2021 年（令和 3 年）2 月定例議会
市民ネット代表質問

（質問者：下市このみ）

2021 年 3 月 1 日

質問項目
１．地財計画と財政、デジタル化
２．新型コロナウイルス感染症対策に関連して
３．区と区役所について
４．災害対策について
５．男女共同参画について
６．子育て支援と子どもの貧困について
７．高齢者の安全安心について
８．岡山市の農業について
９．地球温暖化防止とごみ減量について
１０．公共交通
１１．子どもの教育環境整備について
■下市このみ
皆さんこんにちは。いよいよ代表質問も私、市民ネットの下市このみで最終番になり
ました。
今日から 3 月です。先ほど小林議員のほうからは卒業式のお話がございましたが、弥
生 3 月と言われます。この弥生、弥の字は「いや」と読むようでして、この弥はいよい
よますます、そして生の字のほうは草木が芽吹く、 こういうことを表しているそうで
す。今市長からもお話がありましたが、岡山市の発展と市民サービスの向上を願って代
表質問させていただきます。よろしくお願いします。
1 番、地財計画と財政、デジタル化について。
2021 年度地財計画は、新型コロナの影響による厳しい財政見通しの中でも一般財源
総額は確保しています。しかし、歳出の目玉は、地域のデジタル化推進費や国土強靱化
関連事業等の成長路線を基調にしたものと言えます。今充実させるべきは、人々が社会
経済活動に安心して復帰できるように居住、教育、保健福祉などの公共サービスのレベ
ルを上げることだと考えます。例えばコロナ禍の生活困窮者対応や相談業務を担う多く
の正規非正規公務員の人員増や正規化を含む処遇改善、失業やホームレス化を防ぐ公的
住宅の充実などです。2021 年度の岡山市の予算はコロナ禍、 コロナ後の社会を見据え
たものと言えるでしょうか。

国は一般財源総額を確保しているわけですが、岡山市で見ると市債のうち臨時財政対
策債の歳入予算に占める割合が 5.3％から 7.2％に増えています。公債費のうち、臨時
財政対策債の金額と割合をお示しください。また、公債費の今後の推移についてもお示
しください。
地財計画では新たな基準財政需要額の算定項目、地域デジタル社会推進費を創設し、地
域社会全体のデジタル化を推進するとしています。岡山市もデジタル化を進め来年度か
ら押印、署名、対面主義の見直しなど手続のオンライン化の整理します。どのように進
んでいますか。押印廃止ならオンラインで申請できると考えますが、 いかがですか。
就学援助や児童扶養手当はどうなりますか。オンライン化を進める上で、それに対応で
きない市民に対してはどのように対応していきますか。
庁内のオンラインでの会議について、 メリットとデメリットを御説明ください。議
事録はどのように作成しますか。コロナへの配慮以外は、 リアルな会議が望ましくあ
りませんか。
国会にデジタル情報関連法案が提案されています。政府と自治体の仕様を共通ルール
化するので共有化、一覧化が簡単にできるようになります。医師をはじめとした 32 の
国家資格を保有する人たちは、マイナンバーで管理し死亡や住所移転に関して全部管理
していくということになります。地方自治体は個人情報保護条例をつくっていますが、
今回自治体と政府で様々なものを共通ルール化していくので個人情報保護条例が低下
する心配があります。あきる野市、国立市、小金井市が懸念を表明する意見書を出して
います。国、そして岡山市が進めるスケジュールについてお聞かせください。岡山市が
国に意見を言う機会はありますか。
2 番、新型コロナウイルス感染症対策に関連して。1 月 21 日に行われた経済財政諮問会
議で、サントリーホールディングス社長の新浪剛史氏がクラスター対策を中心とするこ
れまでの感染対策が効果を上げていないことは明らか、無症状者への検査拡大と隔離施
設の大幅確保による隔離の徹底にかじを切るべき、同様の提案はノーベル賞受賞学者の
方々からも出されているとの発言がありました。どのように認識していますか。
国内で、新型コロナウイルスの患者を受け入れる病床の割合が欧米の 10 分の 1 以下
にとどまることが分かってきました。確保した病床を有効活用するための役割分担も進
まず、平時から地域医療計画に盛り込む準備しておくべきだったと言われています。1
月 27 日現在、 日本でコロナ患者を受け入れているのは全病床の 0.87％でした。同日
の岡山市は入院中 40 人、宿泊施設 26 人、 自宅療養中 59 人という状況でした。どのよ
うにお考えですか。
最近の岡山市は感染者数は一桁になっていますが、死亡者数はだんだん増えており、
2 月 24 日現在 12 人になっています。感染時には軽症、無症状の方が多いわけですが、
高齢者の方が亡くなられています。これらの状況をどのように分析していますか。高齢
者の死亡をなくすためにも、予防的措置としてのエッセンシャルワーカーヘの定期的な

PCR 検査にかじを切るべきではないですか。
コロナワクチン接種について、国は全国民の接種を目指しています。以前インフルエ
ンザ予防接種のときに、児童という集団に免疫をつくるため不十分な問診により被害が
出ました。30 年前には接種による副反応があり、県下では児童 1 名が死亡し、岡山市
でも 1 名
の重症者が出ました。問診は必ず 1 名ずつ、注射後は－定の時間内はアナプィラキシー
が起きた場合の対応ができるようにしておくことが肝要です。我が市での副反応による
事故が起きないようにするための体制は万全でしょうか。
国は 2 月 19 日、新型コロナワクチンを接種していないことを理由に解雇や減給、配
置転換、取引中止などの不利益な取扱いするのは不適切だとする答弁書を閣議決定しま
した。ワクチンは国民自らの判断で受けるべきだとしています。様々な理由で、 ワク
チン接種しない選択する市民がいると思われます。岡山市はもちろんのこと、不利益な
取扱いや同調圧力などは行わないこと、またそのための啓発するべきと考えますが、い
かがですか。
コロナ禍による勤務時間の短縮に伴って、 もっと長く働きたいと望む労働者が増え
ています。シフト制の非正規労働者は、これまで休業支援金ももらえませんでした。コ
ロナ禍の打撃の大きい方々を対象に、岡山市は直接の雇用も含め随時対応すべきではあ
りませんか。
昨年は救急車の活動時間が長くなっています。コロナの影響があると思われますが、
消防局はどのようにお考えですか。
3 番、区と区役所について。
岡山市は本庁を全市的な企画立案、調整、統括、区役所を地域のまちづくりを担う総
合拠点、地域センターを身近な窓口サービスを提供する場所と位置づけています。市民
ネットでは特に区役所への権限移該、区のまちづくりの進展、区民意識の向上等が重要
だと考え、区役所の現状調査のため区役所の訪問を継続して行っています。本庁、区役
所、支所、地域センター、それぞれの役割はどのように発展してきたのか、政令市移行
後の状況を総括して御説明ください。
区のまちづくり独自企画事業に区民の意見を反映する仕組みの研究は、どのように進
んでいますか。
本庁と区役所の両方にある窓口業務は区役所に集約し、区役所の福祉業務は拡大すべ
きと考えますが、いかがですか。
区民意識の向上、区の情報の周知に区だよりの果たす役割は大きいと考えます。人員
を配置してでも取り組むべきではありませんか。来年度以降、 くらしの便利帳は転入
者のみに配られるようです。この際、区ごとのくらしの便利帳を作成するのはいかがで
しょうか。

くらしの便利帳の 4 つの行政区の地図に、公共図書館がありません。政令指定都市に
おける図書館の効率性評価という論文には政令指定都市では各区に 1 つ以上図書館が
設置されていることから、政令指定都市を対象に分析したと記されてもいます。政令市
で区ごとに図書館が整備されていないところは、岡山市以外にありますか。図書館サー
ビスの評価は、どのような形で実施していますか。子ども読書活動推進計画を推進する
ときに、区との協働事業を考えませんか。図書館の様々な機能は、このコロナ禍におい
て重要性を増していると思いますが、いかがですか。

4 番、災害対策について。
西日本豪雨から 2 年半がたちます。喉元過ぎれば熱さを忘れるという言葉の喉元とは
どのくらいの期間をいうのかと、先日建部町文化センターで行われた識演会で聞かれま
した。熊本地震後の意識調査で、 2 年経過するとぐっと意識が下がるという答えでし
た。岡山市の危機管理対応については、今後 30 年以内に 70%から 80％の確率で発生す
ると言われている南海トラフ地震が発生した場合、 当市においても最大震度 6 強と規
定されていますと危機管理室から発信しています。全庁でこの考え方は共有されていま
すか。
岡山市観光振興アクションプラン（案）には自然災害の少ない地域性という項目があ
り、快晴が日が多く台風や雪の影響が少ない、国内でも地震の少ない地域、県南エリア
直下には活断層はないとあります。この記述の理由を御説明ください。岡山市は災害が
少ない地域という認識ですか。
国士交通省は洪水浸水想定区域図を変更し、おおむね 150 年に 1 回程度の大雨時に 9
平方キロメートルで浸水が解消されるとしています。この区域図により、どこが破堤す
るのかは分かりますが、旭川、百間川などのどの部分から浸水していくのかは公表され
ていません。どこへ避難するのか、場所と経路の確認は重要です。市民にどのように説
明しますか。また、避難確保計画を作成する福祉施設で避難確保計画を作成できている
割合、 2021 年度末に作成率 100％への取組についてお示しください。
宮城、福島両県で最大震度 6 強を観測した 2 月 13 日深夜の地震の負傷者は 14 日 9 時
までに 7 件で 102 人、死者はなく 18 市町村 70 か所のコロナ感染症対策が取られた避難
所に 53 世帯 120 人が身を寄せました。東北電力、東京電力合わせて約 96 万 2、000 戸
が停電しました。避難所のテントや発電機の備えは進んでいますか。現状をお示しくだ
さい。コロナ禍で、避難所の人数は 4 割に減っています。テントは屋外でも使えるもの
を準備しませんか。夜間の避難の対応をどうお考えでしょうか。
災害対策本部が配備指令、安否確認システムから災害発生警報発表時に正規職員及び
再任用職員のスマートフォンへ配備指令や安否確認の情報を一斉メール配信すること
になっています。会計年度任用職員にはメール配信はありません。災害対策本部が立ち

