平成 30 年11 月定例市議会
下市このみ個人質問
2018 年12月11日
質問項目
１．7月豪雨災害について
２．市庁舎の建て替えと支所のあり方等について
３．子どもと女性、高齢者の福祉に関連して
４．陸運支局跡地と地域要望、図書館整備実施計画の見直しについて

下市このみ
皆さんこんにちは。市民ネットの下市このみでございます。傍聴席の皆さん市政に興味
関心をお持ちいただきまして、議会までお越しいただきましてありがとうございます。
きょうは午前中に松本議員のほうから柿まつりが中止になってしまった、 また千間議
員のほうから百間川緑地についての質問もございました。先週のこの間の日珊日には、幡
多学区でロードレース大会があったんですけれども、 これは毎年百間川で行われていた
んですが、 ことしは幡多小学校のグラウンドで行うということになりました。7 月豪雨
災害の爪跡は至るところにまだまだございますし、検証と対策、教訓をしっかりしていか
なければと思い、質問に入ります。
まず、 7 月豪雨災害についてです。
市民ネットでは、市民の皆さんを交えて岡山県河川課と国の河川事務所に出向き勉強会
をしました。国ケ原の破堤について、県は河道掘削や樹木伐採の事業を検討中であり、国
ケ原の決壊箇所は今年度中の復旧工事の完成を目指しています。
さて、県の河川整備計画は、平成 15 年度に策定され、平成 35 年度の完成を目指してい
ますが、国の予算がピーク時の 2 割まで落ち込んでいる。計画はおくれ、平成 35 年度の
完成は見込めないという状況です．国ケ原の決壊の原因は、川の断面が足りないこともあ
ったようです。何回も越水している宇垣やクラインガルテンのある牧山などの改修も進ん
でいません。このままでは越水した付近で暮らす住民は安心できません。市民の安全を守
る立場から、岡山市は県に対してどういう申し入れを行い、どういうチェックをしている
のでしょうか。
旭川ダムについては、制限推移の 103.5 メートルからゲート敷高水位の 101 メートルま
で下げて放流しました。それでも、降水量はどんどんふえていき、放流量もふえていきま
した。緊急時に行う大盈放流まであと少しだったと言われています。どのようにお考えで
しようか。
市民の安全を守るために岡山市としてとれる対策は何がありますか。
岡山河川事務所では、担当者から百間川の土手や下流の樋門の整備が整ったので、一の
荒手を 1 メートル切り下げた。旭川に 4,000 トン、百間川に 2,000 トンを流すという計画
どおりに進み、問題はないとの説明でした。百間川は 6.92 メートルという氾濫危険水位
を超え、百間川の流域では内水氾濫が起きていることを知っていても、国としては問題は
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ないというのです。幾らそう言われても、ものすごい勢いで百間川に水が流れ込む状況を
見た近くの皆さんは恐怖を感じており、その影響で内水氾濫もいろいろなところで起きて
います。
旭川、旭川ダム、百間川と全体を見通した計画が、市民の安全が守られる計画が必要だ
と思います。河川法に定められている川の管理者は、国だったり県だったり市だったりと、
統一されておらず、責任の所在がはっきりしません。このことについてどのようにお考え
でしょうか。
今後、百間川への分流の検柾をし、対策を考え、公表すると河川事務所では言っていま
す。岡山市として百間川への分派の検証について議論する場はありますか。
次に、市庁舎の通てかえと支所のあり方についてです。
今議会冒頭で「市民サービスや業務効率の観点から、本庁機能と北区役所機能を全て集
約する建てかえ案で整備していく方針を決定した」と市長は表明しました。
さて、福祉文化会館・市民文化ホール用地は、再活用または処分検討地とされています。
芸術創造劇場が平成 34 年に完成すると、福祉文化会館・市民文化ホール用地は処分可能
地として一般競争入札の予定でしょうか。
福祉文化会館には．地下 1 階に障害者団体の事務所があり、障害者の方々の相談支援の
場となっています。ここが廃止されるなら、その機能は岡山市として必要なものであり、
補・すべきと考えます。
福祉に力を入れている岡山市は、障害者市民の皆さんの利便性向上を図り、憩いや交流
の場の創出として障害者センターを市庁舎に取り入れるべきではありませんか。
北区役所を市庁舎に取り込む基本構想を決めるときに、御津支所、建部支所等の今後の
あり方についても議論すべきではありませんか。
支所の福祉分野の機能は、市民生活を送る上でとても重要です。保育園・認定こども園
の入園から介護保険制度全般に関する相談に介護認定申請、身体障害者手帳、療育手帳な
ど、くらしの便利帳を見ると、福祉分野の 15 項目は、支所がなくなると福祉事務所まで
行かないとサービスが受けられません。このことについてどのようにお考えですか。
今後いつの時期にどの部署で支所のあり方について再検討します力も新市庁舎に関する
プロジェクトチームを立ち上げますか。
