市の事例等も研究し、必
要な見直しを図りながら区政の推進を図ってまいりたいと考えております｡
続きまして、住民自治協議会の設置についてのお尋ねでございます。
地方自治法に基づく地域協議会とは、地域住民の意見を反映するため自治体が行政区に
設ける協議会のことですが、本市においては住民自治組織や市議会においてさまざまな御
意見をお伺いし．その役割は果たされているものと考えており、現時点では設置する考え
は持っておりません。
続きまして、福祉業務の本庁の窓口業務を減らして区役所の窓口業務を拡大すべきでは
ないかというお尋ねでございます。
福祉業務につきましては、基本的には 6 つの福祉事務所を主の窓口といたしまして実施
しております。支所については専門的な業務を除き一部実施しております。区役所におい
ても一部の福祉業務は行っており、市民の利便性の確保を図っているところでございます。
区役所の窓口業務につきましては、今後も適宜検討してまいりたいと考えております。
続きまして、支所のあり方についてでございます。
合併地区の支所につきましては、新市計画期間終了を目安に地域センター化する予定で
進めておりまして、あわせて土木農林機能等のあり方については各種施設の維持管理や災
害等の対応などにも配慮し、本庁、区役所を含めた全体的な機能のあり方を考える中で、
地理的、地勢的な条件やニーズを踏まえながら検討してまいります｡
なお、支所を地域センター化した場合においても土木農林の取次機能は残し、市民サー
ビスに配感していく考えでございます。
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具体的な内容につきましては現在検討中であり、住民の皆様にも周知しながら進めてい
きたいと考えております。
以上でございます。
〇河野広幸総務局長
2 番の岡山市の働き方改革の項で、まず労働時間管理は誰がやっているか、残業時間に
ついての現状と課題についてお答えいたします｡
労働時間の把握につきましては、各所属長が管理職員を含めた全ての職員について行っ
ており、パソコンの出退勤時刻により確認しているところでございます｡
また、時間外労働の時間数につきましては、 1 人一月当たりの平均で平成 28 年度が 13.8
時間となっております。これに関しましては引き縦き長時間労働の解消に向けた職場づく
りに取り組んでまいりたいと考えております。
続きまして、正規職員と非正規職員の手当の差につきましては、地方自治法ほか関係法
令の規定に基づいて適切に対応しております。
次に、残業規制、格差是正、働き方改革にどのように取り組んでいくかについてお答え
いたします。
今後も国の動向等を注視しつつ、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。
○那須正己財政局長
同じ項で雇いどめの関係のお尋ねでございます。
岡山市の契約関係業者のいわゆる無期転換ルールに伴う雇いどめにつきましては把握し
ておりません。
また、関係法規の遵守につきましては入札、契約等において要件としておりまして、仮
に労働基準法に係る行政処分を指定業者が受けた場合に指名停止等の措置を検討いたしま
すが、労働契約法につきましては民事法規であり、措置等が困難なため、遵守の確認は現
段階では考えておりません。
以上でございます。
〇森安浩一郎保健福祉局長
大きい項目 4、総合事業についてです。
まず、岡山市の現状についてですが、岡山市では総合事業開始後撤退する事業者はなく、
全訪問介護事業者の約 71 ％、全通所介護事業者の約 30 ％が市独自の生活支援サービスの
事業者としての指定を受けています。
次に、生活支援通所サービス、それから生活支援訪問サービスについてです｡
第 7 期介護保険事業計画の素案作成時には総合事業の開始後 5 カ月分の利用状況でサー
ビス量を見込んでいました。その後、利用が増加したため、案の作成時には上方修正した
ものです。
訪問型サービスについては利用者等のニーズを踏まえた上で適切なケアマネジメントに
より状態像に合ったサービスが選択されていると認識しており、結果として生活支援サー
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ビスが多くなっていると考えています｡
次に、総合事業の見直し、国への意見についてです｡
この総合事業を開始しておおむね 1 年になり、利用状況や事業所の経営状況などについ
て関係団体や介護事業所と情報の収集や意見交換なども行っているところです。引き続き
情報の収集や意見交換などを行い、事業効果や影響など分析していきます。現時点では総
合事業に係る国への意見の提出は考えておりません。
以上です。
○河野広幸総務局長
5 悉目の障がい者の雇用についての項、まず岡山市の障がい者雇用の現状、法定雇用率
の達成状況、精神障害者の雇用について、それから市役所に障がい者の就労場所をつくっ
てはどうかという質問にお答えいたします。
岡山市役所では、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい害者の方が働いておりまし
て、一人一人の障がいの状況等を踏まえ職場環境を整え、対応しているところでございま
す。
法定雇用率が達成、適用される市長事務部局、水道局、教育委員会におきましては、平
成 29 年の法定雇用率は達成しております。
