2020 年（令和2 年）11 月定例市議会
下市このみ個人質問
2020 年12 月9 日
質問項目

1.新型コロナウイルス感染症に関連して
2.介護保険と高齢者福祉について
3.公民館と地域担当職員について
■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す。今日最終日、4 人目まで午前中ということで、サクサク
と進んでいるなと思っておりますが、新型コロナウイルスに関連する質問も多く出ており
ます。昨日も岡山市では 6 人の患者が発生して、患者総数は 363 人になりました。本当に
感染拡大防止に向けて、さらなる対策が必要だというふうに思っております。
それでは質問に入らせていただきます。
1.新型コロナウイルス感染症に関連して
① PCR 検査の更なる拡大
福岡市は、介護や医療の施設従事者に対し、新型コロナウイルス感染の有無を調べる
PCR 検査を無料で実施すると発表しています。
高齢者や基礎疾患を抱えているなど重症化しやすい人への感染拡大の防止が狙いです。
岡山市は、重症化しやすい方々をどのように守っていきますか。
PCR 検査の更なる拡大をしませんか。
②感染者情報の公表基準
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う感染者の情報を巡っては、地域での感染情報の独
り歩きや感染者への差別などが問題になっています。現実に地域では、子どもの陽性患者
が発生した場合など、保護者の間でＳＮＳなどでの拡散、憶測が横行しているようで、き
ちんとした情報を出してほしいという声をお聞きしています。
発表基準を作成し公開した方が情報の受け手の理解を助けるとの専門家の指摘もありま
す。
感染者情報の公表について、基準を作り、公開しませんか。
学校の休校は、教育委員会の判断だと 9 月議会で教育長は答弁しています。
学級閉鎖や学年閉鎖は、校長が行うのですか。
③「がん検診」の受診者数
新型コロナウイルスの影響で、健康増進法に基づいて自治体が実施している「がん検診」
の受診者数が大幅に減っていると、県健康づくり財団が発表しています。
岡山市のがん検診は、胃がん、前立腺がん、乳がん、子宮がんなどは 2 年に 1 回となって
おり、今年受けないと次は 4 年後になります。現実に 1 回がん検診を受けなかったことに
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より、症状の進んでしまった方もいらっしゃいます。
今年のがん検診の状況をご説明ください。
コロナ禍で検診を受けられなかった方に対しては、来年もがん検診を受けられるような配
慮を考えませんか。
④結婚新生活支援事業について
今年 4 月から 9 月の岡山市への妊娠届は 2789 件で、前年同期（3022 件）から 7.7 ％減
少しています。
9 月議会で、私が今年度前半の婚姻数を尋ねたところ、「今年 4 月から 8 月について、平
成 30 年と比較すると 99 件減少した」との答弁でした。
内閣府は、新婚世帯の家賃や敷金・礼金、引っ越し代など新生活にかかる費用について、
来年度から 60 万円を上限に補助する方針を固めています。政令市では、千葉市、新潟市、
静岡市、神戸市で、岡山県内では、真庭市、和気町、矢掛町が実施しています。
岡山市ではこの事業には取り組んでいません。理由をお聞かせください。
このことについて、岡山市に問い合わせたところ、電話交換では担当課がないといわれ、
広報広聴課に回されたと聞きました。
実施していない事業への問い合わせに、広報広聴課課はどのように対応しているのか、ご
説明ください。
⑤認知症の悪化
広島大などの調査によると、新型コロナウイルス感染拡大による外出規制などの生活の
変化で、認知症の人への影響を担当する介護従事者に尋ねると、認知機能の低下など症状
が悪化していることがわかりました。医療・介護施設では 39 ％、在宅介護では 38 ％が認
知症の人に影響が出たと答えています。
介護サービスの増加も必要であり、要介護度の変更申請も必要だと考えます。
岡山市は、認知症機能の低下した人へどのような支援ができますか。
ケアマネージャーへの指導はできますか。
⑥ひとり親への支援
しんぐるまざあず・ふぉーらむの調査によると、コロナに関連して雇用や収入に影響を
受けた人が 7 割超、自分が感染したら子どもの世話ができなくなる懸念から、仕事をして
いた人の 3 割が「自発的に」休業や退職した、6 割が気分障害・不安障害に相当する苦痛
を感じており、メンタルヘルスの状況が大変に悪いことも判明しています。
岡山市は、このようなひとり親の状況をどのように把握していますか。
児童扶養手当受給者への支援金支給が行われています。これまで児童扶養手当をもらって
いなかった、ひとり親にもその支援は行き届いていますか。何人が受給できていますか。
メンタルヘルスの状況が悪いひとり親への対応策はどのようにとれますか。
⑦就学援助の申請にハンコも持参もいらない
新型コロナウイルスの感染拡大防止には、人と人の関わりを減らすことが大切です。就
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学援助費

