
　これは、長期構想で岡山市が目指す都市像です。
「桃太郎」のように健康で元気なまちへと、私も全力で
取り組んでまいります。

　さて、大森・岡山市長が
「おかやま躍動予算」と名付
けて編成した新年度事業が
スタートです。
私の個人質問と主な施策を
報告いたします。

　行政という自動販売機にコイン（税金）を入れさえす
れば商品（サービス）が出てきた時代は終わりました。
今後、岡山市では社会福祉だけでなく、膨れ上がる施設
や橋梁などの更新費用を税収で賄うことは難しくなって
きます。
　そこで、行政にはない民間の知恵とノウハウを積極的
に活用（＝公民連携）する自治体が増えてきました。
１月に視察させていただいた横浜市は、公民連携が政策
のど真ん中に位置付けられています。
　一方、岡山市では、大森市政になってから地域課題
　（外側）を解決するための市民協働に積極的に取り組み
始めていますが、行政の中（内側）の事務事業を公民
でがっぷり四つに組んでやっていこうという明確な姿勢
は読み取れません。
　私は、民間にとって敷居の高い行政が「民間の知恵
やノウハウ」を活用するには「対話」ができる窓口（し
かもウエルカムな窓口）を開く必要があると申し上げ、
設置を求めました。この窓口は、民間の皆さまの発想、
提案、相談に応じ、いつでも中の組織に繋ぐとともに、
行政の各部署を広く外につなぐ役割を担う部署として
機能するだけでなく、職員の啓発や教育も担うことに

　→「官民連携のあり方を整理して議論を深めてい
く」、「中期計画に位置付ける」という答弁でしたの
で期待したいと思います。

　→後期高齢者健診は、健診自体の効用と併せて、
がん検診受診率の上昇が期待でき、また、地域の
「かかりつけ医」を持つことで、日頃から体調管理だ
けでなく、生活の状況なども併せて医師に把握して
もらっておくことが可能となり、切れ目のない医療・
介護の提供、重症化予防などの役割が期待できること
から、今後も各医療機関からの勧奨や広報紙等で健診
の周知を図っていきます。

　平成20年に後期高齢者医療制度が始まって以降、70歳
代の市民の健康診断の受診者数が大きく変化しています。
平成 19年度には、70歳代前半と後半の受診者数はほぼ
同数でしたが平成 27年度（1月末暫定値）では 70歳代
後半の受診者数は前半の 4割にも満たない結果となって
います（下図）。受診率で比べても前半は 35.4％、後半
は 15.3％とその差は歴然です。

単に制度の違いというだけではなく、75歳を超えた方に
は、健診のご案内が個別に通知されないことが影響して
いるように感じます。
　一方、後期高齢者健診の予算措置の多くは後期高齢者
広域連合によるものですが、やり方は岡山市に委ねられ
ています。さらに健診は副次的効用も期待されますので、
岡山市として取り組みを工夫するよう求めました。

公民連携の次のステップについて

後期高齢者の健康診断について
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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。

なるはずです。
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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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　→「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】

既存住宅流通シェアの国際比較
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　私たちは、皆さまからのお声や独自のアンケート調査に基
づいて、議会質問、政策提案、予算要望書等を行い、事業の
具体化を求めてきたところです。
　その中から、28年度予算において前進した主な事業（一部、
本年はじめに実施された事業を含む）をご紹介いたします。

　2月定例市議会では、岡山市の長期構想に基づき、以下
の 11 項目について公明党岡山市議団の代表質問を磯野
議員が行いました。

　これまで公明党岡山市議団では受診率向上等の対策を
求めてきました。
本市の乳がんと肺がんの死亡数が全国平均を上回ってい
ることから、新年度から乳がん検診と肺がん検診はワンコ
イン（500 円）検診となり、また胃がん検診では内視鏡検診
が選択できるようになります。

　市民の方が地域へ親しみを感じ、市の都市イメージや好
感度の向上を目的として原動機付自転車のオリジナルナン
バープレート交付が始まりました。
プレートのデザインは、市内の工業デザインを学んでいる高
校生の作品２点を採用したものです。
※交付場所：各区市税事務所、支所、地域センター
※現行プレートとの交換です（300 円）

●平成 28年度予算案について
●圏域をリードし、都市の持続的発展を支える都市経営
●地域経済の活性化による、魅力と活力あふれるまちづくり
●コンパクトでネットワーク化された快適で多様なまちづくり
●歴史と文化が薫り、誇りと一体感の持てるまちづくり
●安心して子育てができ、若者や女性が輝くまちづくり
●つながる教育で未来を拓く人材を育むまちづくり
●理解を深め合い、ともに築く市民主体のまちづくり
●住み慣れた地域で安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり
●地域の力を活かした災害に強く安全・安心なまちづくり
●豊かな自然と調和した市民の手による持続可能なまちづくり

　これまでの就学前の無料に加え、4月から小
学生の通院医療費の負担を現行の 3 割から 1
割に軽減します。
（入院は中学校まで既に無料です。）

　お近くのコンビニで、1 月から個人市民税・
軽自動車税・固定資産税を納めたり、2月から
住民票の写し・印鑑証明書を受け取ることが
できるようになりました。

　経済効果が大きい観光事業を推進するには
方針も計画も予算も必要です。プラン策定によ
り、取り組みのギアが一段上がります。

　若手農業者への研修やマッチング、初期施設
整備費などの支援を始めるとともに、「おかやま
マルシェ（仮称）」の開催等を通じて地産地消を
推進します。

　事故が多発している用水路の危険箇所への
安全対策は待ったなしです。この度、集中実施
すべく、市長が予算を上積みしました。

◆身近な市民サービスが充実

◆まちの活力を拡大

◆支えあうまちづくり

◆安心・安全が前進

◎子ども医療費の負担軽減

◎コンビニとの連携

◎観光アクションプランを策定

◎がん対策

◎農業振興へ新規事業を開始

小さな声がカタチになりました。 市民とともにまちづくりを！

市政ニュース

　全ての区役所への手話通訳者の配置や、各
区役所・各福祉事務所へのテレビ電話の設置
で、障がいを理由とする差別の解消を推進しま
す。

◎共生社会の実現

　白血病などの血液難病の治療に欠かせない
骨髄ドナーやドナーが働く事業所等へ奨励金
を交付し、登録や提供を推進します。

◎骨髄バンクドナーの負担軽減

◎オリジナルナンバープレート

公明党岡山市議団
岡山市北区大 供 1丁目1-1
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発行

　住宅における防火に効果が高い警報器の設
置が義務化されています。市内 28 万世帯への
案内とともに、消防職・団員が皆さまのご自宅
へ啓発に出向きます。

◎用水路への転落防止対策

◎住宅用火災警報器の設置促進