障がい者雇用につきましては、職務内容、職場環境、勤務形態等について総合的に判断
し、対応することが重要であると考えており、現在先進事例を参考にしながら雇用のあり
方を調査研究しているところでございます。
今後とも、障がい者の皆さんが働きやすい環境を整えながら障がい者雇用の促進につな
がるよう努めてまいりたいと考えております。
以上です。
○森安浩一郎保健福祉局長
同じ項、まず法定雇用率未達成企業の指導、支援についてです。
法定雇用率未達成の企業への指導はハローワークが行います。岡山市では、今年度から
障がい者雇用を検討している企業の交流会などを岡山労働局やハローワークとともに開催
し、雇用率未達成企業へ雇用の働きかけを行っています。今後とも、企業のニーズなどの
把握を進めながら、ハローワークと連携して雇用率未達成企業の障がい者雇用を促進して
まいります。
次に、サービスに障がい者がつながっていく取り組みについてです。
本市では、障がいのある方に対するサービスや中途視覚障がい者に対する生活訓練など
の地域で行われているさまざまな支援について障がい者のしおり等に掲載し紹介するほ
か、障がい者自立支援協議会等を通じて相談支援事業者と情報交換を行う中で周知に努め、
障がいのある方が適切なサービスにつながるように取り組んでいるところです。
次に、マッサージ施術券をふやすことについてです。
障がい者や高齢者向けのはり、 きゅう、マッサージ施術費の助成事業については障が
いなどを原因とする症状の綬和などを直接の目的とするものであり、事業者の運営助成の
観点から実施しているものではありませんが、引き縦きこの事業を実施することが経営の
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安定化にもつながるものと考えています。
以上です。
〇河野広幸総務局長
6 番の子育て支援についての項、岡山市の非正規職員の育児休業はについてお答えいた
します。
臨時的任用職員には育児休業制度はございません。
嘱託職員の育児休業は原則 1 年で、保育園に入れない場合等最大で 1 年 6 カ月まで延長
できる制度でございます。
以上です。
○森安浩一郎保健福祉局長
同じ項、ひきこもりの現状と対策についてです。
こころの健康センター内に設置しているひきこもり地域支援センターで平成 28 年度に
対応した実人数は 193 人で、そのうち新規は 58 人でした。年齢別では 19 歳以下が 23 人、
20 歳代が 89 人、 30 歳代が 52 人、 40 歳代が 27 人などとなっています。
センターでは、電話、来所、訪問での相談支援のほか、外出の練習の手助けをする社会
参加支援、対人交流の回復を目指すひきこもりサポーター派遣やミニ交流会の開催、就労
準備のためのグループ活動や就労体験機会を提供する居場所就労支援などを行っていま
す。また、ひきこもりサポーター養成セミナーやひきこもり支援従事者研修によって支援
する側の体制づくりも行っています。
以上です。
○田中克彦岡山っ子育成局長
同じ項、民間児童クラブ運営事業者に対する調査結果、そして市が直接責任を持って取
り組むべきでは、専門家を岡山市の配置すべきでは、児童クラブ連合会との話はについて
お答えいたします。
放課後児童を対象としたサービスを行っていると考えられる民間事業所に対して昨年 8
月にアンケート調査を行った結果、そのうち 6 事業所については一定の水準にあることが
確認できました。また、放課後児童クラブの課題解決に向けての取り組みにつきまして
は、今後も本市が主体的に関与し、地域の運営委員会、児童クラブ連合会と協議検討しな
がら進めていきたいと考えております。
なお、専門家の配置につきましては新たな運営体制の構築を進める中で研究してまいり
たいと考えております。
以上です。
○中原貴美岡山っ子育成局保育・幼児教育担当局長
同じ項、認可外保育施設の保育料補助についてお答えします。
幼児教育、保育の無償化については現在国において認可施設以外の無償化措置の対象範
囲等についても検討されており、本年夏までに結論を出すこととされています。本市にお
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いては国の動向を注視し、適切に対応してまいりたいと考えております。
次に、公立の認定こども園をふやし、安全・安心に通えるこども園整側を急ぐべきにつ
いてお答えします｡
本市では、教育、保育提供区域ごとに 1 園ずつ市立幼保連携型認定こども園の整備を進
めるとともに、限られた財源で将来にわたり安定的に良質な就学前教育、保育を持続して
いくため、民でできることは民に任せる、 このことを基本に民営化も同時に進めてまい
りたいと考えております。増加する保育ニーズに対応するため、 これまで以上にスピー
ド感を持ってこども園の整備を進めてまいります。
次に、 こども園の 1 号認定児の給食費についてのお尋ねです。
小・中学校は学校ごとに給食会計を持ち、食材費等に要した経費を全ての児童が同じよ
うに負担する仕組みになっています。認定こども園においては 2、 3 号認定児の給食費は
保育料に含まれておりますが、岡山市が食材費等について直接支出しています。
認定こども園の 1 号認定児の授業料には制度上給食費は含まれておらず、給食費は別途
徴収する仕組みになっています。
なお、給食費の金額や内訳等については保護者に丁寧に説明してまいります。