次に、子どもと女性、高齢者の福祉に関連してお伺いします。
12 月 2 日、岡山市でデート DV 防止全国ネットワーク地域フォーラム 2018 が開催され
ました。予防教育の普及を促進するための調査研究や政策提言、 当事者支援のための連
携、啓発活動等に関する事業を行い、デート DV のない社会の実現を目指していく活動を
しています。その中で、若年女性のための支援が少ないという指摘もありました。
さて、全国の児童相談所における 16 歳以上の養護相談受け付け件数は、 2017 年に約 1
万 6,000 件あり、2010 年から年々増加しています。
岡山市の 16 歳以降の養護相談件数を、男女別に過去 3 年間お示しください。
養護相談の穂類は、児童虐待とその他に分類されています。その他の内容について御説
明ください。
岡山県の一時保護所で保護した 16 歳以上の子どもの男女別人数は、 2015 年から女子
は 45 人、 44 人、 36 人、男子は 16 人、4 人、8 人です。岡山市の状況を御説明ください。
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女子が多い理由とその対応策について御説明ください。
デート DV 防止に向けた啓発についてどのように取り組んでいますか。
男女平等教育や LGBTQ の教育の浸透により、性のあり方や男女の違いを理解すること
は、デート DV の予防にもつながると思いますが、教育委員会の取り組みを御説明くださ
い。
がんで亡くなる人を減らそうと、がんの早期発見を目的にがん検診は行われています。
受診率を上げることはもちろんですが、梢密検査が必要な人を適切に見つけることも大
切です。がんの見落としが起きているという新聞報道もありました。
岡山市では検診の質を上げるため、 どのような取り組みを行っていますか。
小児がんの子どもや家族を支援する仕組みはありますか。
自治体が実施するがん検診の受診者数と精密検査の対象者の割合について御説明くださ
い。
高齢者夫婦の妻が要介護認定の申請をしました。後日訪問調査があり、認定謁査員が聞
き取り調査に来て、本人から状況を聞き取ります。特にお風呂や食事、上着の着脱など介
助が行われているかどうか尋ねられたそうです。夫の手助けがなければ、お風呂にも入れ
ないし、上着の着脱もできません。この場合、一人でできないと言えると思います。しか
し、認定調査員は「夫の介助があればできるのですね」と念押ししたそうです。夫も高齢
でまさしく老老介護です。夫の介助は介謹度の認定にどのように影響しますか。
ひとり暮らしと家族と同居では、介護度の認定に差が出るのでしょうか。
この認定調査員の調査及び言動は妥当なものと言えますか。
次に、陸運支局跡地と地域要望、図書館整備実施計画の見直しについてお伺いします。
財務局のホームページに、陸運支局跡地が一般競争入札（未実施） と掲載されていま
す。この土地は平成 28 年 12 月に幡多学区連合町内会より、中区の防災対策整備と公共施
設の集合についてという要望書が市長と教育長に提出されているものです。この要望書の
その後の取り扱いについて再度御説明ください。
この陸運支局跡地は、 まず県と市に必要かどうか聞くと説明されています。財務局か
ら市への問い合わせはいつごろどのような形でありましたか、 どのように対応しました
か。
次に、図書館整備実施計画ですが、今見直し作業中です。
先日、 NHK で「「運動よりも読書で健康になる！ ？」AI が示す「健康長寿」の方法」
が放送されました。テーマは「健康寿命」です。日本人の平均寿命は、男性約 81 歳、女
性約 87 歳で、健康寿命はそれぞれ約 72 歳、約 74 歳と、平均寿命引く健康寿命は約 10 年
の開きがあります。この 10 年にかかる医療費が生涯医療費の半分近くになり、 この差が
縮まれば、医療費や介讃澱が 10 年で 5 兆円抑えられるとの試算もあります。
運動よりも食事よりも健康要素につながるのは、本や雑誌を読むで、健康要素 119、不
健康要素ゼロという完壁な健康要素です。その証拠に、健康で長生きは、山梨県であり、
健康寿命は男件全国 1 位、女性全国 3 位です。運勤・スポーツ実施率は全国最下位ですが、
人口 10 万人当たりの図書館数は 6.59 館、全国平均 2.61 館もあります。
岡山市は蔵書数 1 万冊ほどの足守図書館を入れても 10 館ですから、 1.4 館しかありま
せん。図書館は健康寿命延伸のための重要なツールだと AI が示しています。このことに
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ついてどのようにお考えか、保健福祉局長と教育長の答弁を求めます。
図書館整備実施計画の見直し中ですが、東部地区図書館用地のある幡多学区にはいつご
ろ説明に行くのでしようか。
また、 コミュニティハウスと地区図書館の合築についてどのようにお考えですか。
以上です。
答弁
〇田中利直