上がってから避難所で働いている会計年度任用職員は災害対応するのですか。
災害に備え高齢者や障害者らの避難方法などを事前に決めておく個別計画について、
国は策定を市町村の努力義務として災害対策基本法に定める方針です。要支援者名簿に
掲載されている人の人数と避難計画のできている割合をお示しください。加古川市では、
高齢者や障害者のケアプランに関わるケアマネジャーや相談支援専門員らを対象に防
災対応力向上研修を開き、個別計画を完成させるまでの流れを学んでいます。計画策定
を進めるために、 どのような対策をお考えですか。
ふだんの食品を少し多めに買い置きして賞味期限の古いものから消費するという家
庭備蓄のローリングストックの取組や緊急告知ラジオの販売などを自主防災会に推奨
しませんか。

5、男女共同参画について。
世界男女格差レポート 2020 で日本のジェンダーパリティの指数は 153 か国中 121 位
であり、 日本の女性議員数は地方議会、国会とも非常に少ない状況です。その中で、
以下の森会長の発言は日本のジェンダーギャップを後退させるとともに、多様性を排除
し熟議という民主主義の根幹を揺るがすものではないかと考えます。
以下、問題となる発言のみを読み上げます。
女性がたくさん入っている自治会の会議は時間がかかります。女性というのは競争意
識が強い。女性の理事を増やしていく場合は、発言時間をある程度規制しないとなかな
か終わらないので困ると言っておられた。誰が言ったとは言わないが。まず、 この発
言についての岡山市の認識をお聞きします。なぜこういう発言が生まれたのか、背景に
ついてどうお考えですか。
岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例第 19 条で市長その他の執行機関
は附属機関として設置する、審議会等の委員を任命し、または委嘱するときは男女いず
れか一方の委員の数が委員の総数の 10 分の 4 未満とならないよう選任しなければなら
ないと定めています。条例を下回っているところはありますか。どのように対応してい
ますか。
この条例は附属機関として設置する審議会等について定めていますが、岡山市の部局
別ではどのような状況でしょうか。偏りは解消されていますか。イクボス宣言の効果に
ついて御説明ください。
第 5 条の 2 で自治組織は市が行う男女共同参画施策に協力するよう努めなければな
らないとしています。
どんな取組していますか。会長職の女性の割合は増えていますか。
新型コロナ感染症は収入の減少や失業など、特に女性に対する影響が大きいことが明
らかになっています。横浜市では、男女共同参画推進協会と社会福祉協議会が連携し支

援の対象になりにくい独り暮らしの女性を対象にお米券 5 キログラムを配布すること
にしたそうです。岡山市も、 このような取組を考えませんか。
岡山 NPO センターのコロナ禍緊急アンケート、対象者は夜のまちで働く親、養育者 65
名によりますと、78％がコロナの影響があった、勤務時間数は 1.3 時間減少した、収入
が減り支出が増えて家計が苦しくなった、困り事に対して頼る相手がいないとの回答が
ありました。支援としては仕事の相談、子どもの学習支援、託児、一時預かり、恋人や
夫から暴言や暴力を振るわれたことがある 11%という結果でした。まずは、岡山市とし
ての相談対応が重要だと考えます。コロナ禍での相談窓口は一本化してほしいと思いま
すが、いかがですか。
岡山市特定事業主行動計画の改定案が示されています。目標値は課長級以上に占める
女性の割合 20％、男性職員の育児休業取得率 50％、年次有給休暇取得率 70％です。教
育委員会の実績と目標値をお示しください。

6、子育て支援と子どもの貧困について。
並立だった公立の認定こども園 6 か所の候補園が決定し、新たに公立の認定こども園
が動き出しています。幼稚園やこども園の 1 号児が 500 人ほど減り、保育園に入れない
子どもが 1、247 人いるという現状があります。まず、このことについて岡山市はどの
ように認識していますか。公立の認定こども園の地域における役割と規模の考え方を御
説明ください。教育保育内容について、岡山型一貫教育と関連して御説明ください。
これまで複数の公立幼稚園が私立のこども園に移行されました。保育園の民営化は、
まだ実施されていません。議会には、保育園を民営化しないでほしいという陳情も上が
っています。保育園に入れない子どもたちが 1、247 人もいる、 この時期に保育園の民
営化などで保護者の皆さんに混乱を持ち込むべきではないと考えますが、いかがですか。
庁内関係部署との協議はどのようになっていますか。議会には、いつ示すのでしょうか。
保育園民営化についての市民合意が必要だと考えます。市民説明会を開催しますか。
対象園民営化の計画発表や事業者の公募、選定、決定までの期間、実際に民営化するま
での移行期間についてどのようにお考えですか。保育園民営化ガイドラインでは、 2 年
間の移行期間を考えていました。そのことも含めて、御説明ください。
公立保育園と私立保育園の運営状況には違いがあります。保育時間、休園日、本など
の購入、部外講師の依頼、障害児の受入れなどなど、私立保育園の特色とも絡まって様々
な運営がされていると灰聞しています。少なくとも新規の入園児を募集するときには、
入園途中で私立こども園の移行が予定されていることを明らかにすべきだと考えます
が、いかがでしょうか。
認可保育施設の一時募集の結果発表があり、1、247 人が認可園に入れませんでした。
育休明けでも、認可園に入れない状況が続いています。新規申込みは 4,988 人、継続が

1 万 4,061 人です。新規の利用不可率は 25.0％、 4 人に 1 人が保育園に入れません。
保育士不足は深刻ですが、保育士の待遇改善こそ急がれるべきです。まずは、賃金と 3
歳児の職員配置 20 対 1 の改善です。新卒は手取りが 11 万円ほどでボーナスは夏なし、
冬半額と友人から聞きました。これでは働く意欲につながりません。せめて 3 歳児の職
員配置等を見直すことを国に申し入れませんか。
公立園の定員割れは、いつまでに解消しますか。どのような対策をお考えですか。例
えば周辺部の定員割れの公立園まで岡山市が送迎する、翌年度には優先的に希望園に入
園できるようにするという施策を考えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
7 番、割愛します。
8 番、児童クラブですが、来年度が移行期間 3 年目になる市立児童クラブへの移行状
況について御説明ください。移行を決めていないクラブの移行しない理由を把握してい
ますか。 移行期間の延長も視野に入れて、スムーズな移行を進めてほしいと考えます
が、いかがですか。
児童クラブの保育料は所得に応じた応能負担とするべきだと、一昨年の 11 月議会で
条例の改正案を提案しました。児童扶養手当受給世帯までしか減免制度はないので、一
律月 1 万 2、000 円の負担となります。3 歳 4 歳、 5 歳児の保育料は無償化となってお
り、小学校から急に負担が増えます。岡山市の児童クラブが応能負担となれば、移行も
より順調に進むのではないでしょうか。御所見をお聞かせください。
7 番、高齢者の安全・安心についてです。
成年後見制度は認知症や知的、精神の障害などによって判断能力が不十分となり財産
を守ることや契約を結ぶことが困難になった方を支援する制度です。岡山市は、 2003
年から後見開始等の審判請求する親族等がいない場合に市長申立てを行っています。今
議会には市長申立てに限らず低所得者へ利用助成金を支給するという提案があり、喜ん
でおります。
さて、 この成年後見制度について成年後見人の決定は家裁で行い、なかなか変更で
きない、生計を一にしている家族内ではお金の使い方について不便を感じることが多い、
後見人によっては一度も家を訪問せずに文書だけの報告しているなどの声をお聞きし
ています。

岡山市は市民に対してどのような説明を行い、 どのような支援や指導が

できますか。
年金制度はこの 4 月から実質賃金が物価より下がった場合、賃金の下げ幅に合わせて
年金を減らす新ルールが適用されることになります。また、 2022 年度後半から年収 200
万円以上単身者の後期高齢者の医療費窓口負担を 1 割から 2 割に引き上げる予定で、高
齢者の貧困が心配されます。
さて、岡山市は介護保険料を 6、160 円から 6、640 円に値上げし保険料段階を 12 か
ら 14 に増やし第 6 段階を 2 つに分けました。第 8 期の第 6 段階の方の負担は、 どのく

らい減りますか。低所得者と高所得者の合計所得金額に対する負担割合についてお示し
ください。
介護保険料の滞納者の割合を所得段階ごとにお示しください。介謹保険料の滞納によ
り、預貯金や年金を差し押さえています。その後の生活は、誰がサポートしていますか。
介護保険給付の全部または一部が一時的に支払われなかった件数と金額をお示しく
ださい。介護保険料の軽減制度について御説明ください。年間 5、000 件を超える区分
変更申請が出されています。どのように区分変更が進んでいますか、御説明ください。
コロナ禍において、高齢者の認知症患者が増えることを心配しています。認知症予防
として運動、栄養、交流などを身近な公民館などを利用して継続して行いませんか。

8 番、岡山市の農業について。
岡山市の農地面積は徐々に減少し、基幹的農業従事者の平均年齢は 70 歳を超えまし
た。それでも岡山市の経営耕地面積は全国 22 位、農家戸数は全国 5 位という現状にあ
ります。 9 月議会で局長は農業施策としては販路拡大やブランド化、近代化施設、機
械等の設備への支援を行い産品の高付加価値に取り組み用水路やため池等の墓囎整備
多面的機能支払制度の活用｡地産地消への取組への支援、営農の継続につながる支援に
取り組んでいると答弁しています。生産者と消費者の顔の見える関係構築は、 とても
重要だと考えます。地産地消の取組への支援の内容をお示しください。多面的機能支払
制度の活用がまだできていない地域への支援が必要ではないでしょうか。コロナ禍にお
ける農業への影響と今後の対策についてもお示しください。
農業で働く女性の数が減っています。農林水産省によると、農業を主な仕事とする基
幹的農業従事者のうち女性は 1990 年に 140 万 5、000 人でしたが、 2020 年には約 54
万人まで減少しています。女性は農業経営に口出しせず家庭外に出る必要もないという
古い意識が依然として残る地域も多いとして、意識改革の必要性を訴えています。岡山
市の状況はいかがでしょうか。女性農業者を増やす取組をどのように進めていますか。

9、地球温暖化防止とごみ減量について。
岡山市は地域の自然的社会的条件を徹底的に分析し地域住民への教育普及啓発、民間
団体の活動の支援を進めていくとしています。2020 年温室効果ガス削減目標 9.7％削減
を達成するために何しましたか。産業部門、民生家庭部門、民生業務部門、運輸部門ご
とにお示しください。目標は達成できましたか。カーボンゼロ社会のビジョンとロード
マップを市民参加型で共有し実践を協働する仕組みをつくる必要があると考えますが、
いかがですか。富山公民館では、山陽学園大学と連携し気候変動問題を本格的に学ぶ連
続講座を開催しています。環境局は、 どのように連携していますか。

