
　思わず昨今の豪雨災害を連想してしまう、風情の足り
ない私です。

さて、先の議会では「保育と教育の充
実について」議論を行いました。
岡山市の「子ども・子育て支援新制度」
は 2年目に入ったところですが、就学
前施設の今後や、保育の受け皿整備、
そして放課後の充実などが、この 5年、
10年でどのような手順でどこまでた
どり着こうとしているのか、市民にも

事業者にも、もうひとつ見えてこないもどかしさが付き
まとっているように思います。「ニッポン一億総活躍プラ
ン」が少なくとも向こう 10年間を見据えた取り組みの方
向を示しているのとは対照的です。
市は、自分たちの決めた手順を一つずつ進めるだけでな
く、「市民に知らせる」ことから発想した仕事の仕方に変
えていくべきだ、と感じているところです。

　さて、本年度 800 人分の受け皿整備を岡山市は目指し
ていますが、今後どれくらいの新たなニーズが顕在化す
るのか図りかねているようです。
私は「子ども・子育て支援新制度」の検討段階で 5000
人分と言ってきました。
根拠は以下のグラフを基にした試算です。

M字カーブ解消による女性の労働力人口増加の試算（内
閣府男女共同参画局）のうちの、一番下の赤い折れ線が、
女性の労働力率（≒就業率）の実績です。

　続いて国際比較のグラフです。

Ｍ字カーブは欧米諸国では既に見られません。
岡山市は２５歳から４５歳のＭ字カーブが消失するアメ
リカ並みのまちを目指すことも、潜在する就業希望を叶
えるドイツのようなまちを目指すことも、さらにそれよ
り高いスウェーデン並みのまちを目指すこともできます。
つまり目指すまちの姿で、整備すべき保育の受け皿目標
も変わってくるのです。若い活気のあるまちを目指さな
ければ、それなりのまちになってしまうからです。
私はドタバタと後追いにならない計画の作り方、まちの
創り方をすべきだと考えています。

　今年の 4月、岡山市では 2年前と比べ保育の受け皿を
937 人分増やしたにも関わらず、未入園児童数も 772 人
から 1343 人へと 571 人増えました。つまり単純計算で
は 2年間で 1,508 人の新たなニーズが増えたということ
です。
これを「若いまち・岡山のポテンシャル」と見ることも
できます。また「女性の更なる活躍を推進するうえで、
子育て環境の充実が不可欠な証し」と見ることもできま
す。
政府の新たな第二の矢は「夢をつむぐ子育て支援」です。
そして岡山市の将来都市像は「誰もがあこがれる充実の
子育て・教育都市」です。
であるならば、「子育ての安心を提供すべき」でしょう。
それは、申し込んだら入れるという安心感こそが、何よ
りも求められている政策だと思うからです。
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近くで、いつでも役立つ「コンビニ」と「身近な議員」を重ね合わせて名付けた市政報告です。ご一読ください。
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　障がいのある人たちは親元で暮