危機管理担当局長

1 番目の 7 月豪雨災害についての項、旭川ダムの緊急時の大量放流対策のうち、市民の
安全を守るための対策にお答えいたします。
ダムの放流に伴う河川水位の上昇につきましては、危険氾濫水位などの基準を定め、避
難情報を発令しております。緊急時の大量放流につきましては、河川水位の上昇が容易に
考えられますので、課題抽出検討委員会でも取り上げ、県、国と改めて協議すべき問題と
考えております。以上です。
○桐野眞二

下水道河川局長

同じ項、 まず県との関係ですが、北区御津宇垣地区を含む御津支所管内の旭川につい
ては、毎年しゅんせつや河川改修の要望啓を提出しており、北区中牧についても、 7 月
豪雨災害後、早期河川改修について要望書を提出したところです。
今回新たに設置した県との情報共有の場である意見交換会で定期的に事業の進捗状況を
確認してまいりたいと考えております。
次に、旭川ダムについてですが、旭川ダムでは、洪水を迎える前に貯水位を下げており、
洪水調節中も随時降雨状況、流入量の予測を行い、ダムの洪水調節機能を発揮したダム操
作を行ったと県より聞いており、市としても同様に認識しております。
次に、旭川、百間川について河川管理者についてですが、河川法では国土保全上または
国民経済上特に重要な水系で政令により指定したものに係る河川で、国土交通大臣が指定
した河川を一級河川とし、国が管理者となっております。ただし、区間を指定して都道府
県、あるいは政令指定都市が一部の管理を行うことができることとなっております。河川
の整備については、水系ごとに定めた河川整備基本方針に沿って定めた河川整備計画に基
づき行うこととしており、基本的には水系全体としてバランスのとれた適正な管理に努め
ているものと考えています。
次に、百間川への分派の検証についてですが、議員御指摘の百間川の分派の検証結果が
公表された場合、開催する予定の岡山河川事務所との意見交換会において意見交換したい
と考えております。以上です。
○河野広幸

総務局長

2 番目の市庁舎の建てかえと支所のあり方等についての項、新市庁舎に関するプロジェ
クトチームについてお答えいたします。
現在、市役所内に市民窓口機能や執務機能など、新しい本庁舎に備えるべき機能、性能
ごとのワーキンググループを設置して、本庁舎整備の検討を行っているところでございま
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す。以上です。
○荒島茂樹

市民生活局長

同じ項で、福祉文化会館・市民文化ホールの用地についての質問にお答えいたします。
両施設の跡地は民間活用する方向で考えておりまして、具体的な処分の手続については、
岡山市公共施設等総合管理計画の方針にのっとり対応していくことになるものと考えてお
ります。
続きまして、支所の福祉機能とそれから支所のあり方を再検討する時期や部署について
のお尋ねでございます。
支所のあり方につきましては、福祉機能を含めて現在市民生活局を中心に今年度末を目
途に一定の方向性をお示しできるよう協議を進めているところでございます。以上です。
○森安浩一郎