水田などから流出したプラスチックの肥料殻が岡山県南の河口域や海の広い範囲で
大量に蓄積していることが分かりました。農業に欠かせない肥料ですが、環境への悪影
響も懸念されています。何か対策は取れませんか。
3 番、重なっているので割愛します。
4 番、札幌市では、 くじ引で選ばれた市民 20 人が気候市民会議さつぼろ 2020 で各
分野の専門家や市の職員から情報提供を受けグループに分かれて議論し論点ごとに計
70 項目の投票による取りまとめを行い札幌市へ報告するそうです。温暖化などの気候
変動を具体的に自分事としていくことが、私たち市民に求められています。岡山市も取
り組んでみませんか。
国が電気自動車を公用車に優先的に導入することを検討しているようです。岡山市は、
この考え方をどのように受け止めていますか。現在公用車として市が使っている車のう
ち、電気自動車は何台ですか。岡山市はクリーンなエネルギーを使う先進都市を目指す
べきで、新年度から新しいリース契約は電動のものにするという方向を取るべきと考え
ますが、いかがですか。
せめて市長車は優先的に電気自動車とすべきではないですか。充電設備への取組につ
いて、 どのようにお考えですか。
岡山市は地球温暖化による気候変動の影響により自然災害が増加していることから、
脱炭素社会の実現を目指す具体的な取組として令和 5 年度から現在焼却処理している
プラスチックごみの分別回収、 リサイクルを行う予定だと発表しています。私たちは
ごみの減量化、資源化の推進のために容器包装リサイクルの完全実施が必要だと議会で
質問してきました。2017 年 6 月議会では、容器包装リサイクルの実施は自治体の負担
が大きく拡大、生産者責任の原則が十分に反映されていないこと、分別、 リサイクル
したとしてもその多くが残漉として焼却処理されること、市の費用負担と市民の分別協
力に伴う負担に見合う費用対効果が期待できない、 当面は導入を行わないという答弁、
2020 年 6 月では容器包装プラスチックについては分別収集は市民の負担が相当に大き
い、行政としては収集とか分別、選別、保管の費用がたくさんかかる、業者に引き渡し
てもその多くが残澄として焼却処理されるとの答弁でした。なぜ変わったのか、大きな
課題は解消されたのか、理由をお示しください。サーマルリサイクルに対する考え方は
変わったのですか。御説明ください。プラスチックごみの分別回収、 リサイクルは広
域処理施設の建設計画へ影響を与えませんか。 日野市のように、容器包装や製品も一
括回収するプラスチック類ごみ専用袋を設けますか。
家庭から出る生ごみを削減するため、桃太郎のまち岡山コンポストをホームセンター
タイム岡山市内各店舗で 2016 年度から配布しています。家庭で生ごみを処理してもら
い、できた堆肥を回収し障害者施設の農園で花、野菜の栽培に使ってもらうという資源
循環が実践されています。現在のコンポスト数は 2,000 個にとどまっていますが、 こ
れを拡大し生ごみの減量を進めませんか。

東京都多摩市、福岡県大川市などは生ごみを自家処理し可燃ごみに出さない市民に対
して、登録申請により有料指定袋の代わりに使える容量 10 リットルの生ごみ入れませ
ん袋を年度の前期、後期に分けて各期 20 枚無料配布するプログラムを実施しています。
岡山市も取り組んでみませんか。

10 番、公共交通について。
高齢者にとって移動の不足、外出の不足は体だけでなく精神にも影響を与えます。公
共交通の不便な地域で代替的な移動手段を整備せずに免許返納を訴えるのは無責任で
あり、岡山市は地域住民の通院や買物の足を確保する必要があります。岡山市は、高齢
者や障害者の運賃割引を今後実施します。これは公共交通としてのバス路線沿線に住ん
でいる市民にだけ恩恵があります。それ以外の市民に対しての支援を考えていますか。
コミュニティバスやデマンドタクシーの運賃も半額にすべきではありませんか。
広島電鉄が 2 月 1 日から広島市佐伯区の一部で人工知能を活用したオンデマンド交
通を始めると、山陽新聞で報じています。特徴は時刻表や決まったルートがなくて、予
約に応じて人工知能が送迎順やルートを決定し、それに基づき運行します。運賃は 1 回
の乗車で中学生以上 200 円、小学生 100 円です。
また、津山市では、生活交通の不便解消に向けたタクシーを相乗り利用するグループ
タクシーの実証実験のため津山の福田地区の対象住民から申込みを受け付けています。
指定区域内の運賃を乗車 1 回につき利用券 1 枚で 1 人当たり 300 円まで割り引く、利用
券を使う人が多いほど 1 人当たりの負担が少なくなる、 目的地や出発地が区域外でも
使えるが区域外は割引対象にならない、利用券は 1 セット 30 枚つづり、要件を満たす
人がグループで市に申し込む、利用券はグループの代表者を通じて 1 人 1 セット配布す
る、事業費は 120 万円です。岡山市も、 こういった新しい取組を考えてみませんか。
JR 吉備線 LRT 化をめぐり岡山市と岡山県、総社市、 JR 西日本は 9 日、運行計画や駅
の設置場所、運賃など基本計画の策定協議を中断すると発表しました。これまで関西高
校前の踏切の渋滞については、 LRT 化とあわせて整備するとのことでした。踏切の拡
幅などにより渋滞解消してほしいと、市民から強い要望を聞いています。渋滞解消に向
けて、 どのように対応しますか。
11、子どもの教育環境整備について。
急速に GIGA スクール構想が進んでいます。全ての小・中学校に無線 LAN の設備と児
童・生徒に 1 人 1 台のタブレット端末が導入され、学校教育が大きく変わろうとしてい
ます。学習能力の向上に向け、健康で快適な学習環境のための学校環境衛生基準も変わ
っていません。GIGA スクール構想に対応する子どもの安心・安全な健康管理について、
どのようにお考えですか。GIGA スクールが始まると一斉に多数の児童・生徒が無線 LAN

を使うので、アクセスポイントから強い電磁波が出ます。電磁波によって体調不良にな
る人もいます。子どもたちが強い電磁波を大量に浴びることを避ける方策をお考えです
か。
国は少人数による指導体制の計画的な整備のため、義務標準法の改正を行い小学校の
学級編制の標準を 5 年かけて 35 人に計画的に引き下げるために必要な教員定数を措置
することにしました。岡山市では、必要な教員について採用計画を策定しますか。この
ことにより教室に不足は生じませんか。どのように対応しますか。子どもの人数は減少
傾向にあります。 ただ、学校では支援学級の増加や少人数指導などのために教室が今
まで以上に必要になっており、プレハブを普通教室として使っている学校もあります。
早急に解消するべきと考えますが、 どのように対応していきますか。
就学援助制度は、 自治体によって支給する基準も異なっている制度です。岡山市は、
2 人世帯で給与収入額 229 万 2,000 円としています。広島市は約 340 万円、名古屋市は
376 万円、熊本市は 312 万円、明石市は 300 万 8,000 円、旭川市は 302 万 5,000 円にな
っています。岡山市の所得基準の根拠をお示しください。今後どのように対応しますか。
コロナ禍の児童・生徒への影響について、 どのように認識していますか。
中央卸売市場から移転する適応指導教室そよかぜ平福を小学生対象の教室とすると
説明がありました。今後南区に中学生対象の適応指導教室を設置していくのですか。普
通教室に入れない子どもたちに、別室登校という機会を設けている学校もあります。適
応指導教室の役割をどう捉え、全体の不登校児童・生徒対策をどのように構築するお考
えですか。
学校給食センターの移転建て替えの予算 2 億 9,400 万円が計上されています。給食セ
ンターの全体構想、食数と学校名、今後のスケジュールについて御説明ください。この
学校給食センターで地産地消、有機低農薬な野菜や米などという安全・安心な学校給食
の提供はどのように担保されますか。
以上で 1 回目を終わります。

答弁
○大森雅夫市長
それでは、市民ネットを代表しての下市このみ議員にお答えいたします。
私は、まずは予算の話ですが、今回の予算はコロナ禍、 コロナ後の社会を見据えた
ものかということであります。
何度かお話し申し上げていますように、 この新型コロナウイルスの感染が収まっ
た後の状態というのは必ずしもよく分かっていない、でももちろんそのときそのときで
最善を尽くしながら将来を見込み、対応していかなければならないと思っております。
以上の認識の基に今回のコロナ対策に備え、今後の話として東京一極集中の是正に向け

た移住・定住の促進、また社会の変化を見据えた政策にも積極的に予算を配分している
ところであります。
もう一つ、男女共同参画の中の森会長発言についての話であります。
先日、田中のぞみ議員から再質問のときにお話がありまして、そのときは事前に打合
せもなく答えてはいるんですけれども、あのとき申し上げたように女性蔑視につながる
ような発言というのはあってはならないことだと思います。ただ、今回打合せを先週の
末ですか、 させていただいて女性五、六人の方それぞれにこの発言の問題点について
聞いてみました。幾つかの意見がありましたが、森会長の発言の中に女性は競争意識が
強いというような発言、 こういったステレオタイプ的なものは女性蔑視につながって
いるんではないかというような話もありました。それと、 ちょっと 1 つ気になるのは、
ある女性の発言で自らの発言が受け止められにくいというようなことをおっしゃって
いる方がおられました。そういう面で、 こういう場を借りながら一人一人私自身はそ
ういう方というのはいないと思いますけれども、男性女性にかかわらず意見をきちっと
受け止めて、その中で最終的に判断そのとおりにならない場合もあります。そういうと
きは、 どういう理由でそのことを採用しないのか等々きちっと話するべきだろうと思
っております。
私からは以上です。
○門田和宏