次に、公立幼稚園から私立認定こども園への移行の手続きについてのお尋ねです。
江西幼稚園は、保護者を含む地元関係者の方々との協議により、近隣で公設民営のかた
せ桜保育園を運営している社会福祉法人桜会に運営をお願いすることとなりました。現在、
毎日社会福祉法人桜会から職員が来園し、共同教育、保育を実施しております。
また、認定こども園で行う教育、保育の内容等につきましても幼稚園職員、保護者や地
域の要望等を踏まえたものとなるよう協議しております。
なお、ガイドラインの作成までは考えておりませんが、今後市立幼稚園の民営化におけ
る運営事業者の募集に当たっては、共同教育、保育の内容等について保護者や地元関係者
の方々の御意見をお聞きし、一定の条件を付すなどの工夫をしてまいりたいと考えており
ます。
次に、育休退園制度について一括してお答えします｡
平成 27 年度から開始された子ども・子育て支援新制度において、保育所等を現に利用
している児童は安定した環境で子どもの心身の健全な発達を促す観点から、一貫して継続
的な環境でそれらを受けることが望ましいとされ、施設の継統利用を保障することが適当
との国の指針が示されました。
これを受け、本市においても平成 28 年 4 月入園から児童の生育環境の変化に配慮する
とともに、子育てしながら働きたいという保護者の思い、多くの保護者が 1 年間の育児休
業を取得される現状などを踏まえて生まれた子が満 1 歳の月末まで上の子の継続在園を可
能とする見直しを行い、変更に当たっては保育利用ガイドや「市民のひろばおかやま」な
どにより市民周知を図ってまいりました。現在の待機児童数の状況からは制度の見直しよ
りもまずは入園できていない児童への対応を優先すべきと考えております。
次に、子ども 1 人当たりの公費の投入金額についてのお尋ねです。
園ごとに条件が異なるため、正確に比較することは困難ですが、公立、私立保育園それ
ぞれに係る運営費の平成 28 年度の歳出決算額を同年度の延べ利用児童数で単純に割りま
すと、 1 カ月に児童 1 人当たり公立 9 万 6、000 円余、私立 8 万 9、000 円余の公費支出
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となっております。公立、私立それぞれの運営費に大きな違いはないと考えております。
次に、保育従事者の人件費比率についてのお尋ねです。
岡山市の場合、私立保育園の決算関係書類での保育事業収益に占める人件費の割合は、
平成 28 年度決算で平均で約 70 ％と把握しております。議員指摘のような保育従事職員に
ついてのみの人件費比率は把握しておりません。
公定価格上、人件費として使途が限定されている処遇改善加算の賃金改善要件分、技能、
経験に応じた処遇改善加算については実績報告を聴取し、確認を行っておりますので、改
めて保育従事職員の人件費比率の報告を義務づけることまでは考えておりません。
次に、保育土の賃金アップ 2 ％の検証と保育士不足の新しい手を考えるべきではについ
て一括してお答えします。
岡山市民間保育士等処遇改善事業については単市補助金分の改善額を明確にするため、
給与明細、給与台帳への表示と対象職員への提示及び説明を私立保育園等に依頼しており、
多くの施設で給与明細への表示がなされております。また、実績報告の際には支払い方
法及び金額を記戦した確認書に各職員が署名し、補助金により賃金改正が行われているこ
とを確認することとしております。
保育士不足への対応につきましては、 自民党を代表しての成本議員に御答弁したとお
りです。
次に、土曜日の保育は保障されているかとのお尋ねです。
公立保育園等の土曜日の保育につきましては、事前準備のために同一週の木曜、金曜日
に保護者から届けをいただいておりますが、保護者の急病や休業も起こり得ることから、
土曜日当日であっても保育を行っております。議員御指摘の件については園長会等で各園
への徹底を行うなど、指導を行ってまいります。
最後に、 もっと思い切った保育関連予算の増額を考えないかについてお答えします。
保育関係 3 課、具体的にはこども園推進課、就園管理課、保育・幼児教育課です。保育
関係 3 課の事業費の歳出予算額は 3 課体制になった平成 27 竿度以降、毎年増額されてお
ります。平成 30 年産当初予算についても平成 29 年度比 12%増の歳出予算案を提出させ
ていただいております。
以上です。
〇森安浩一郎保健福祉局長
次に、大きな項目 7、子どもの貧困に関連してのうちみなし寡婦控除についてです。
ひとり親家庭等医療費助成制度における未婚のひとり親への控除の適用については所得
税法等の改正により行われることが本来であると考えており、国の制度改正の動向を見守
りたいと考えています。
次に、子ども医療費についてです。
国民健康保険に加入する子どもの数は減少しているため、医療費は下がる傾向が見られ
ますが、通院に係る 1 人当たり医療費を平成 27 年度と平成 28 年度で比較すると乳幼児は
横ばい、小学生は 5 ％増加しています。大きな変動ではありませんが、安易な受診がふえ
たかどうかの分析は困難です。
岡山市では、子どもの健康の保持及び増進に寄与するため、身体が未発達で抵抗力が弱
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く、まだ自分で病気を予防することが難しい就学前の子どもについては通院も入院も自己