保健福祉局長

同じ項、障害者センターについてです。
福祉文化会館の障害者センターで行われている障害者の方々への相談事業などについて
は、長年にわたりあの場所で障害のある方の生活を支えてきたものであり、岡山市障害者
団体連合会の皆様の意見をお聞きしながら対応してまいりたいと考えています。
○江田美幸

市民協働局長

3 番目、子どもと女性、高齢者の福祉に関連しての項、デート DV 防止の啓発について
お答えいたします。
デート DV 防止の啓発につきましては、DV 対策基本計画に位置づけて取り組んでおり
ます。特に若年層を対象とするデート DV に特化した啓発講座は、平成 29 年度では高校
で 1 回、短期大学で 2 回開催いたしました。以上です。
〇森安浩一郎

保健福祉局長

同じ項、まず検診の質を上げるための取り組みについてです。
胃がん、肺がん、乳がんについては、検査結果を 2 人以上の専門医師による読影を行う
など、精度管理に努めております。また、検診を実施している全医療機関に対して、検査
結果から精度管理指標である要精研率、がん発見率などを算出し、国の標準値と比較した
ものを送付することで、 自院の検診精度を上げていくよう求めているところです。
次に、小児がんの子どもや家族の支援についてです。
本市では、 18 歳未満で小児慢性特定疾病医療の認定を受けた児童の小児がん治療に対
し、医療費の自己負担分の一部を補助しています。また、保健所において治療や療養など
に関する相談に応じるとともに、 NPO 法人に委託して小児がんや長期療養を要する子ど
もに対するピアサポート相談や学習支援、子どもや家族同士の相互交流事業などを行って
います。
次に、本市が実施しているがん検診の受診者数と梢密検査対象者の割合です。
それぞれ胃がん検診受診者 1 万 5,336 人中、要精検対象者 1,569 人、 10.2%、肺がん検
診受診者 5 万 3,750 人中、要精検対象者 2,016 人、 3.8%、大腸がん検診受診者 4 万 3,426
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人中、要精検対象者 3,466 人、8.0 ％、子宮がん検診受診者 1 万 8,447 人中、要精検対象者 216
人、 1．2 ％、乳がん検診受診者 1 万 3,995 人中、要精検対象者 1,086 人、 7.7%となって
います。
次に、夫の介助の介護度の認定への影響、ひとり暮らしと家族との同居での介護度の差、
認定調査員の調査及び言動についてです。
要介護認定に必要な認定調査は、法令で定められた全国一律の基準に基づいて行ってい
ます。要介護度は生じている介護の手間を数値化することで決定され、その介護の手間に
は入浴や食事、衣服の着脱などが含まれています。調査では、介護を必要とする御本人の
状態像を見て、 これらに係る介護の手間を想定しますので、夫の介助があるか、 またひ
とり暮らしか、家族との同居の場合かで介護度に差が出ることはありません。要介護認定
の調査時には．判定結果に及ぶような言動はしないよう認定調査員に対しては、調査時の
質問方法なども含めて定期的に研修を行っており、今後も適切な認定調査に努めてまいり
ます。以上です。
〇小野典生

岡山つ子育成局長

同じ項、 16 歳以降の過去 3 年の養護相談件数男女別と養護相談のその他の内容につい
てです。
岡山市の 16 歳から 18 歳の養護相談件数は、平成 27 年度は男 27 件、女 40 件、平成 28
年度は男 44 件、女 46 件、平成 29 年度は男 36 件、女 76 件でした。養護相談のうち、そ
の他の内容については、虐待以外のものをその他と取り扱っており、虐待通告はあったが、
調査の結果、虐待とまでは言えないケースや、養育相談、家出などが含まれております。
次に、岡山市の一時保護所で保護した 16 歳以上の男女別人数は、女子が多い理由とそ
の対策はについてです。
保護した人数は、平成 27 年度は男 2 人、女 12 人、平成 28 年度は男 6 人、女 12 人、平
成 29 年度は男 5 人、女 19 人と女子が多い状況となっております。その理由は、女子のほ
うが親とのトラブルが家出につながりやすいこと、性犯罪に巻き込まれるリスクから、警
察に保護される割合が高いことなどが考えられます。
対応策の一つとしましては、身近に相談できる大人がいる環境を整えていくことが重要
と考えており、関係機関と連携しながら、それぞれのケースに応じて対応してまいります。
以上です。
〇菅野和良