らすことが困難になった時に、入

所施設という特定の場でしか生活

できない時代が長く続いてきまし

たが、現在、障がいのある人たち

が自分の暮らしたいところで暮ら

せるようにという方向で地域中心

の福祉が進められています。

　障がいのある方が住み慣れた地

域で自立した生活をしていただく

ためには、 障がい者グループホー

ム（以下、GH）などの住まいの

場の確保が重要です。

　そこで、まず実態調査を行いま

した。

　岡山県内のGH定員数のうち、

岡山市内分は 4分の 1しか整備が

進んでおらず、GHを利用する岡

山市の障がい者の半数近くが市外

のGHに居住されています。明ら

かに整備が遅れ、足りない状況が

見て取れます。

　次にGHの規模です。面積別に

まとめたところ、床面積が不明な

ものを除くと 84％が 100 ㎡未満

であり、また定員別では５人用ま

でが 85％と、小規模です。

　建物の調達については、新築は

少なく既存建物の活用が 92％、

また賃貸が 85％と、経営が厳し

いことがうかがわれます。

　まとめますと、岡山市のグループ

ホームの 8割から 9割は、100 ㎡

未満の、事業者が借りた中古物件

に 5人までの障がい者が住んでい

るということです。

　岡山市は、第 4期計画（27～

29 年）で 150 人程度の入居を計

画しています。第 3期計画 3年間

の定員増加は 62 人でしたから

250％近い計画であり、かなりの

ハイピッチで、民間事業者に整備

をしていただかなければなりませ

ん。

　さて、岡山市では、全国平均と

比較すると既存戸建て住宅のうち、

実際には地域に一番多いと思われ

る 100 ㎡～ 200 ㎡の GHがほと

んどないことが課題です。

　一方、岡山市では 100 ㎡以上の

既存住宅をGHに用途変更する際

は、「寄宿舎」扱いとなるため建築

確認申請が必要になり、敷地内の

通路や廊下の幅等の条件を満たす

必要があります。

　厚労省と国交省では「障がい者

の住まいの確保のための福祉部局

と住宅部局の連携について」、平成

21年、24年に通知を発出し、障

がい者向けの施策の情報共有・連

携強化を自治体にも求めてきまし

た。

　また、福島県、鳥取県、愛知県

では、障がい者が地域で暮らすた

めに小規模なものまで一律に寄宿

舎として取り扱うことが本当に必

要なのかどうかを、関係する部局

が一堂に会して検討を行った結果、

小規模な既存住宅の転用について

は住宅として取り扱うこととしま

した。

　これら 3県の取り組みに続き、

国は平成 26年の建築基準法施行

　そして全国平均と較べてこうし

た割合が顕著です。戸建て住宅の活用と、小規模な
障がい者グループホームの

整備について

【調査結果（右図）】
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　今年の 4月、岡山市では 2年前と比べ保育の受け皿を
937 人分増やしたにも関わらず、未入園児童数も 772 人
から 1343 人へと 571 人増えました。つまり単純計算で
は 2年間で 1,508 人の新たなニーズが増えたということ
です。
これを「若いまち・岡山のポテンシャル」と見ることも
できます。また「女性の更なる活躍を推進するうえで、
子育て環境の充実が不可欠な証し」と見ることもできま
す。
政府の新たな第二の矢は「夢をつむぐ子育て支援」です。
そして岡山市の将来都市像は「誰もがあこがれる充実の
子育て・教育都市」です。
であるならば、「子育ての安心を提供すべき」でしょう。
それは、申し込んだら入れるという安心感こそが、何よ
りも求められている政策だと思うからです。