負担なしで助成しています。小学生についても通院助成を開始したことで窓口での負担が
軽減されており、医療機関にかかりやすい環境になっていると考えています。
子ども医療費助成制度が将来にわたって持続可能な制度として維持されることが子ども
の貧困対策への一助になるものと考えています。小学生の通院 1 割の自己負担については
保護者の経済的負担の軽減の面と医療現場の負担軽減の面の両面からバランスがとれてお
り、適正な医療の提供ができている状態と考えています。対象の園でも含め、 当面は今
の制度を統けていきたいと考えています。
以上です。
○田中克彦岡山っ子育成局長
同じ項、孤立状況への対策、気づきにいく貧困家庭への支援策について｡
困難を抱える子ども、家庭の特徴の一つとして社会から孤立していること、また相対的
貧困の状態にある子どもは外見からはわかりにくいと言われていることから、早期に確実
に支援につなぐを子どもの貧困対策推進方針の一つに掲げているところです。
具体的な対策として、平成 29 年度から子ども相談主事が月に 1 回程度全ての小・中学
校に勤務する体制をとることで学校の情報から困難を抱える子どもと家庭を早期に発見
し、福祉施設へ確実につなぐとともに家庭訪問等を通して家庭全体にかかわるなど、効果
的な連携が進んでおります。
次に、孤立を防ぐため子どもの居場所づくりネットワーク交流会の活動をどう継続して
いくのかについてです。
子どもの貧困対策の一環として、平成 29 年度には子どもの居場所づくりを行う団体間
で連携や情報交換ができるようネットワークづくりを行いました。この取り組みをもとに、
平成 30 年度の拡充事業として居場所づくりの立ち上げや継続について側面から支援を行
うとともに、活動を行う団体に協力したい人とのかけ橋となる窓口の設置を考えており、
困難を抱える子ども、家庭等への支援を行う地域の活動がより一層推進されるよう支援に
努めてまいります。
次に、公民館の活用について。
子ども食堂を運営する地域の団体の皆様は、 自宅、コミュニティハウス、公民館等さ
まざまな場所を活用することで工夫しながら居場所づくりに努力しておられます。
なお、公民館を利用して子ども食堂を開催される場合は、事前に御相談いただいた上で
市の関係部署が公民館に使用料免除団体として推薦するなどの手法も用いながら、開設の
ための支援を行ってまいりたいと考えております。
次に、母子世帯の子どもへの支援についてです。
ひとり親家庭の相対的貧困率が依然 50 ％を超え、 高い数値で推移するなど、子どもの
貧困対策の中でも重要な項目の一つであると認識しております。このひとり親家庭への支
援策としましては、児童扶養手当の支給のほか母子及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
や母子及び父子家庭高等職業訓練促進給付金の活用など、より安定した就労を目指した制
度があります。
また、地域こども相談センターに配置されている母子・父子自立支援員は、子どもに関
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するさまざまな相談に応じるとともに、福祉資金の貸し付けなど経済的自立に向けた支援
を行っております。
あわせて児童扶養手当全額支給世帯の中学生や高校生を対象とした学習支援事業のほ
か、子どもの居場所づくりを行う NPO や民間団体への支援窓口の設置など、貧困を連鎖
させないための対策を充実させてまいりたいと考えております。
次に、みなし寡婦控除の適用についてです。
みなし寡婦控除の適用については個々の制度の趣旨や影響などを踏まえて個別に検討す
べきと考えますが、そのうち母子生活支援施股や助産施設の徴収金については平成 30 年 1
月に国の社会保障審議会の専門委員会においてみなし寡婦控除を適用する案が示された
ところであり、 引き続き国の動向を注視してまいりたいと考えております。
以上です。
〇菅野和良教育長
同じ項、 まず就学援助における学校給食費の支給割合の変化でございますが、学校
給食費の支給割合につきましては、平成 10 年当時の約 90 ％から徐々に割合が下がり、平
成 22 年度から現在と同じ約 50%となっております。
次に、就学援助の申請についてでありますが、就学援助の申請受け付けにつきましては、
年 3 回、 6 月、9 月、 1 月に学校または市役所にて行っており、また各受け付け期間に
申請に来られないとの御相談をいただいた場合には、一定期間受け付け対応を行っており
ます。
申請書につきましては、添付書類の確認や詳しく状況をお伺いする場合があることや、
郵送により申請書類が届かないなどのトラブルがないよう持参していただくこととしてお
ります。今後、 申請手続きにつきましては引き続き研究してまいりたいと考えておりま
す。
以上でございます。
〇河野広幸総務局長
8 番目の男女共同参画についての項、性別役割分業と賃金格差の中で市役所内で
の女性活躍の取り組みについてお答えいたします。
岡山市では、隗より始めよの精神のもと、市役所で働く女性が働きやすい職場づくりを
進めてまいりました。女性職員のキャリア形成につきましては、出産育児期前に複数の職
場を経験できるようにするとともに、子育て期に配感した配置や多様な職域、職務への