教育長

同じ項、デート DV の予防にもつながる男女平等教育、 LGBTQ の教育についての教育
委員会の取り組みでありますが、デート DV の予防につきましては、平成 26 年度に改訂
しました男女平等教育指導の手引、中学校編の中に事業案を掲裁し、活用を図っていると
ころであります。
また、道徳や保健体育科などの授業において。異性を理解し、互いに尊重する、そうい
うことの大切さについて学習しております。以上でございます。
○田中利直

危機管理担当局長
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4 番目の陸運支局跡地と地域の要望、図書館整実施計画の見直しについての項、陸運支
局跡地の地域要望のうち、竜操防災センターと避難場所にお答えいたします。
避難所機能を持つ防災センターの整備につきましては、松本議員にお答えしたとおりで
す。以上です。
〇山本修司

財政局長

同じ項で、陸運支局跡地と地域要望について、財務局から市への問い合わせと対応につ
いてお答えします。
当該跡地については、平成 29 年 6 月及び本年 4 月に財務省中国財務局岡山財務事務所
から「国有財産に関する情報提供について」として文書が発せられた後、本年 11 月に財
務省中国財務局から「未利用国有地の状況の情報提供について」として、平成 29 年度に
おける未利用国有地の保有状況等をホームページに掲載したとの情報提供が文書であり、
その都度庁内に情報提供しているところです。以上です。
〇荒島茂樹

市民生活局長

同じ質問で、市民生活局関連についてお答えいたします。
東岡山市民サービスコーナーがございますが、現在民間施設を賃貸しており、効率的な
運営ができていると考えております。今のところ移設については考えておりません。以上
です。
○江田美幸

市民協働局長

同じ項、 コミュニティハウスに関する要望書について、 またコミュニティハウスと地
区図書館の合築についての御質問にお答えします。
コミュニティハウスの整備に当たっては、建設を要望される学区、地区の住民の方に建
設用地を確保していただくことを原則としており、新たに用地を取得することは考えてお
りません。
未設置学区におけるコミュニティハウスの整備に当たっては、遊休市有地の活用や他の
施設との複合化等の手法も取り入れ進めることとしており、御質問の幡多学区についても
同様であると考えております。以上です。
〇菅野和良

教育長

同じ項、 まず陸運支局跡地と地域要望についてでありますが、教育委員会の立場から
御答弁します。要望のうち、東公民館につきましては、昨年度屋根などの防水や駐車スペ
ースの拡大を含めた耐震改修工事を行うとともに、施設の長寿命化を図ったことから、当
面移転するという状況にはございません。
また、東部地区図書館につきましては、陸運支局跡地に整備する計画はございません。
次に、図書館は健康寿命延伸のための菰要なツールであると AI が示しているが、どの
ように考えているかというお尋ねですが、図書館を利用していただくことにより、健康寿
命が延びることを期待しております｡
次に、図書館整備実施計画の見直しについて、東部地区図書館用地のある幡多学区には
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いつごろ説明に行くのか、 またコミュニティハウスと地区図書館の合築についてどのよ
うに考えているかについてのお尋ねに一括してお答えします。
地元への御説明の時期については、 まだ決まっておりません。また、 コミュニティハ
ウスとの合築については、現在のところ計画はございません。以上でございます。
○森安浩一郎

保健福祉局長

同じ項、図書館は健康寿命延伸のための亜要なツールだと AI が示しているがについて
お答えします。
健康寿命延伸については、運動、栄養、社会参加が重要と言われており、その中の一つ
として読書の機会なども含まれると考えられますが、いずれにしても何が健康寿命の延伸
に結びつくかについて精査を重ねていきたいと考えています。以上です。