総務局長

1 番、地財計画と財政デジタル化についての項、まず押印廃止ならオンラインで申請
できるか、オンライン化に対応できない市民にどう対応するかにお答えいたします。
オンライン申請には添付書類や本人確認といった押印以外の課題もあるため、可能な
ものから優先順位を定めオンライン化の検討を進めていきます。また、窓口での申請も
引き続きお受けしますので、オンライン申請ができない市民に対しても現状どおり対応
できると考えています。
次に、オンライン会議についてですが、オンライン会議のメリットとしては感染防止
に加え移動時間の削減や画面で会議資料を共有することによるペーパーレス化の促進
などがあります。デメリットとしては、双方の通信環境の問題により会議の中断や遅延
などの例が報告されています。議事録の作成方法についてはリアル会議の場合と変わる
ものではありませんが、システムに記録される音声データを利用して作成することも可
能です。リアル会議のほうが望ましい場合もあるかとは思いますが、オンライン会議に
職員が慣れることや手法を工夫することでリアル会議と同様な成果が期待できると考
えており、今後もより利用しやすい環境整備に努めるとともに、庁内に積極的な活用を
働きかけてまいりたいと考えております。
最後に、デジタル情報関連法案による個人情報保護制度見直しについてですが、同法
案は 2 月 9 日に閣議決定された後、同日国会に提出され現在審議中であり、現段階では

具体的なスケジュール等は示されておりません。今後の国会での審議や国の動向を注視
し、必要に応じて対応してまいりたいと考えております。
以上です。
○福田直

政策局長

同じ項のうち、押印見直しについてお答えいたします。
現在行政手続のオンライン化も見据えて、各種申請や届出といった書面手続の全庁的
な調査を行っております。その中で、法令上の根拠がないものなどを除き押印を求める
ことを原則として廃止する方向で見直し作業を進めており、年度内を目途に取りまとめ
を行う予定にしております。
以上でございます。
○重松浩二郎

財政局長

同じ項で、公債費のうち臨時財政対策債の金額とその割合、また公債費の今後の推移
についてお答えいたします。
公債費のうち臨時財政対策債の元利償還金は 117 億円余で、公債費全体に占める割合
は 341%です。また、今後の公債費については、岡山芸術創造劇場の整備や岡山北斎場整
備など喫緊の課題を着実に進めることに伴う市債や臨時財政対策債の借入れの増加な
どにより増加することが見込まれます。そうした状況において、後年度の元利償還金に
対して普通交付税の基準財政需要額への算入率がより高い有利な市債を活用すること
などにより将来の財政負担を抑制するなど、健全な財政運営に努めてまいりたいと考え
ております。
以上です。
○近藤康彦

岡山っ子育成局子育て支援担当局長

同じ項、児童扶養手当の申請手続のオンライン化についてのお尋ねです。
児童扶養手当の申請は、厚生労働省の事務処理マニュアルに基づいて直接面談により
資格喪失要件の周知と事実関係の聞き取りを実施することになっており、オンライン申
請を導入する予定はございません。
以上です。
○菅野和良

教育長

同じ項、就学援助申請のオンライン化についてですが、就学援助についての事務を進
めるための就学援助システムは令和 5 年度に公開を予定しており、次期システムの使用
を検討する中でオンライン申請も含め申請者、事務局双方の負担軽減につながる申請方
法について研究してまいりたいと考えております。

以上です。
○門田和宏

総務局長

2 番、新型コロナウイルス感染症対策に関連しての項、コロナ禍で市が直接雇用すべ
きではにお答えいたします。
本市では、緊急雇用対策として新型コロナウイルス感染症の影響により雇い止めや就
職内定取消し等で就労機会を失った方を対象に令和 2 年 5 月から会計年度任用職員の
募集を随時行っており、これまでに 20 人を採用しております。今後も、コロナ禍での
雇用の受皿として当該募集を継続してまいります。
以上です。
○福井貴弘

保健福祉局長

同じ項に順次お答えいたします。
まず、経済財政諮問会議の新浪氏の発言について、どのように認識しているのかにつ
いてです。
無症状者への検査拡大については、 日本共産党を代表されての田中議員に御答弁し
たとおりです。
隔離施設の大幅確保による隔離の徹底については、国の通知等に基づき今後とも適切
に療養先を選定してまいります。
次に、病床についてどのように考えているかについてです。
岡山県内では、 2 月 19 日現在 406 病床が確保されておりますが、入院が必要な方は
感染者が多かった年末年始においても入院ができていたと認識しております。
次に、高齢者の死亡についての分析、定期的な検査についてです。
高齢者の死亡の分析については、 自民党市議団を代表されての千間議員に、定期的
な PCR 検査については日本共産党を代表されての田中議員にそれぞれ御答弁したとお
りです。
次に、ワクチンの副反応による事故が起きないための体制についてです。
国のガイドラインにおいて、接種後の経過観察を 15 分から 30 分間行うよう求められ
ています。丁寧な予診を行うとともに、経過観察を医療従事者の下行い、副反応など体
調の変化に速やかに対応できるようにしたいと思っております。
最後に、 ワクチン接種を受けない市民に係る啓発についてです。
国において接種を受けることは強制ではないこと．感染症予防の効果と副反応のリス
クの双方について理解した上で接種を受けていただくこととされております。岡山市に
おいても、職場などにおいて接種を強制したり接種を受けていない人に差別的な扱いす
ること
のないよう周知を図ってまいりたいと考えております。

以上です。
○藤原誠

消防局長

同じ項、救急活動時間についてお答えします。
119 番通報から病院到着までの救急活動時間については、昨年は一昨年と比較して 1.
1 分長くなっております。これは新型コロナにより全ての救急出動で感染防止装備を強
化していることと、発熱などの症状や旅行歴の情報を聞き取り病院へ提供する時間が影
響したものと思われます。しかしながら、 これらの対応は救急隊及び病院の安全確保
のために必要と考えており、引き続き病院と連携するなど早期の搬送に努めてまいりま
す。
以上です。
○門田和宏

総務局長

3 番、区と区役所についての項、本庁、区役所、地域センターの役割についてお答え
いたします。
本庁、区役所、地域センターの役割については議員御指摘のとおりであり、現在もそ
の位置づけは変わっておりません。その位置づけの下で、区役所では平成 25 年度に総
務地域振興課に区政企画係、地域づくり推進室を設置し、平成 27 年度には税福祉部門
を本庁所管とする組織改正を行うなど、総合出先機関地域振興を図る拠点としての機能
強化と業務を効率的、効果的に執行する体制の見直しを行ってまいりました。本庁、区
役所、地域センターがそれぞれの役割を適切に分担し連携を図りながら業務に当たって
いるところです。
以上です。
○小山直人

市長公室長

同じ項、 （4）区だよりの発行、区ごとのくらしの便利帳の作成についてお答えいた
します。
区の情報については「市民のひろばおかやま」の区民のページ、市ホームページの各
区のページなどにより各区の情報をお伝えしているところであり、引き続き内容の充実
に努めてまいります。くらしの便利帳は、岡山市へ転入された方にまず知っていただき
たい様々な制度や仕組み、市の窓口など行政情報を 1 冊にまとめたものです。そのため、
市全体の概要が分かりやすいよう区ごとに分冊しないほうがその目的を果たせるもの
と考えております。
以上でございます。
○中原貴美

市民生活局長

同じ項、区のまちづくり独自企画事業についてのお尋ねです。
区のまちづくり独自企画事業は、区役所が主体となって身近なまちづくりや地域課題
の解決に取り組むため、区が自ら企画調整しながら実施するものです。区民の意見等に
ついては、例えば北区役所では企画事業に参加された方へ今後希望する事業についての
アンケートを実施するといった取組を行っております。寄せられた意見やアイデア、事
業課題などについて各区で共有を図ってまいります。
以上です。
○福井貴弘

保健福祉局長

同じ項、区役所の福祉業務を拡大すべきではないかについてです。
本市の福祉業務については、 6 福祉事務所と区役所等の市民サービス窓口が役割分
担しながら実施しております。区役所では比較的専門性を要しない申請受付などの業務
について行っているところであり、引き続き関係部局と連携を取りながらよりよい福祉
サービスの提供に努めてまいります。
以上です。
○菅野和良

教育長

同じ項、公共図書館について、まず政令市で区ごとに図書館が整備されていないとこ
ろ、それから図書館サービスの評価をどのように実施しているかについて一括してお答
えします。
図書館が区ごとに整備されていないところは本市のほか、名古屋市、京都市、熊本市
であります。また、図書館サービスの評価については貸出冊数やレファレンス件数、行
事への参加者数などの指標を使って評価を行っております。図書館の最も基礎的な指標
である図書の貸出しでは、
本市の平成 30 年度の市民 1 人当たりの貸出冊数は 5.8 冊と、
政令市の中で 3 番目に位置しております。
次に、子どもの読書活動推進について区との協働事業を考えないかというお尋ねです
が、子どもの読書活動推進については関係部署と連携して様々な事業を実施しておりま
す。例えば毎年市民と協働で実施しているわくわく子どもまつりやめだかの学校環境ま
つりには、移動図書館が参加し本の貸出しや読み聞かせを行っております。また、赤ち
ゃんのいる家庭に絵本を手渡すこんにちは赤ちゃん事業では、絵本の選定やブックリス
トの作成などに協力しております。その他、学校・園や放課後児童クラブなどへの移動
図書館の巡回、団体への本の貸出し、読み聞かせボランティアの紹介、司書の派遣など
様々な事業を実施しており、区役所との共同事業については計画しておりません。
この項最後に、図書館の様々な機能はコロナ禍において重要性を増しているというこ
とについてでありますが、市立図書館では従来より開館日を増やしたり 5 つの公民館で
インターネット予約を開始したりするなど、サービスの充実に努めてまいりました。昨

年春のコロナウイルス感染症対策による休館中においても、インターネット予約などに
よる本の貸出しを継続しました。また、感染症対策関連の交付金を活用し子ども向けの
図書を中心に追加購入し、市内公民館の図書コーナー24 か所に約 300 冊ずつ配本を進
めるとともに、安心して図書を利用していただくため全館に図書の除菌機を導入してお
ります。引き続き、快適に図書館を利用していただけるよう読書環境の充実に努めてま
いります。
以上です。
○河野広幸