　→「障がい者が地域の中で普通に暮らすために、都
市整備局と保健福祉局が連携の中で、空き家の利活用
を含め適切に対応してまいりたい」との答弁があり
ました。

令の改正により、GHの利用者の避難上の安全が確保さ

れる場合には、間仕切壁の防火対策の規制の適用を除外

することとしました。この緩和によって、3県の取り組

みとの差はかなり縮まってきたものの未だ残っていま

す。

　この表のとおり、わが国では新築住宅の割合が高く、

既存住宅の流通割合は約 15％と、欧米諸国と比べると驚

くほど低い水準にあります。

　この度、国交省の住生活基本計画案には、初めて空き

家に関する数値目標が設けられるとともに、介護・福祉

施設などへの用途転換などを進めると明記されました。

その基本的な方針には、障がい者等が安心して暮らせる

住宅を確保できる環境を実現する、としています。

　一方、岡山市空家等対策協議会は、空家等対策計画案

に「空家の他用途への転用」を掲げており、障がい者や

高齢者等の社会福祉施設等としての利活用を進めること

としています。

　そこで、同協議会の委員に障がい等、福祉関係団体を

加え推進体制の強化を図るよう求めました。

　片腕に障がいがある身体障がい者 2級、片足に障がい

がある身体障がい者 3級の 18 歳未満の人を運ぶため、

車を所有している介護者や生計同一者については、岡山

県が自動車税を免除し市が軽自動車税を課税しているの

は、「障がい者の視点から見れば理解しがたい」と、改善

するよう福吉議員が求めたのに対し、

　今議会で、羽場議員の福祉専門枠についての質問に対

して、大森市長から「以前、私が就任して直後だったと

思いますが、竹之内議員からも同じ質問をいただいたと

記憶しています」と、わざわざ言及していただきました

ので、26年 12月の個人質問の一部を改めて紹介させて

いただきます。

　「岡山市の窓口は、いわば申請手続きの窓口です。職員

も一般事務職で、基本的には資格を持った専門職ではあ

りません。従って専門分

野はそれぞれの事業所任

せの、まさに通過窓口で

す。

　障がいのある方が安心

して相談に行ける、でき

れば次のステップも備え

てある、総合的で専門性

が高いワンストップの窓

口が必要です。

　また、本市は障害部門

に限らず、積極的に社会

福祉専門職を配置してき

ませんでした。他都市と

比べると歴然としていま

す（右図は 26年度）。専

門職の採用を求めます。」

→「専門的な知識を持って将来の岡山市の福祉行政を
担うことのできる人材について焦点を当てて考えて
いくべきと考えております。社会福祉専門職の採用
について、前向きに対応したい」との答弁がありま
した。

　→「今後、計画の推進段階では、福祉をはじめと
する幅広い関係団体と連携が必要であると認識して
おり、協議会の委員構成においては、計画の推進状
況等を見ながら検討する」とのことでした。

　大森市長から「16年度から全額を減免する方向で
考えている」と答弁がありました。

議会答弁から

【身体障がい者の軽自動車税を全額免除へ】

【障がい者の支援充実へ】

【空き家活用の視点】
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　駅前広場は、利用者にとっても交通事業者にとっても
満足度が課題ですが、その狭隘さゆえに解決の決定打が
打てないまま今日に至っています。
そこで私たち公明党岡山市議団（以下、市議団）は、路
面電車岡山駅前広場乗り入れ事業に関する調査予算が付
いたのを機に、本事業と関係の深い 17 団体・企業への聞
き取り調査と意見交換を行いました。
調査を通じて、岡山駅前広場乗り入れ事業自体には好意
的な意見が多いにもかかわらず注文がつくのは、国交省
出身市長のリーダーシップにより、長年の停滞感を打破
できるのではとの期待の表出であると感じました。
早速、市議団 3役が大森市長に調査結果の概要を伝え、
意見交換を行いました。

今後とも、「岡山市民未
来創生プラン、（以下、
創生プラン）」で提言し
た、岡山駅を起点とした
まちづくりに全力で取り
組んでまいります

　熊本地震を受けて、大森市長に「平成 28年熊本地震に
伴う要望書」を提出させていただきました。
岡山と同じく比較的災害が少ないと言われていた熊本で
大震災が発生したことから、顕在化した課題に対する検
証を求めるとともに、対策強化等について全９項目にわ
たる要望を盛り込みました。

　市議団は 8人全員が防災士です。今後も岡山市の防災・
減災対策の強化に取り組んでまいります。

　岡山独自の文化芸術を作り出し、国内外へ発信してい
く創造型の劇場を目指します。ご期待ください。

　大森市長は「新しい文化芸術施設（新市民会館）」の整
備地について、当初の予定どおり「千日前地区市街地再
開発事業地」とすることを決定いたしました。
通行量の減少が激しい表町商店街南部は、岡山駅と都心
1kmスクエアの対角に位置しており、新たな賑わい拠点
の整備が欠かせないと、市議団も「創生プラン」で提言
してきたところです。
　このほど策定された基本計画によると、新しい文化芸
術施設は、「魅せる」「集う」「つくる」という活動を中心
として、心豊かな市民生活の実現をめざしています。
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◎路面電車岡山駅前広場乗り入れ事業調査 ◎新しい文化芸術施設が千日前地区に

◎防災・減災へ一層の備えを
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　 これまで岡山市は、自宅から 30分未満の距離に
利用可能な園がある未入園児童については、自宅か
ら園と勤務地が違う方向にあるなど、現実的には通
園が困難な場合であっても待機児童に含めていませ
んでした。しかし、こうした取扱いは市民感覚から
かけ離れているとし、大森市長が定義の見直しを行っ
たことで、今年4月1日現在の岡山市の待機児童数は、
昨年度の134人から729人へと大幅に増加しました。
市議団が「創生プラン」で求めてきた方向に沿う判
断であり、市長の英断を評価するとともに、希望す
る人すべてが安心して子どもを生み育てることがで
きる社会の実現を目指し、保育環境のさらなる整備・
充実に全力を尽くしてまいります。

◎「待機児童の数 729 人」の衝撃と期待