登用を進めております。
また、育児休業をキャリアに影響させない人事管理や女性職員対象の政策研究の実施な
ど女性のキャリア形成支援に取り組み、女性管理職比率は平成 26 年度の 6.5 ％から平成 29
年度の 10.6%まで上昇しております。引き続き、女性職員の活躍推進に努めてまいりた
いと考えております
以上です。
〇江田美幸市民協働局長
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同じ項、 さんかく岡山のあり方を市民協働で考えていくべきでは、指定管理者の方向
を考えているのか、配偶者暴力相談支援センターのあり方については早急に見直すべきで
はという御質問です。
より多くの多様な市民の皆様にさんかく岡山を利用していただくため、今後施設の機能
や市民ニーズへの対応など施設のあり方を検討することとしており、検討に当たってはさ
んかく岡山の利用者や登録団体のほか、広く市民の皆様の意見を聞きながら、基本コンセ
プトや事業内容などについて考えてまいります。その上で、最適な管理方法についても検
討したいと考えております。
また、配偶者暴力相談支援センターにつきましても、DV 被害者への支援の充実を図る
ためにどんな場所や運営方法が適しているのか、必要な機能なども含め検討してまいりま
す。
次に、性別役割分担と賃金格差の中で女性活躍について市民に対してどのように啓発す
るかについてです。
性別にかかわらず、誰もが個性や能力を発揮できるように、子どもから大人まで幅広い
層を対象に固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発に取り組んでおります。例えば
理工系分野への女性の参画促進に向けて女子児童を対象にした理科の実験教室を開催した
り、働く女性を対象に管理職を目指すための意識やスキルを学ぶ研修を実施しています。
来年度の新規事業として、 これからライフプランを考える若い世代が固定的な性別役
割分担意鐡にとらわれることのない生き方を選択できるように大学とも連携し、出前講座
を実施する予定です。
以上です。
○河野広幸総務局長
9 番目の公文書管理についての項で順次お答えいたします。
まず、 旧市町村の古文書、公文書についての場所、保管、整備について、それから公
文書管理の専門家について、歴史的公文書は中央図書館以外で保存すべきではないか、公
文書館の設置、それから合併 4 町の歴史資料の保存についてお答えいたします。
旧市町村の歴史的、文化的価値の認められる文書を 1 カ所に集めることは困難でござい
ますが、どこにどのようなものが保管されているのか把握し、それらが散逸しないよう努
めてまいりたいと考えております。
また、専門職員の配置や歴史的、文化的価値の認められる文書の保存場所、公文書館の
設置につきましては、 まずは文書の保存に関する統一的基準を研究しているところであ
り、その上で今後どのようにするか検討してまいりたいと考えております。
なお、合併 4 町の歴史資料につきましては、各支所に保存されております。
次に、公文書は本庁舎 2 階以上で保存すべきではないかについてお答えいたします。
書庫のあり方につきましては、今後本庁舎整備を進めていく中で配置等について検討し
てまいりたいと考えております。
次に、公文書は市民の財産ではないのか、条例が必要ではないかにお答えいたします。
公文書の管理につきましては、岡山市文書取扱規程により文書の整理、保存、廃棄等の
基準を定めるなど適正な管理に努めており、条例化の必要はないものと考えております。
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公文書の電子保存についてお答えいたします。
公文書の電子保存につきましては、紙文書のように劣化することはないという点で有効
と考えております｡
以上です。
〇荒島茂樹市民生活局長
10 番、新しい文化芸術施設について、先進施設のどのような点を参考にするのか、建
設費と実施計画はいつごろ明らかになるのか、ハード面の維持費の見込みは、市民が集い
やすいシンプルでメンテナンスしやすいものとしてほしいが、どうかについてお答えいた
します。
建物の整備については創造型の劇場を目指して平成 28 年度に策定しました新しい文化
芸術施設の整備に関する基本計画に沿うよう、各地の先進施設から学ぶべき機能なども参
考にしながら再開発組合と協議を重ね、設計を進めているところでございます。
設計協議に当たりましては、専門家のアドバイスをいただきながら多くの人が交流し、
集う機能や維持管理面も考慮して進めております。再開発事業全体の実施設計が完了する
のは平成 30 年度末ごろと組合から聞いており、その段階では建設費、ハード面の維持費
についても一定の目安がお示しできると考えております｡
続きまして、文化芸術基本法や劇場法の理念をどう事業展開するのか．管理運営実施計
画はいつごろまでに策定するのか、 ソフト面での運営経費、収支見込み、経営プランに
ついてのお尋ねでございます。
今年度策定の管理運営基本計画において利用者に優しいバリアフリー対応をしていくと
ともに、実施事業についてもさまざま人が文化芸術に親しめる鑑賞事業や普及事業、近隣
地域や施設などと連携し、にぎわいの創出につなげる交流事業などを想定し、 これらの
事業内容や規模、組織体制や人員規模などの方向性をお示ししておりますが、運営経費や