理事

4 番、災害対策についての項、順次お答えいたします。
まず、南海トラフ地震の発生確率、想定最大震度についての庁内共有についてでござ
います。
南海トラフ地震の発生確率、岡山市における想定最大震度につきましては、岡山市地
域防災計画、岡山市防災マニュアルなどを通じて庁内で共有しております。
次に、避難場所と経路についてにお答えいたします。
岡山市では、昨年 3 月に小学校区単位のハザードマップを全戸配布いたしましたが、
今回国や県が公表する洪水浸水想定を基に市域を 19 分割した新たなハザードマップの
作成を進めているところであり、でき次第公表することとしております。市民の皆様に
は新たなハザードマップの情報を基に、事前に避難経路や避難所の場所を確認し早めに
避難行動を起こすことや垂直避難の有効性などについて、出前講座をはじめ様々な場面
で説明してまいりたいと考えております。
次に、避難所のテントや発電機について、また夜間の避難についてお答えいたします。
停電対策として避難所に順次配備している発電機につきましては、小・中学校及び公
民館へは来年度の出水期までには配備を終える予定でございます。避難所のテントは着
替え、診察、授乳室として使用する目的で今年度中に配備する予定であり、屋外使用に
は対応しておりません。夜間の避難は危険性が高まることから、避難情報の発令は可能
な限り暗くなる前の時間帯に行う予定としております。
次に、避難所となる施設で働いている会計年度任用職員の災害対応についてお答えい
たします。
避難所となる施設での災害対応は指定職員に任命した正規職員で行うこととしてお
り、会計年度任用職員は対象としておりません。
次に、要支援者名簿の掲載者数と個別計画の策定割合、計画策定の対策についてお答
えいたします。
要支援者名簿掲載者数及び個別計画策定状況につきましては、公明党を代表しての福
吉議員にお答えしたとおりでございます。
計画策定を進めるための取組といたしましては、状況把握とそれに基づく目標設定を

行うとともに、市全域を対象として個別計画策定の必要性について理解を得るため自主
防災組織や町内会を対象とした講演会を開催するほか、策定の手順等を示した手引書を
作成し配布する予定としております。
また、現在策定に取り組んでいる地域には引き続き協議検討の場に出向き策定支援を
行うとともに、今後策定を検討している地域や災害リスクの高い地域に対しても穣極的
に策定に向けた働きかけを行ってまいりたいと考えております。
次に、家庭備蓄のローリングストックの取組や緊急告知ラジオの販売などを自主防災
組織に推奨しないかについてお答えいたします。
ローリングストックによる家庭内備蓄の取組をはじめとした自助の推進につきまし
ては、出前講座や防災マニュアルの配布などを通じて自主防災組織へも啓発を行ってお
ります。 また、緊急告知ラジオの販売につきましては、広報紙をはじめ様々な機会を
捉え広く周知を図る予定としておりますが、 自主防災組織を通じての販売促進につき
ましては販売状況等を勘案しながら必要に応じて検討してまいります。
以上です。
○赤坂隆

産業観光局長

同じ項で観光振興アクションプラン案の自然災害の少ない地域性の記述の理由につ
いてですが、災害のリスクは認識しておりますが、気象庁の過去の降水量と地震回数の
統計データや岡山市のある県内エリアの直下に活断層がないといった客観的な事実を
基に、観光面における国内外の都市間競争の中での本市の優位性の一つとして他都市と
比べて自然災害が少ない地域性を上げております。
以上です。
○河原浩一

下水道河川局長

同じ項、福祉施設の避難確保計画についてです。
現在福祉施設などの避難確保計画の作成対象施設は 2、126 施設あり、現時点ではそ
のうち 808 施設が計画を提出しており、作成率は 38％となっています。今年度までに、
計画作成支援のための講習会を 8 回行ってございます。来年度は作成率 100%達成に向
け、講習会に出席できなかった施設や作成が遅れている施設に対して追加の講習会や書
面の通知により計画作成を促していく予定でございます。
以上です。
○門田和宏

総務局長

5 番、男女共同参画についての項、まず岡山市の部局別の男女比率についてですが、
令和 2 年 4 月 1 日現在本市の教職員を除く職員の男女比率は男性 61~3％、女性 38.7％
となっております。局別に見ると、専門職、技術職が多い環境局、消防局、都市整備局、

市場事業部、水道局では男性の比率が 9 割を超えており、女性の専門職が多い岡山っ子
育成局、教育委員会では女性の比率が 7 割以上と高く、保健福祉局や会計管理室では男
女比がほぼ同じといった状況です。これを 5 年前と比較しますと、専門職技術職が多い
部局を除き全体的には偏りが小さくなる傾向となっております。
次に、イクボス宣言の効果についてですが、平成 28 年 6 月 1 日から課長級以上の職
員によるイクボス宣言の取組を開始し、仕事と子育て、介護などが両立できる職場環境
の整備、働き方改革、女性職員の活躍推進などを実践しているところです。この取組の
成果指標としている女性管理職比率は、平成 26 年の 6.5％から令和 2 年 4 月 1 日には
13.8％まで上昇し、男性職員の出産補助休暇及び子育て休暇の取得率は近年ほぼ 100％
となるなど、様々な効果が現れていると感じております。
以上です。
○亀井良幸

市民協働局長

同じ項、条例を下回っている審議会とその対応についてお答えします。
現在、条例の基準を下回っている審議会は 2 つあります。いずれも岡山市男女共同参
画専門委員会がやむを得ない事情があると認めていますが、委員会の中で女性が増えな
い要因等について担当課に直接ヒアリングを行い改善に向けて意見を述べるなど、一層
の女性登用を促しております。
次に、 自治組織の取組と女性の割合についてお答えします。
単位町内会長の女性の割合は令和 2 年は 7.4％で、昨年からほぼ横ばいです。岡山市
連合町内会には男女共同参画専門部会があり、識演会や意見交換会などを実施し、女性
活躍の意識改革に取り組んでいると聞いております。
次に、独り暮らしの女性を対象にしたお米券の配布についてお答えします。
来年度、職を失った女性や非正規で働く女性が安定した働き方ができるための支援を
実施する予定です。
現在、独り暮らしの女性を対象にお米券を配布することは考えておりませんが、今後
コロナ禍で困難な状況にある方々のニーズの把握に努めたいと考えております。
次に、 コロナ禍での相談窓口の一本化についてお答えします。
岡山市男女共同参画相談支援センターでは家庭や地域、職場などでの悩み相談を幅広
く受けており、内容に応じて必要な福祉サービスなどにつないでいます。
今後とも、身近な相談窓口として周知に努めてまいります。
以上です。
○菅野和良

教育長

この項最後になりますが、特定事業主行動計画の市教委の実績と目標値を示せという
お尋ねです。

令和元年度課長職である校長に占める女性の割合は 17.2%、男性教職員の育児休業取
得率はゼロ%、年次有給休暇取得率は 47~2％でありました。新しい特定事業主行動計画
におけるそれぞれの目標値は、市の目標値と同じであります。
以上です。
○田渕澄子

岡山っ子育成局長

6、子育て支援と子どもの貧困についての項について順次お答えします。
まず、 1 号認定の子どもの減少、保育園の未入園児数 1,247 人についての認識、公
立認定こども園の地域における役割と規模の考え方、教育保育内容の岡山型一貫教育と
の関連についてお答えします。
1 号認定の子どもの減少及び保育園の未入園児数につきましては、未就学児の人口が
減少する一方で核家族化の進行や共働き世帯の増加によるものと考えております。公立
認定こども園はセーフティーネット等公としての役割を担う施設とし、規模は移行前年
度の在園児を全員受け入れることができる施設規模としております。
なお、待機児童が生じている教育保育提供区域では、周辺の私立園にも配慮しながら
2 号、 3 号認定の子どもの定員を設定いたします。教育保育内容は、中学校区の学校・
園が一貫する視点を持つ岡山型一貫教育に沿って取り組んでいます。
次に、未入園児がいる状況で保育園の民営化で保護者に混乱を持ち込むべきではない
と考えるが、庁内関係部署との協議議会にはいつ示すのかについてお答えします。
公立幼稚園及び保育所の民営化は、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将来世代に負担を先送りさせないために進めており、待
機児童対策と並行して取り組む必要があると考えております。保護者の皆さんには、民
営化の目的をしっかりと御説明した上で進めています。民営化等の動きについては、庁
内関係部署との協議を必要に応じて随時行うとともに、市議会常任委員会において地域
での協議の状況を報告しているほか、予算案や条例の改正案の審議にあわせてお示しし
ています。
続きまして、保育園民営化についての市民説明会の開催、移行期間の考え方について
お答えします。
公立幼稚園及び保育所の民営化につきましては、各施設の保護者への説明会や地元関
係者や保護者の代表者等で構成される地域協議会で御説明しております。
平成 19 年度に作成した岡山市公立保育園民営化ガイドラインは現在の就学前教育保
育の状況と異なっているため準拠しておらず、平成 27 年度に作成した施設配置の最適
化における公立施設の整備等の進め方についてに基づいて進めております。進め方では、
各施設の保護者や地元関係者等に対する説明に着手してから民間移管までの期間につ
いては特段の定めはありません。
一定の理解が得られたところから子どもへの影響が低減するよう配慮しつつ進める

とともに、移管先法人の決定発表から民営化移行までは 1 年以上の期間を確保すること
としております。
次に、入園募集時に民営化について明らかにすべきということについてですが、市立
幼稚園及び保育所の民営化では市立施設で実施していた教育保育内容等を継続するこ
とを条件としております。また、地域協議会などで民営化の方向性に一定の理解が得ら
れた場合は、その後の入園募集時において民間移管が行われることを説明しております。
続きまして、 3 歳児の職員配置を見直すことの国への申入れについてですが、 3 歳
児の配置基準につきましては実際に児童 15 人に対して保育士 1 人の割合で配置した場
合には公定価格上で加算されることになっております。一方で、国に対しましては、保
育士の勤務条件の緩和や業務負担の軽減を図るため 3 歳児の職員配置を含めた保育士
配置基準の適正な見直しや事務職員の配置等、労働環境の整備に必要な財政措置を拡充
することについて全国市長会を通じて要望しているところです。
最後に、公立園の定員割れの解消のための対策、送迎等の施策を考えるべきについて
ですが、公立園につきましては園児受入れのため業務量や配置基準等を勘案し多様な雇
用形態を活用しながら計画的な採用に努めておりますが、保育士不足の状況の中、定員
までの受入れができていない場合があります。議員御提案のような方法もありますが、
引き続き必要な人員の確保により保育のニーズに対応できるよう努めてまいります。
以上です。
○近藤康彦