再質問（一問一答）
■下市このみ
それでは、一問一答で再質問させていただきます。
まず、最初の 7 月豪雨災害についてです。
今回、本当に岡山市にとったら大変な災害でございました。特に私が気になっているの
は、旭川、旭川ダム、百間川なんですけれども、県とも国ともお話ししました。
まず、今回の状況、緊急時に行う大量放流まであと少しだったと言われていますし、私
が見ているところ、旭川ダムの最高貯水位は 108.87 メートル、これ 7 月 7 日の夜中 1 時 45
分でした。異常降水時の防災操作開始水位というのは 109.5 メートルとされていて、わず
か 63 センチしか差がないんですね。こういう状況について市民に惰報提供するべきでは
ないかと思うんですが、 どうですか。
○田中利直

危機管理担当局長

今ダムの放流量につきましては、ダム事務所からのファクスであるとか、それからダム
の事務所所が発信しているホームページ等で確認はしておりますが、その逐次の放流につ
いては今のところ市民のほうへお伝えはしておりません｡以上です。
■下市このみ
私がお尋ねしているのは、 このときにしろということではなくて、 こういうことが起
きたんだということを、大量放流まで少し、大量放流の危険性もあったということも含め
て、 こうだったという惰報を提供する必要があるんじゃないかと思うんですけれども、
そこはどうですか。
○田中利直

危機管理相当局長

今回そういうことに至ったということについては、 まだ県のほうと今話ししていると
ころでございまして、県のほうとの見解もまだ聞いておりませんので、今後そのあたりは
確認したいと考えております。以上です。
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■下市このみ
今、私の質問で国や県との意見交換会、国とも意見交換会を行うというお話でしたし、
県については定期的に行っていくというお話を聞きました。その内容を市民に情報提供し
ていくべきではないかと思うんですが、その辺はどうお考えでしょうか。
○桐野眞二

下水道河川局長

県との情報交換の場におきましては、河川を中心に、 これは下水道河川局のほうでメ
ーンとして県の河川課を主体として情報交換を行っているものです。全てについて交換し
ているわけではございません。そういった中で、情報交換まだいろいろやるべきことがあ
りますので、そういった中で必要に応じて市民への情報提供というものも考えていくと思
います。
■下市このみ
情報交換したり、県の事業についてチェックしていただいたり、ぜひ岡山市には頑張っ
ていただきたいんです。その際に、やっぱり先ほども申し上げましたけれども、県にして
も国にしても、 自分の計画がどうだったというのが一番になっているように私は感じま
した。岡山市にはぜひ市民の声を代弁してほしいわけです。すごく怖かったとか、たくさ
んの地域が水につかったとか、そういう市民の立場に立って国や県と話ししてほしいと思
うんですけど、どうですか。
〇桐野眞二

下水道河川局長

9 月議会でも議員の方からもいろいろな御意見をお伺いしました。それから、市民の方
からもいろいろな御意見をお伺いしております。そういったことを、特に市民の立場とい
うんですか、そういったことを国、県のほうに伝えていきたいと思っております。
■下市このみ
よろしくお願いします｡このことを忘れちゃいけないと私は思っています。もう 5 カ月
たちまして、随分記憶の遠くになっているかもしれませんけれども、特に中区については
百間川にこれだけの水が流れてきたということでの大きなことがございます。検証をこれ
からしていくし．国や県ともこれからお話しするんですから、 しっかりとその情報を今
後も市民に提供してほしいと思います。そのツールとしては何をお考えですか。
〇桐野眞二

下水道河川局長

まず、市の中でも 7 月豪雨の検証、あるいは対策検討委員会等実施しております。そう
いった中で対策等の●可否●も定めていきますので、そういったことも利用して御報告す
るようなことになるかと思います。
■下市このみ
いやいや、市民に提供するすべですよ。ホームページを使うのとか、市政だよりを使
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うとかあるじゃないですか、その辺はどのようにお考えですか。
桐野眞二