収支の算出まではできておりません。今後、中・長期的な視野を持って具体的な事業計画
や収支計画を検討し、有識者や市民の方々の御意見も伺いながら来年度末までには管理運
営実施計画としてお示ししたいと考えております。
それから、専門組織が必要ではないかのお尋ねは、自民党を代表されての成本議員に御
答弁したとおりでございます。
続きまして、開館前から運営協議会を設置してはどうかのお尋ねでございますけれども、
施設の管理運営を適正で効果的、効率的に行い、サービス向上を図っていくためには施設
にかかわるさまざまな立場の方々からの御意見を伺いながら来年度管理運営実施計画を
策定していこうと考えておりますけれども、その中で管理運営の基本的手法や市民参加の
仕組みづくりなどについ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。
〇河野広幸総務局長
11 番目のごみと環境問題についての項、建物を省エネの考え方で見直しすぺきでは、
また現庁舎の照明を LED に変えることはできないかについてお答えいたします。
本庁舎整備の基本構想におきまして、環境に優しい省エネに配慮した庁舎についても検
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討していくこととなります。また、現在の庁舎の照明を LED 化することにつきましては、
部分的な改修時に LED 照明にしており、今後もできるところから対応してまいりたい
と考えております。
以上です。
〇山上晃稔環境局長同じ項、生ごみの減量とリサイクル施策についてのお尋ねでございま
す。
岡山市における生ごみは、家庭系可燃ごみの約 40 ％を占めることから、昨年度改定い
たしましたごみ処理基本計画では、家庭での生ごみ削減の強化策として段ボールコンポス
トの普及や食品ロス啓発講座の充実など、市民が実践しやすい施策を展開することとしま
した。特に、桃太郎のまち岡山コンポストの名称で無償配布しております段ボールコンポ
ストは、家庭で生ごみを堆肥化したものを農場で使用し、花や野菜を育てるという資源循
環システムを構築したことから多くの方から賛同をいただき、利用者が順調に増加してい
るところでございます。
また、家庭でもてあます食材をシェフの指導で調理する食品ロス啓発講座も好評を博し
ており、 これらの施策を通じまして生ごみの削減やリサイクル意識が市民に着実に浸透
するよう取り組みでまいりたいと考えております。
次に、プラスチックごみについてのお尋ねでございます。
岡山市は、 レジ袋や過剰包装のプラスチックごみがふえないよう、消費者に対しては
マイバッグ運動推進の啓発を行っており、小売業者に対しましても市内の小売業者が多く
加盟しています岡山市事業系一般廃棄物減量化・資源化推進協議会を通じて簡易包装の推
進などを呼びかけているところでございます。
また、国に対しては全国都市清掃協議会を通じてリタ－ナブル容器の普及拡大やレジ袋
無料配布の制限など、新たな仕組みを導入するよう働きかけております。
加えて、イベントの屋台などで大量に発生する使い捨てのプラスチック食器の削減を目
指して昨年度からファジアーノ岡山のファジフーズで繰り返し使用できるリユース食器の
使用を試行し、利用者からも高い評価を得たことから、今後町内会や企業のイベントでの
利用拡大を図ってまいりたいと考えております。
次に、粗大ごみの戸別収集の課題についてのお尋ねをいただきました。
岡山市の粗大ごみ戸別収集制度では、粗大ごみを収集日に自宅周辺の道路脇に出してい
ただきますが、御自宅周辺の道路が狭い場合は収集車両が通行できる場所までお持ち出し
をお願いしているところでございます。この取り扱いは、車両を道路上に長時間駐車し、
作業員が車から離れることを避けるために行っておりますが、場所やごみの内容により事
情が異なりますので、個々の相談内容をよく聞き取るよう粗大ごみ受付センターを指導し
てまいります。
次に、 この項最後でございます。燃料電池自動車と電気自動車のすみ分けをどのよう
に考えているかとのお尋ねでございます。
燃料電池自動車と電気自動車のメリット、デメリッﾄはおかやま創政会を代表しての太
田議員にお答えしたとおりであり、すみ分けは考えておりません。
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以上でございます。
〇江田美幸市民協働局長
12 番、 SDGs 持続可能な開発目標についての項、新年度 SDGs にどのように取り組む
のかについてです。
昨年末、国において地方創生に向けた自治体 SDGs 推進のあり方が示され、今後各分野
ごとに SDGs を意識した取り組みが進むものと思われます。本市といたしましても、 SDGs
を意識づける啓発に取り組むとともに、今後の国の動向など情報収集にも努めてまいりた
いと考えています。
また、市民に対しても SDGs をテーマとしたフォ一ラムを開始したり、 ロゴマークを
利用した事業の見える化を図るなど、SDGs の普及啓発を進めてまいります。
次に、モデル事業にはどのように臨むのか、市民の力も合わせて取り組んではどうかと
いうお尋ねです。
自治体 SDGs モデル事業につきましては、公明党を代表されての福吉議員に御答弁した
とおりです。
SDGs の推進においては地域の多様なステークホルダーとの連携は重要な要素の一つで