岡山っ子育成局子育て支援担当局長

同じ項、児童クラブ関係についてお答えします。
市立クラブへの移行状況、それから移行しない理由、移行期間の延長についてのお尋
ねでございます。
市立クラブの移行状況については、 自民党市議団を代表されての千間議員に御答弁
したとおりです。
移行したくない理由については、現在最新の状況を各会長に確認中ですが、昨年 7 月
時点では一部の支援員の勤務時間が短くなること、一部の支援員の年収が下がること、
一部の行事や手作りおやつの提供が今までどおりできなくなることなどと把握してお
ります。
移行期間の延長については、期間内に移行したクラブとの公平を期すため考えており
ません。
続きまして、保護者負担金を応能負担にしてはとのお尋ねです。
保護者負担金の算定方式についてですが、現段階で見直しを行うことは利用者の混乱
を招くだけと考えております。既に低所得世帯に配慮した減免制度を導入していること
もあり、当面は長年定着している現行の応益負担方式を継続することとしております。
なお、昨年 10 月に実施した市立クラブの保護者アンケートでは、利用料についての

肯定的な回答が 8 割を超えているだけでなく、応能負担方式を望む声もありませんでし
た。
以上です。
○重松浩二郎

財政局長

7 番、高齢者の安全・安心についての項の中、介謹保険料滞納者の所得階層ごとの割
合と滞納者の差押え後の生活サポートについてお答えいたします。
所得階層ごとの滞納者の割合ですが、滞納者のうち 200 万円未満の所得の方が 9 割を
占めております。
次に、介護保険料の滞納者に対する差押えについては、全額差し押さえるのではなく
法定の差押え禁止額を考慮して行っています。また、生活困窮などの相談があれば寄り
添いサポートセンターを御案内するなど、丁寧に対応させていただいております。
以上です。
○福井貴弘

保健福祉局長

同じ項に順次お答えいたします。
まず、成年後見制度について、 どのような説明を行いどのような支援を行うのかに
ついてです。
本市では、昨年 4 月に成年後見制度に関する相談窓口として岡山市成年後見センター
を設置しており、親族等から相談があった場合には制度を正しく理解していただけるよ
う丁寧な説明に努めています｡また、制度利用開始後の後見人等の活動については、監
督権限がある家庭裁判所に相談していただくことになりますが、当センターにおいても
相談があれば助言を行い必要に応じて家庭裁判所に情報提供してまいります。
次に、介護保険料改定についての中、第 8 期の第 6 段階の保険料負担はどのぐらい減
るのか、合計所得金額に対する負担割合についてです。
段階を分けて、基準額に掛ける割合を 0.05 低く設定しました。その影響額は、年間
約 4,000 円となります。負担割合は、合計所得金額が 80 万円の場合は約 11％、 1,200
万円の場合は約 2％となっています。
次に、介護保険給付の全部または一部が一時的に支払われなかった件数と金額はにつ
いてです。
保険給付の全部または－部差止めを行ったことはございません。
次に、介護保険料の軽減制度について説明をについてです。
消費税を財源とした公費投入により、市民税非課税世帯の基準額に掛ける割合を第 1
段階は 0.5 から 0.3 に、第 2 段階は 0.7 から 0.45 に、第 3 段階は 0~75 から 0~7 にそれ
ぞれ引き下げるものです。
次に、区分変更申請数の推移です。

平成 30 年度から認定期間が最長 24 か月から 36 か月に延びたことに伴い、認定期間
中に状態が変化する人も増えており、区分変更申請数は令和元年度 5,045 件、令和 2 年
度はさらに上回る見込みです。
この項最後に、認知症予防の取組を公民館などで継続して行わないかについてです。
岡山市では現在ほとんどの公民館で感染症対策を行った上で介護予防教室を継続し
て行っています。また、地域の方が主体で取り組むあっ晴れ！もも太郎体操やサロンな
どの活動についても、感染症対策を取った上でできる範囲で活動を継続していただくよ
う働きかけているところです。
以上です。
○赤坂隆

産業観光局長

8 の岡山市の農業についての項、まず地産地消の取組についてですが、地産地消に取
り組む農業者や事業者への支援としましては、まず平成 28 年度から行っている地産地
消の推進イベン卜において地元産食材を使ったメニューを協働で作成することにより
生産者と飲食店を結びつけるマッチングイベントを行っており、継続的な取引につなが
るきっかけづくりを続けております。また、 自ら生産した農産物を消費者に直接販売
している生産者の販売情報を市のホームページを通じて公表し、消費者に生産者から直
接農産物の購入してもらう取組も行っております。さらには市内の農産物直売所をまと
めた直売所マップを作成してイベント等で配布し、地元産農産物の販売促進に努めてい
るところでございます。
次に、多面的機能支払制度の活用がまだできていない地域への支援についてですが、
多面的機能支払交付金制度につきましては活動組織設立に向けた関係者間の合意形成
がネックとなり取組を断念されていることがあります。このため、職員が地域へ出向い
て地元説明会を開催したり制度や事務作業の内容を分かりやすく説明した書類作成マ
ニュアルや交付金使途のガイドラインを市で独自に作成するなどして、地域の制度理解
につながるよう丁寧な周知に努めているところでございます。
次に、 コロナ禍における農業への影響についてですが、新型コロナウイルス感染症
の市内で見られる農産物への影響としましては、酒米の生産調整が行われたりイベント
や飲食店などからの需要が減少し価格低下が生じた農林水産物が見られたりしました。
その一方で、休校措置や外出自粛等により家で過ごす時間が増えたことなどから家庭消
費向けの農林水産物には価格が上昇、安定したものもあります。今後はコロナ禍で起き
た人の移動制限や生活様式の変化など食を取り巻く環境の変化が農林水産物に与える
影響を引き続き注視しながら必要な支援を検討していくとともに、 コロナ禍等におけ
る農業者の収入減少リスクへの備えを強化するため収入保険の周知や加入推進などを
図ってまいりたいと考えております。
最後に、岡山市の女性農業者の状況とそれを増やす取組についての御質問ですが、岡

山市においても基幹的農業従事者に占める女性は減少しており、 1990 年は 5,199 人で
したが、 2020 年には 2、067 人となっております。本市では、優れた農業生産技術や経
営管理能力を有し農業後継者の育成に意欲的に取り組む女性農業者を平成 3 年度から
岡山市女性農業士として認定しております。現在 19 人の女性農業士がおり、女性農業
経営者に対する指導や地域女性の農業者グループの活動を促進する役割を担っていた
だいております。市は女性農業士が行う先進地視察や営農に関する勉強会などの活動を
支援することで、地域農業発展のリーダーとしての資質及び能力の向上を図っており、
女性農業者の活動強化を通じて女性農業者の確保に努めてまいりたいと考えておりま
す。
以上です。
○門田和宏

総務局長

9 番、地球温暖化防止とごみ減量についての項、新年度から新リース契約を電気自動
車にすべきでは、せめて市長車は優先的にしてはどうか、充電設備への取組の考えはに
一括してお答えいたします。
庁舎管理課で管理するリース公用車は、 リース契約更新時に比較的近距離で使用し
ているものや充電設備が確保できるものから関係部局と協議しながら電気自動車へ切
り替えているところであり、新年度から一律的に電気自動車へ切り替えることは困難で
あると考えております。また、電気自動車の導入に当たっては車両価格や走行距離、充
電設備が必要なことなど整理すべき課題も多くありますが、 引き続き市長車を含む公
用車について岡山市環境保全行動計画の下で国の動向や今後の技術革新及び費用対効
果も勘案しながら電気自動車を含む次世代自動車及び充電設備の拡大を図ってまいり
ます。
以上です。
○國米哲司

環境局長

同じ項、御質問に順次お答えします。
まず、温室効果ガス削減目標の達成状況と取組についてですが、直近のデータである
2017 年度における岡山市域から排出された温室効果ガス排出量は 611 万 9,000 トンで、
基準年の 2013 年と比べ 35 万 7,000 トン、約 55％減少しており、 2020 年の目標達成に
向けほぼ目標値に沿った数値で進んでいます。部門ごとの取組としては全ての部門にお
いてスマートエネルギー導入補助事業を実施し、産業部門及び民生業務部門では環境負
荷の低減に取り組む事業所をグリーンカンパニーとして認定し、省エネ取組事例の紹介
や省エネ相談等を行いました。民生家庭部門では、 ライトダウンキャンペーンをはじ
めとした各種啓発事業を行いました。
また、運輸部門では、エコドライブ講習会を開催しました。

次に、カーボンゼロ社会のビジョンとロードマップについてですが、脱炭素社会の実
現に向けては省エネルギーや再生可能エネルギー利用の取組、低炭素型の製品、サービ
スの利用など市民一人一人の行動変容が重要になると考えております。こうした取組に
対し、市でも公民館等での出前講座などで市民に対して必要な情報を発信し意見をいた
だいてまいります。
次に、富山公民館での講座についてですが、山陽学園大学から ESD の取組の一環とし
て地域での気候変動について住民と学ぶ機会を設けたいとの相談をいただき、富山公民
館の協力を得て令和 2 年度から識座が開催され、現在も活発に活動していると聞いてお
ります。
次に、気候市民会議についてです。
岡山市としても地球温暖化対策は市民、事業者とともに連携協働して取り組んでいく
必要があると考えており、札幌市で行われた先進的な取組も参考に市民、事業者と情報
を共有する方法等について研究していきたいと思います。
次に、電気自動車の公用車への優先導入についての岡山市の考え方についてです。
国は 2035 年までに新車販売を電動車に限定するなど、脱炭素社会に向けた動きを加
速しており、中央省庁など国の機関が公用車を購入する際、電動車を優先的に選ぶ方針
としました。岡山市においても脱炭素社会を目指す中で電動車への切替えを進め、あわ
せて庁舎等に充電設備を増設することが必要であると考えており、環境局としては引き
続き電動車への切替え等について関係部局へ働きかけてまいります。
次に、公用車として使用している電気自動車の台数です。
平成 21 年度より導入を開始し、現在の台数は 35 台となっています。
○赤坂隆

産業観光局長

同じ項で、プラスチックの肥料殻についての御質問ですが、被覆肥料は成分が徐々に
土域中に溶け出すため生育途中での追肥が省略でき、また地下水等への肥料成分の流出
が少ないなどの利点があり、多くの農業者の間で広く使われております。
一方、肥料成分が溶け出した後の被膜殻が河川や海洋等へ流出する可能性もあり、この
ため肥料メーカーは肥料袋に流出防止に関する注意事項を記載し農業者に注意喚起す
るとともに、分解性の高い被膜素材の製品化に取り組んでおり、また国においても水田
からの流出防止についての研究が進められております。本市においても、被覆肥料の適
正な取扱いをホームページにてお知らせしてきたところですが、今後とも業界や国、県
の動きを注視してまいりたいと考えております。
以上です。
○林恭生都市整備局長
10、公共交通についての項、関西高校前踏切の拡幅についてです。