下水道河川局長

そういった今議員御提案のありましたようなことも含めて、情報提供等を考えていきた
いと思います。
■下市このみ
では次に、 2 番の市庁舎の建てかえと支所のあり方についてなんですけれども、今保
健福祉局長から障害者の団体の皆さんの意見を聞いて対応していくというお話があったん
ですが、これ障害者団体の皆さんと何回お話ししています。
○森安浩一郎

保健福祉局長

以前からこの議会でも御質問があって、その都度お話しさせていただいております。最
近では少し話はできていないというのが事実でございます。以上です。
■下市このみ
そうなんです。市民文化ホールと市民会館の合築でというお話があったときには、団体
の皆さんとお話ししていた。でも、 ここ、こんなに市民会館が動いてきたのにもかかわ
らず、 こっちのお話はできていないんですよね。ぜひ障害者団体の皆さんと協議する場
を持ってほしいんですけれども、その辺御決意をお願いします。
○森安浩一郎

保健福祉局長

皆様との意見交換、御意見を伺う機会を持っていきたいと思います。以上です。
■下市このみ
それで今回は、市庁舎の建てかえに伴っていろんな北区役所を合築する、それから外に
出ている部署も合築するという市長の表明でございました。私は障害者市民の皆さんの利
便性の向上というのを岡山市としては図ってほしいと思っているんですね。それで、先ほ
どのプロジェクトチームを立ち上げますかというところは、機能や性能についてワーキン
ググループで議論しているということだったんですが、そのワーキンググループで今のよ
うなお話ができるんですか。
○河野広幸

総務局長

現在のワーキンググループでは、今の障害者団体の件については、話はまだ出ていない
と思っております。〔
■下市このみ
それでは、ぜひ幅広く何が必要なのか、 この市庁舎というか、 ここの位置に市民にと
って利便性が高まるようなもの、なくなってしまうから補・するということは、今保健福
祉局長からもあったわけですから、そういうことも入れてこれから基本碑想をつくるわけ
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ですから、ぜひ考えてほしいと思います。
それでもう一つは、支所の問題です。
本年度末に市民生活局が中心になって方針を検討するということですよね。高齢化率は
御津が 36.4 ％、建部が 42.6 ％です。こういう状況も加味して考えますか。
○荒島茂樹

市民生活局長

それぞれの支所の置かれている状況を踏まえて検討していきたいと考えております。
■下市このみ
今議会、前の議会ででもですけども、支所の災害のときの機能のことについては、たく
さん意見も出ています。私は保健福祉関係の機能が非常に重要だと思います。そこに住ん
でいる人たちが、今は支所でできている。先ほども申しましたけれども、 このくらしの
便利帳を見れば、 この中で 15 項目は支所ならあるけれども、地域センターではないとい
う項目なんです。そのことをしっかり頭に入れて考えてほしいんですけれども、それが市
民生活局だけでできるんですか。
○荒島茂樹

市民生活局長

市民生活局が中心となって庁内の関係各部署と連携して検討しております。
■下市このみ
では、ぜひ市民の利便性を下げないという視点で考えてほしいと思います。
では、次の子どもと女性、高齢者の福祉に関連してに行きます。
今回デート DV の防止ということでお話しさせていただきました。まずどこの、部署が 3
つあるんです。保健福祉局、市民協働局、教育委員会。皆さんそれぞれの局でこのデート DV
の実態というのは何らかの手段で把握できているんでしょうか。
○江田美幸

市民協働局長

市民協働局では、参画の相談センターに寄せられる DV 相談というものがデータという
か、になっていると思われますので、デート DV に特化したデータということではないと
考えております。
■下市このみ
議長、ほかの答弁した人にも聞きたいです。
今回、予防教育の重要性ということについてが主眼だと思うんです。 このデート DV
についてはね。それで、今言ったように岡山っ子育成局、市民協働局、教青委員会、ばら
ばらの取り組みなんですよ。この 3 つが連携した取り組み、予防教育を進めるべきだと思
うんですけれども、 どうですか。
○河野広幸