あることから、事業を実施する際にはできる限り市民との協働を図ってまいりたいと考え
ております。
以上です。
〇菅野和良教育長
13 番、教育についての項、学校教育についての中、まず家庭学習についてでありま
すが、一人一人の子どもたちにどのように対応しようと考えているのかというお尋ねです。
家庭学習につきましては、学校が学習に取り組む時間の量の目安を示すということはあ
りますが、子どもたち一人一人の状況に配慮しながら計画的に取り組む力を育てる、そう
いうことが大切であると考えております。子どもたち一人一人が家庭でもさらに学習を進
めたくなるような、そうした事業に改善していくとともに、家庭の協力をいただきながら
家庭学習の充実を図ってまいります。
それから、組み体操の実施状況及び事故についてでありますが、今年度組み体操を実施
した学校は、小学校 82 校、中学校 2 校であります。本市では、平成 28 年度から組み体操
の実施におけるガイドラインを定め、各学校においてその趣旨に沿って指導体制などの見
直しなどが図られたことにより、事故は減少しております｡
組み体操は、技術、体力の向上だけでなく、協調性や連帯感、責任感の涵養といった教
育的効果を期待し、各学校において実施されているものと認識しております。今後とも、
各学校へのガイドラインの周知徹底を図り、事故の未然防止に努めながら組み体操を実
施してまいりたいと考えております。
通学区域の弾力化廃止に伴い兄弟で別々の学校になる子はいるのかというお尋ねです
が、理論的には小学校の通学区域の弾力化廃止に伴い兄弟と別の学校に入学する場合もあ
り得るとは思いますが、入学前であり、詳細な人数の把握はできません。
また、同じ項、図書館整備についての中、以下 3 点の図普館機能をどのように確保する
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のか、幼児から高齢者まで、また身体に障がいのある人など全ての地域住民へサービスを
行うこと、地域住民のくつろぎの場としての役割を重視すること、地域社会をつくり、ま
ちづくりを進める上で役立つ図書館とすることについてお答えいたします。
本市では、 10 館の図書替館に加え移動図書館車 4 台が市内の団地や高齢者施設、幼稚
園、保育所などに巡回し、図書館から離れた 29 の公民館に図書コーナーを設置しており
ます。また、来年度インターネット予約受け取り公民館では児童書の充実を図る予定であ
り、できるだけ多くの市民に本に触れる機会を提供できるよう努めております｡
視角に障害のある方へは録音図書の郵送貸し出しや自宅と図書館をインターネットで結
んでの代読サービスを実施したり、肢体不自由の方や重度の心身障がい児のいる家庭へは
司書が出向いて本を届けたり、絵本の読み聞かせを行ったりしております。市民が気軽に
立ち寄って利用できる場として図書館では本や雑誌、新聞をゆったり読むスペースを設け
て多くの市民の方に利用していただいています。
さらに、本市に関する資料の収集、保存に努め、市民や他部署と連携したテーマ展示を
実施することで広く市民に情報を提供し、地域の謀題解決を支援しております。今後とも、
地域住民のくつろぎの場としての役割を担うとともに、地域社会をつくる上で役立つ図
書館となるよう努めてまいります。
この項最後に、 岡山市としてしっかりとした図書館整傭に関する方針をもう一度確立
するべきではないか.というお尋ねですが、図書館につきましては当面ハードよりソフト
を重視したサービス展開を図ることとしておりますが、今回行う予定の整備計画の見直し
につきましては、社会経済状況の変化や公共施設マネジメントの観点、インターネット予
約図書モデル事業、連携中枢都市圏図書館相互利用などを踏まえ見直ししてまいりたいと
考えております。
なお、利用者アンケートはこうした見直しを図るに当たって市民ニーズや図書館サービ
スの課題等を把握するために実施するものでございます。
以上でございます。
〇森安浩一郎保健福祉局長
14、民泊について、市長答弁以外についてお答えします。
市内の違法民泊の調査についてです。
旅館業法の許可を受けず人を宿泊させる業を行う、いわゆる違法民泊と呼ばれる施設に
関する通報を受けたときは調査を行うこととしていますが、過去の通報で違法な行為を確
認したことはありません。
次に、大きな項目 15、国民健康保険について院内処方と院外処方の差です。
調剤に関する基本的な点数が診療報酬より調剤報酬のほうが高く設定されていること
や、調剤報酬に向精神薬等加算などの加算が多く設けられていることなどにより、院内処
方と院外処方では患者の支払う金額に差があります。
次に、薬局は薬の変更を要求できるかについてです｡
薬剤師法では、薬剤師は処方箋中に疑わしい点があるときはその処方箋を交付した医師
等に問い合わせてその疑わしい点を確かめた後でなければこれによって調剤してはならな
いと定められています。
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以上です。
○大杉誠都市整備局長
大きい項目、道路の不法占用について、現在の対応件数、対応状況、今後の方針、それ
から市民が通れない市道はないかのお尋ねです。
岡山市が管理している国道、県道、市道において現在不法占用に対して対応中のものは
29 件です。このうち通行ができなくなっている道路は 2 件です。こうした状況を放置す