桃太郎線 LRT 化については基本計画の策定を中断したところですが、 LRT 化により
踏切を廃止し LRT と自動車などを 1 つの信号交差点で処理する考えに変わりはありま
せん。当該箇所については、 LRT 化を実現するまでの暫定整備として近隣踏切との統
廃合による拡幅について JR と協議を重ねた結果、現在の北向きに右折車線を設けた合
計 3 車線の車道と両側歩道を合わせた暫定踏切となっており、 JR との再協議によるさ
らなる踏切の拡幅については困難であると考えております。
以上です。
○平澤重之

都市整備局都市・交通・公園担当局長

同じ項、 コミュニティバスやデマンドタクシーについてと生活交通における新しい
取組についてです。
岡山市では、公共交通が不便な地区を対象に地元検討組織と一緒になってコミュニテ
ィバスやデマンド型乗合タクシーによる生活交通の確保に取り組んでおります。生活交
通では多くの方々に利用していただけるよう低廉な運賃に設定しており、免許返納者や
障害者への運賃割引を実施している地区もあります。デマン次に、プラスチックごみの
分別回収、 リサイクルに変わった理由についてです。
台風の大型化や豪雨災害の多発など気候変動の影響が顕在化していく中で、岡山市と
しても温暖化対策に積極的に取り組み持続可能な社会を目指すこととしたこと、 また
国においてもプラスチックごみをリサイクルして循環利用するためプラスチック資源
循環促進法案を今国会に提出し 2022 年度の施行を目指していることからプラスチック
ごみの分別回収、 リサイクルを行うこととしたものです。
次に、サーマルリサイクルに対する考え方についてです。
分別回収したプラスチックごみのうち、一部は残渣として焼却、熱回収されるものも
ありますが、今後プラスチックごみをそのまま原料にして新しい製品を造るマテリアル
リサイクルや製鉄所で鉄を造る際に使用したりガス化、油化して原料とするケミカルリ
サイクル等の技術革新が進み、 こうした状況は変化していくものと考えております。
次に、プラスチックごみの分別回収、 リサイクルによる広域処理施設の建設計画へ
の影響についてです。
可燃ごみ広域処理施設は令和 9 年度における 2 市 1 町の減量化されたごみ量を処理
するために必要な施設規模としており、プラスチックごみの分別回収、 リサイクルに
よる建設計画への影響はないものと考えております。
次に、プラスチック類ごみ専用袋についてです。
プラスチック類ごみ専用袋を使用するかどうかについては今後検討していきますが、
容器包装プラスチックと製品プラスチックについては一括回収を行う予定としており
ます。
最後に、桃太郎のまち岡山コンポストの拡大についてと多摩市、大川市の取組事例に

ついて一括してお答えします。
桃太郎のまち岡山コンボストについては、材料の調達数に限りがあり配布の拡大につ
いては困難な状況ですが、議員お示しの事例も含め生ごみの減量を進める手法を検討し
ていきたいと考えております。
以上です。
○赤坂隆

産業観光局長

同じ項で、プラスチックの肥料殻についての御質問ですが、被覆肥料は成分が徐々に
土域中に溶け出すため生育途中での追肥が省略でき、また地下水等への肥料成分の流出
が少ないなどの利点があり、多くの農業者の間で広く使われております。
一方、肥料成分が溶け出した後の被膜殻が河川や海洋等へ流出する可能性もあり、こ
のため肥料メーカーは肥料袋に流出防止に関する注意事項を記載し農業者に注意喚起
するとともに、分解性の高い被膜素材の製品化に取り組んでおり、また国においても水
田からの流出防止についての研究が進められております。本市においても、被覆肥料の
適正な取扱いをホームページにてお知らせしてきたところですが、今後とも業界や国、
県の動きを注視してまいりたいと考えております。
以上です。
○林恭生

都市整備局長

10，公共交通についての項、関西高校前踏切の拡幅についてです。
桃太郎線 LRT 化については基本計画の策定を中断したところですが、 LRT 化により
踏切を廃止し LRT と自動車などを 1 つの信号交差点で処理する考えに変わりはありま
せん。当該箇所については、 LRT 化を実現するまでの暫定整備として近隣踏切との統
廃合による拡幅について JR と協議を重ねた結果，現在の北向きに右折車線を設けた合
計 3 車線の車道と両側歩道を合わせた暫定踏切となっており、 JR との再協議によるさ
らなる踏切の拡幅については困難であると考えております。
以上です。
○平澤重之

都市整備局都市・交通・公園担当局長

同じ項、 コミュニティバスやデマンドタクシーについてと生活交通における新しい
取組についてです。
岡山市では、公共交通が不便な地区を対象に地元検討組織と一緒になってコミュニテ
ィバスやデマンド型乗合タクシーによる生活交通の確保に取り組んでおります。生活交
通では多くの方々に利用していただけるよう低廉な運賃に設定しており、免許返納者や
障害者への運賃割引を実施している地区もあります。デマンド型乗合タクシーを導入し
ている 6 地区においては、それぞれの地区で地元検討組織の創意工夫により運行計画や

運賃を設定しておりますが、区域運行の地区においては予約に応じて事業者が最短経路
で運行しており、また複数の利用で運賃が安くなるよう設定している地区もあります。
市においても来年度には地元負担を軽減するため、負担額の算出方法を見直すこととし
ており、今後も便利で使いやすく持続可能な生活交通の確保に努めてまいりたいと考え
ております。
以上です。
○菅野和良

教育長

子どもの教育環境整備についての項、順次お答えしてまいります。
まず、 GIGA スクール構想を進める上で子どもの健康管理と電磁波への対応というこ
とでございますが、今後 1 日における ICT 活用時間が増えていくことが予想されるた
め、子どもが画面を見る際の姿勢や顔との距離、教室内の明るさなど健康管理について
適切な指導を行ってまいります。
なお、学校で使用する機器は GIGA スクール整備事業のアクセスポイントも含め国の
指針に沿ったものを導入しているため、電磁波により児童・生徒の健康に悪影響を及ぼ
すことはないと認識しております。
次に、 35 人学級についての中，必要な教員について採用計画を策定するかという質
問ですが，教職員定数は児童・生徒数による学級数の変動など不確定な要素が多く毎年
安定的に採用するということで採用計画を策定することは困難であります。
次に、プレハブ教室の早急な解消等についてでありますが， 35 人の学級編制に伴い
不足する教室については空き教室の有効利用のほか、 リース契約によるプレハブ教室
で対応を考えております。少人数教室などの確保につきましては，既存教室を間仕切り
教室数の増加を図っておりますが、子どもの増減があることからプレハブ教室も利用し
ながら対応を行っているところであります。プレハブ教室についてはなるべく解消した
いと考えておりますが、新年度の直前に特別支援の児童・生徒数が確定することから教
室が不足する場合には 1 か月半程度で建築できるプレハブ教室でやむを得ず対応を行
っているところであります。今後子どもが減少したときは、撤去が容易であるプレハブ
教室のほうが学校用地の有効利用が図れると考えております。
続いて、就学援助の所得基準の根拠と今後の対応、またコロナ禍における児童・生徒
への影響ですが、就学援助の所得基準は国の生活保護基準を基に定めております。平成
26 年度以降生活保護基準が厳しくなる傾向にある中、就学援助については従来の所得
基準を維持しております。今後も引き続き国の動向などを注視するとともに、対象世帯
に大きな影響が及ばないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
なお、本年度の認定者数は昨年度に比べて若干増えており、新型コロナウイルス感染
症拡大に伴い家計の状況が急激に悪化した世帯が増えたものと認識しております。
続いて、適応指導教室のことについてで一括してお答えいたします。

現時点で南区に中学生対象の適応指導教室を設置する予定はなく、他の適応指導教室
において支援してまいります。学校では不登校の未然防止の取組を行っており、家庭を
訪問して登校を促したり教室以外の別室での対応したりしております。また、学校に行
きにくい児童・生徒には、学習支援や様々な体験活動などを通して学校復帰や自立に向
かうことができるようにするために適応指導教室の通室を進めているところでござい
ます。さらに適応指導教室などに通室することが難しい児童・生徒に対しては、訪問相
談や電話による相談ができるようにしており、個々の状態に応じた対策の充実を図って
まいります。
続いて、学校給食センターの移転建て替えについてですが、 まず給食センターの全
体構想、食数や学校名、今後のスケジュールについてであります。
新岡山学校給食センターは岡山市中区海吉地内での移転建て替えを想定しており、
この事業用地の取得にめどがつき次第、明らかにしていきたいと考えております。規模
としましては 7,000 食程度で検討しており、対象となる学校については給食の配送時間
が 30 分以内となる中学校を対象として想定しております。今後は令和 3 年度中に事業
用地の取得や事業方針の策定などに着手し、令和 4 年度から令和 6 年度にかけて事業者
の決定、建物建設を行い、令和 7 年度中の供用開始を目指しております。
この項最後に、安全・安心な学校給食の提供はどのように担保するのかというお尋ね
です。
本市では、現在でも基本献立の中にできるだけ地場産物を取り入れ、地産地消に努め
ているところであります。また、教育委員会や岡山県及び岡山市学校給食会が国の基準
に従って食品検査を計画的に実施し、食の安全を確保しているところであります。食数
は現在の岡山学校給食センターより増えますが、市全体の提供食数は変わらないため、
引き続き安全・安心な食材確保が可能と考えております。
以上でございます。
再質問
■下市このみ
それでは、再質問させていただきます。
まず、新型コロナウイルス関連なんですけれども、いつものように予防的措置として
のエッセンシャルワーカーヘの定期的な PCR 検査はしないという御答弁なんですけれ
ども、米国の疾病管理予防センターでは感染拡大を効果的に制御するには症状のある感
染者の特定と隔離に加えて無症状の感染者からの感染リスクを減らす必要があるとの
考察を発表しています。どんどんどんどん新しい事実が出てくるわけですよ。そういう
ことも考え、 またワクチンなんですけれども、今のところ 6 月までに 3、600 人分を送
付と国が言っているところです。ということは、打てるのは 7 月以降になるじゃないで
すか。この間どうするのかということが問題になってくると思うんです。年が明けてか