総務局長

議員今御質問にありました関係する部局がばらばらでやっている。その詳しい内容につ
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きましては、それぞれの部局に聞かないとはっきりとはわかりませんけども、ばらばらで
やっていくということが、全体の状況を把握しながら進めていくということのほうがいい
ということであれば、それぞれ関係部局で協議しながら進めていくという方向で考えてみ
るのがいいんではないかと考えております。以上です。
■下市このみ
ぜひ連携した取り組みをお願いしたいと思います。
それで、次なんですけれども、高齢者夫婦の訪問調査です。これ本人と夫の意見しか聞
かなかった。同席していた近所に住んでいる、介護の支援もしているお嫁さんの意見は全
く聞かなかったというんですけれども、こういう訪問調査で合っているんですか。
○森安浩一郎

保健福祉局長

介護認定の調査については、一番は日常生活について調査するということから、 日常
の生活が一番よくわかる方、御本人、それから一番近くで介助されている方にお尋ねする
ことが多いかと思います。それ以外の方に意見を聞かなかったという状況はよくわかりま
せんけども、 引き続き研修などで調査の適正化を図っていきたいと思います。
■下市このみ
この訪問調査では、市民の方に自立になるんじゃないかということを思わせるような訪
問調査だったんです。これはまずいと思いますので、 しっかりと検証してほしいと思い
ます。
最後に、陸運支局跡地と地域要望、図書館整備実施計画なんですけれども、まず今それ
ぞれの局から回答がありましたけれども、 こういう状況を地元には説明しないんでしょ
うか。
○河野広幸

総務局長

各関係部局のほうでそういった問題があれば、問題というか、 申し入れということも
含めまして、そういったことがあれば地元のほうには御説明していくもんだと考えており
ますが、今のところ計画がないということでございますので、地元のほうの説明は現在の
ところないという状況だと認識しております。以上でございます。
■下市このみ
いろんな要望書を出したときに、回答するということがありますよね。大きなことかも
しれませんけれども、これも学区の要望なんですよ。それがどういうふうなことだという
ことは、岡山市の今のルールでいえば、返すべきなんじやないかと思うんですけど、その
辺はいかがですか。
〇福井貴弘

市長公室長

広聴の分野でいろんな要望は取りまとめさせていただく場合もあります。細かい内容に
なれば、それぞれの部局から返していただくということにはなろうかと思いますが、その
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回答状況がどうなっているかということを把握しながら、担当のほうにも伝えていきたい
と思います。
■下市このみ
国からの問い合わせについてなんですけれども、 きのう岡山財務事務所に電話して確
認しましたところ、まだ財務事務所のほうでは事務委任を受けていなくて、 これから正
式に公共優先で考えるので、県と市または社会福祉法人に聞くと言っています。これ私の
情報違いますか。
〇山本修司

財政局長

先ほど御答弁いたしましたように、今まで国の財務局のほうから、一応情報提供という
ことでの文書での御案内でしたので、今後そういう紹介があれば、それに対して対応して
いくことになると考えております。以上です。
■下市このみ
私は地元の要望を重く受けとめてほしいと思っています。
それで、最後の東部地区図書館用地なんですけれども、幡多学区に説明に行くのは決ま
っていないということでした。整備計画ができてからではなくて、見直し中に説明に行く
べきだと考えますが、 どうですか。
○菅野和良

教育長

地元への説明については、はっきりした時期までは決まっておりませんけれども、パブ
リックコメントを受けて、案をまとめる間には地元へ御説明することになろうと考えてお
ります。
■下市このみ
AI が出した健康寿命への一番の近道は、図書館をたくさん整備することではないかと
私は考えています。今整備計画策定中ではございますが、教育長にこの図書館の必要性に
ついてもう一度お願いします。
〇菅野和良

教育長

図書館を利用していただくことにより健康寿命が延びるということは期待はしておりま
すけれども、それ以外にも栄養、生活習慣、運動、医療、家族や社会とのつながりなどさ
まざまな要因の総合的な結果として健康長寿が得られるものではないと考えております。
NHK の番組も私も見ましたが、AI が因果関係を導くことはできませんということも紹
介されておりまして、 これだけに特定の因果関係ということにはならないのではないか
ということも思っております。ただ、図書館で本を読むということは、やはり生涯学習の
大根本といいますか、一番身近な生涯学習であると思いますし、豊かに生きていく上で非
常に大切なものであると考えております。以上です。
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