ることは、道路の利用に支障を来すため、不法占用者には文書、訪問などにより物件を撤
去するよう強く指導しているところであり、今後も引き続き道路法に基づき解決に向けて
対応してまいります。
以上です。
■下市このみ
順不同になりますことをお許しください。
まず、 LED のことについて御答弁がありましたけれども、現在どのぐらい、何％ぐら
い導入されているんでしょうかをお尋ねしておきます。
それと、合併支所の話なんですけれども、今土木農林については存続を考えているとい
うことだったんですが、 これ福祉が大事なんですよね。御津や建部、福祉の取り扱いが
なくなると北ふれあいまで行かなくちゃいけないんで、そこもぜひ入れてほしいと思いま
すが、どうでしょうか。
それと、今回労働契約法の関係で 5 年ルールのお話をしました。把握はしていないとい
うことだったので、ちょっと 1 件お話をします。
ある外郭団体では、 5 年ルール発行前の 3 月 1 日から単務変更だという事例を出して
市の出向職員がこの事例を拒否するかという執拗に迫った件があります。
窓口案内相談業務から美化推進という消掃業務への変更をしているんですね。これ 5 年
ルール適用前の事態ですので、管理監督すべき岡山市は実態調査をすべきと考えますけど、
どうでしょうか。
ほかでも 5 年ルールの履行を拒むような事態が予想されます。公平公正に対処していく
ことをお願いしたいと思いますが、 もう一度お願いします。
それから、先ほどの総合事業のところなんですけれども、今回上方修正したということ
で、想定している新規● ●申舗者の 2 割が新たなサービスに行くということを見込んで
いるんですが、実はデータとしてそれが確認できないんですよね。そういうデータをつ
くるべきじゃないかということをお尋ねします。
それから、保育園のところです。今回、 2 分の 1 以上の保育士がいるところを受け皿
にしました。その 2 分の 1 以上の保育士で日本スポーツ振興センター災害共済給付金は受
けられますか。
また、幼稚園型の認定こども園の議論があります。
幼稚園型の認定躍定こども園については預かり保育も入れてほしいと思いますが、いか
がですか。
以上です。
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再質問答弁
○河野広幸総務局長
LED、 どれぐらいのパーセントかということでございますが、詳しいい数字のほうは
今持っておりませんので、現在ではちょっとお答えできません。
以上でございます。
〇荒島茂樹市民生活局長
福祉のあり方ですけれども、 これにつきましては現在の地域センターは福祉の事務所
の兼務、よろしいんですか。福祉事務所の兼務というような位置づけにもなっておりまし
て、やっているわけですけれども、あと区役所、なっております。今後、そういった福祉
も含めましてサービスのあり方については県としていきたいと思っております。
○森安浩一郎保健福祉局長
たびたびの総合事業についてでございますけれども、総合事業は今年度開始しまして、
その利用者の伸びを見込んで計画を立てていたものですけれども、今後引き統き先ほども
申しましたけれども、利用の状況等は、利用、それから移行の状況などはしっかりとデー
タをつかんで検討してまいりたいと考えています。
以上です。
〇中原貴美岡山っ子育成局保育・幼児教育担当局長
幼稚園型を検討する場合預かり保育はどうするかということですが、実施についても含
めてどういった方策ができるか、検討してまいります。
そしてもう一つ、 日本災害給付金ですか、 こちらが該当するかどうか、済いません、
ちょっと今手元に資料がなくてお答えができないんですけれど、済いません。（ 「6 万人
以上でないとだめだと私は伺っている
んです● ●」と呼ぶ者あり）
できないんですね。済いません。できないということです。申しわけございません。
○那須正己財政局長
外郭団体のさっきの 5 年ルールとかのお話ですけども、私直接的には全ての外郭団体を
所管する立場にはないんですけれども、外郭団体ということ市が出資しているとか、そう
いった関係にあると思います。そういったところでこういった問題があるのかないのか、
私は承知しておりませんけれども、その際においては所管部局のほうで何らかの対応が必
要であれば対応させていただきますし、基本的には事業主と従業員の方とのお話というこ
とになりますので、 どこまで市が指導等できるのか、そこはちよっとよくよく考えて対
応しなければならないと考えております。
以上でございます。
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■下市このみ
保育士が 6 割いないとその保険適用されないんですよ。だから、認可外だと今 2 分の 1
と言っているから事故が多いということも指摘しました。そこのところが課題として非常
に大きいと思っています。保障、担保できますか。
〇中原貴美岡山っ子育成局保育・幼児教育担当局長
先ほどは失礼しました。企業主導型は 2 分の 1 で助成が受けられるルールになっている
ようです。認可外一般はまだ加入が認められていないということで、済いません、そこに
ついては少し整理させていただきたいと思います。
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