ら岡山市でも死亡者が増えていますので、それを心配しているんですけれども、本当に
予防策としての PCR 検査以外に何かお考えがあるのか、お答えいただきたいと思いま
す。
それと、区役所のところですけれども、福祉業務の話です。今御答弁では 6 福祉区で
はやっているけれども、 申請の受付等はしているという答弁だったのかなと思うんで
すが、ここで介護保険の相談申請、 これやっていないんですよ、区役所は。介謹保険
をこれから利用したいという人は増えると思うので、せめてここだけでも区でやってほ
しいなと思いますので、御答弁ください。
それから、理事にお聞きしたいのですが、岡山市は災害の少ない地域ですか。質問で
す。
それと、会計年度任用職員です。
今の御答弁では、災害時には災害対応は正規職員でするという御答弁でした。そうす
ると、万が一会計年度任用職員がそこにいるから、いろんなところに会計年度さん働い
ていますので、避難所となった例えば公民館とかの会計年度任用職員は何か災害で被害
に遭ったり、何かあったときには公務災害とはならないんでしょうか。会計年度任用職
員は、 こういうときの会計年度任用職員の職務は何になるんですか。教えてください。
それから、先ほどこのコロナ禍で、いろんな大変なことが起きております。その窓口
として、相談支援センターでということでした。ここ正規職員が対応するんですか。教
えてください。
それから、教育委員会が特定事業主行動計画、今度は目標は入っている。ただ、現状
で今教育長が答弁してくれました。そのことは、現在の岡山市職員と比べたら割合低い
んですよ。そこをどうやって改善していこうとお考えなのか、お示しください。
それから、岡山っ子ですけれども、私立の保育園の民営化ということを想定されてい
るのかなと今の答弁で思ったんですけれども、市民合意は必要がないとお考えなんです
か。初めてすることについては、市民合意要るんじゃないんかなと思うんです。保謹者
や地元の一定の理解があったらもうどんどん進めていく、そう考えているのかどうか、
もう一度お聞かせください。
それと、議会には常任委員会のほうに予算要求時とかに説明するということでしたが、
今も言ったように新たなことを始めるときには委員会のほうにも丁寧に説明するべき
だと思うんですけれども、いかがですか。
それから、公立園の定員割れ、問題です。なるべく人員を確保していこうということ
でしたが、児童福祉法第 24 条 1 項では市町村の保育の実施義務がありますよね。それ
で言うなら、私立は私立にお願いしないといけない、でも公立のほうは自分のところだ
から何としてでも定員割れだけは防いでほしいと、 これだけ行きたい子がいるんです
からお願いしたいと思うんですけど、どうですか。
それと、介護保険料ですけれども、滞納しているのが 200 万円未満の世帯が 9 割要は

所得の低い人たちは大変なわけですよ。今御答弁があったように、 80 万円の人は 11％
払っている、 1、200 万円の人は 2％しか払っていない、 ここのところはもう少し負担
割合を調整できなかったのかなと、 もう一度御答弁をお願いします。
それから、生活交通のところなんですけれども、ぜひもっと入れれるのじやないかと
いうことで、市の負担を、地域振興基金で対応できないんでしょうか。ここをお答えく
ださい。
それから、関西高校前の渋滞ですけれども、 もともとこの道路はどういう、いつま
でに完成させる計画だったのか、 LRT が入ってきてから何か変わってきているように
思えるんですけど、 もともとはどうだったのか、教えてください。
それから、教育委員会です。
就学援助についてですけれども、今申し上げたようにちょっと岡山市より低いところ
があるかどうか分かりません、 日本全国全部を調べるわけにもいかなかったので、こ
れだけを見たら岡山市とても低いと思うんです。何でこういう、 1.3 倍かな、生活保護
費の、でもまだ比べてみたらもう少し上げる必要があるんじゃないかなと思うんですけ
ど、 どうですか。
それから、不登校の子どもたちは居場所が必要なわけですよね。いろんなものをつく
ってあげないといけないと思うんですが、公民館とかの利用はどうでしょうか。
それから、プレハブ教室です。これからも教室は要る、 この前の御答弁でも 80 教室
要るのかな、そういうことを考えたらもっとプレハブ教室が要ることになってしまうの
で、 ここは再考してほしいと思います。
以上で終わります。
答弁
○河野広幸

理事

岡山が災害の少ない地域ですかという御質問ですが、過去の降水量、それから地震の
回数の統計データ、それから台風が来る回数ですね、そこら辺客観的な事実からすれば
決して多いとは言えないということが言えると思います。
以上です。
○門田和宏

総務局長

会計年度任用職員が災害のときに公務災害になるかどうかということでございます
が、 これについては個々のケース、ケースに応じて従事中の公務に起因しての傷病か
どうかということで判断されることになると考えております。
以上です。
○亀井良幸

市民協働局長

男女共同参画相談支援センターの人員体制についてです。
まず、正規職員が 2 名、それから再任用職員が 1 名、会計年度任用職員が 4 名という
ことで、正規職員については兼務ということになっております。
以上です。
○福井貴弘

保健福祉局長

3 点ほど質問いただいたと思います。
まず、 PCR 検査以外の予防策についてですけども、完全にゼロにするという完全な
策というのは難しいと思うんですが、何よりもやはりまずはマスクとか手洗いといった
基本的な防止策ということを徹底していただきたいということが一番だと思います。そ
の上で、今後その発生状況も見ながらにはなると思うんですが、先日市長のほうからも
答弁させていただきましたが、もし岡山市が今後緊急非常事態宣言というような状況に
なる中であれば、対象を限定にしていくかも分かりませんが、検討の余地はあろうかと
思います。
今後新たなまた有効策等が何か出てくれば、積極的に取り組んでいきたいとは思って
おります。
それから、介護保険の相談申請等も区役所でできないかということだったと思うんで
すが、今区役所等といいますか、介護保険のサービスの利用であったり具体的な相談と
いうのはなかなかやはり専門的な見地からの具体的な相談の場所があって、そこで相談
を受けるという体制も必要ですので、福祉事務所のほうで行っているという状況です。
それ以外の手続的なものということはできる限り幅広い場所でということで今の状態
になっているところですので、今後どういったところまで広げていけるかということを
また研究していくことになろうかと思います。
それから、介護保険料の負担割合のことの御質問あったかと思います。
答弁でも申し上げましたように、所得に応じての負担割合というのは確かに差はあろ
うかとは思います。
今回も新たに 14 段階というのを設けまして、そのあたりもどこまで設定を増やして
いくのがいいのかということも考えながら、 このたびまずは 14 段階ということを設け
たんですが、急激なことはなかなか難しいとは思うんですが、負担割合、それぞれの段
階のことも考えながら、また見直しのときにはそのバランスも考えて、 また設定を考
えていくことになろうかと思います。
以上です。
○田渕澄子

岡山っ子育成局長

3 点質問がございました。
民営化についての市民合意が、初めてすることには市民合意が必要ではということな

んですけども、平成 27 年度に施設整備の説明会を開きました。こちらの動き、 36 学
区について 1 つずつということは周知していっているということで御理解いただきた
いと思います。そしてまた、今は地域の協議会を中心に一つ一つ丁寧に説明したり合意
を得たりしながら進めているところであります。次の予算要求なんかのときだけではな
く、開始時に民営化の場合は議会でも委員会でも説明すべきではないかというところな
んですけども、開始時では毎度やっているわけではないんですけれども、年に例えば今
年度であれば 6 月議会で進捗状況等説明させてもらっています。そしてまた、予算など
を提示させてもらったときには説明いたしたいと思っています。
そして、公立園の定員割れのところなんですけども、やはり保育士確保、今は会計年
度任用職員が不足している状態でパートで補っている状態ですけれども、引き続きいろ
いろの工夫して保育士確保に努めたいと思います。そしてまた、園長先生なんかにお願
いを今年度もさせてもらったんですけれども、できるだけ定員割れのないように受入れ
を行うようにお願いというか、努めていきたいと思っております。
以上です。
○菅野和良

教育長

4 点ほど再質いただきました。
まず、特定事業主行動計画の市との乖離といいますか、 これについてどう改善して
いくかという話ですが、教職員への制度の周知をしっかり行うとともに、該当する男性
教職員には個別に子育て休暇などの取得などに向け所属長を通じて子育てへの参画の
啓発に努めているところであります。また、教職員は学級経営や事業実践に対する使命
感を持って業務に取り組んでおりますが．そのような中でも安心して休暇休業を取得で
きるような職場環境づくり、 ワーク・ライフ・バランスといいますか、そういう教職
員の意識改革に努力してまいりたいと考えております。
続いて、就学援助についてですが．先ほども答弁しましたように生活保護基準額が国
からどんどん減額される中、平成 26 年の基準額を維持しているということを御理解い
ただければと思います。
以上でございます。
○林恭生

都市整備局長

いつまでに完成させる道路なのかというお尋ねだったと思います。
この道路、都市計画道路米倉・津島線ということで順次南のほうから整備を進めてき
ておりまして、中環状線の一部となっております。そうした意味では、できるだけ早期
に整備したいとは考えておりますけれども、特にいつまでとというものではございませ
ん。
以上です。

○平澤重之

都市整備局都市・交通・公園担当局長

生活交通について、地域振興基金で対応できないのかという御質問です。
生活交通は地域のものとして費用についても一定の負担をいただくことにしており
ますが、負担が大きくなり過ぎますと継続が難しくなります。このことから、負担額の
算定方法を見直すこととし、今回負担額を来年度からは大きく減らすことといたしまし
た。生活交通において市が一方支払う費用については、地域振興基金で対応していきた
いと考えております。
以上です。
再々質問
■下市このみ議員
保健福祉局長、介護申請を区役所でしてほしいというのが私の思いです。もう一度お
答えください。さっき一緒に言ったから、でも介護申請もできないんですよ。してほし
いと思います。
それから、岡山っ子、 30 施設のときに説明会したということでしょう。今 36 に変
わっているんですよ。それはしなくていいんですか。もう一度お答えください。
答弁
○福井貴弘

保健福祉局長

介護申請といっても、なかなかいろいろ多分相談を伴うのかなということですので、
まずはその相談する場所としては今は福祉事務所ということなのかなとは思います。そ
の後の手続ということになれば、また場所の設定等もできるんじゃないかなと思います。
以上です。
○田渕澄子

岡山つ子育成局長

はい、平成 27 年当時は 30 の提供区域だったんですけども、その後 36 に変わった段
階で今いろんな地域協議会であるとか地域への説明会だとか、いろんな学区に入ってい
っています。そのときに、 36 提供区域になっていることは丁寧に説明していっており
ます。
以上です。