新入学準備費

交付申請書のハンコはもうすでに不要となっています。

コロナ関連の様々な申請は、はじめから郵送で行われています。
この時期に就学援助費も同様に郵送で受け付けることを考えませんか。
また、押印義務づけが行政サービスのオンライン化の阻害要因になっていることを踏まえ、
オンライン化の検討状況をご説明ください。
2、介護保険と高齢者福祉について
①介護保険料の見通し
毎月の介護保険料の支払いが滞り、年金などの資産を差し押さえられる高齢者が全国で
は年間 2 万人近くいます。介護保険料の月額全国平均は、2000 年度 2911 円、2018 年度 5869
円、2025 年度 7200 円程度になると見込まれています
岡山市の介護保険料の見通しについてご説明ください。
岡山市の第 8 期計画では介護保険料は 7050 円程度と見込まれています。
全国平均よりかなり高く払えない人が増えると考えられますが、減額できませんか。
②介護保険料が高くて払えない
介護保険料を滞納して、預貯金や不動産といった資産の差し押さえ処分を受けた高齢者
が増えています。岡山市の 2019 年度の介護保険料差し押さえ件数は 619 件 5569 万円もあ
ります。介護保険料を滞納すると介護保険サービスを利用する際にペナルティがあり、10
割払った後に償還払いした方が 6 人、給付金が減額された方が 69 人いました。
このような状況をどのように分析していますか。
介護保険料が払えずに介護保険サービスを受けられない人をどのように救えますか。
③生活援助サービス
先日、要介護 2 の方から「同居家族がいるから、生活援助サービスは受けられない」と
ケアマネージャーにいわれたとお聞きしました。高齢者のご夫婦はケアマネージャーにい
われるとそれに従うしかありません。丁寧な説明が必要だと考えます。
同居家族がいる方への訪問介護(生活援助)の考え方をお示しください。
また、ケアマネージャーへの指導についてもご説明ください。
介護離職ゼロがいわれて久しいわけですが、その目標に向けてどのような施策をとってい
ますか。
④要介護認定
2018 年 11 議会の私の質問に「要介護認定に必要な調査は、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。夫の介助が
あるか、またひとり暮らしか、家族との同居かで介護度に差が出ることはありません。」
と保健福祉局長は答弁しています。今回、「同居しているおじいさんが、車に乗れる、買
い物に行ける、病院にも連れて行けるので、要介護 3 になるのは難しいだろう」と今サー
ビスを受けている事業所から言われたそうです。
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介護保険で、何か、変わったことがあるのでしょうか。
局長答弁と現場の違いにどのように対応しますか。
⑤買い物弱者向け支援事業
過疎や小売業の撤退で生活必需品の購入が難しい「買い物弱者」への対応策として、車
に商品を積んで地域を回る「移動スーパー」が注目されています。食料品などを売るだけ
でなく、ひとり暮らしの高齢者の見守りや特殊詐欺被害の防止、コミュニケーションの場
など役割も広がりつつあります。
市町村による買い物弱者向け支援事業としては様々なものがあります。
宅配や買い物代行サービス、移動販売車の導入・運営、青空市場など仮設店舗の運営など
の助成制度を考えませんか。
⑥高齢者のウオーキング事業
ウオーキングは手軽にできて、人気のある運動です。高齢者にとっては運動機能の向上
だけでなく、メンタルヘルスの改善効果も期待でき、医療費を抑える効果もありそうです。
横浜市が取り組むウオーキングを促す事業でも、そうした効果が確認されています。
岡山市も高齢者のウオーキング事業等を始めませんか。
3、公民館と地域担当職員について
①社会教育主事は専門職
公民館基本方針では、「すべての人に開かれ、地域から世界へと開かれた自由な学び合
いにより、多様なつながりが生まれ、社会の問題を私たちのこととしてとらえ、学びと実
践を繰り返しながら未来へと一歩一歩進み、一人ひとりの人生を豊かに、そして、持続可
能な社会づくりに貢献する公民館を目指す」としています。
これを達成していくためには、専門職としての社会教育主事が必要だと考えます。
大学で社会教育を学び、社会教育主事任用資格を取った人、公民館での経験を生かして資
格を取った人などを専門職として採用すべきだと考えますが、いかがですか。
②地域担当職員の仕事は何か
「地域担当職員は、地域活動の支援、地域活動の担い手づくり等につながる「地域応援
人づくり講座」の開催など地域住民が集まる公民館を拠点とし地域活動につなげ、支え合
い事業立ち上げ等支援を行う」との局長答弁がありました。
会計年度任用職員である地域担当業務等の中身についてご説明ください。
③公民館職員
会計年度任用職員の公民館における各種講座等の企画・実施及び管理・経理の事務等と
されています。正規職員との違いをご説明ください。
④日曜日勤務
公民館の開館時間は、日曜日は 9:30 から 17:00、水曜日は休館で、その他は 9:30 から 21:00

-4-

となっています。
会計年度任用職員に日曜日のひとり勤務をさせることは、公の施設の管理上問題はありま
せんか。

答弁
〇小山直人

市長広報室長

1、新型コロナウイルス感染症対応に関連して（4）実施していない事業への問い合わせに
ついてお答えいたします。実施していない事業へのお問い合わせをいただいた場合は、他
自治体での実施状況等も参考にしながら関連する課を検討し、情報提供を行っております。
以上でございます。
〇福井貴弘

保健福祉局長

同じ項、重症化しやすい方々をどのように守るか、PCR 検査のさらなる拡大は、につ
いては、自民党政隆会川本議員、日本共産党の林議員にご答弁したとおりです。
次に、感染者情報の公表について基準をつくり、公開しないかについてですが、国の基
準に基づき、個別の状況に応じて公表内容を決定しています。市独自の公表基準を作成す
る予定はありません。
次に、がん検診の受診状況、検診を受けられなかった方への配慮についてです。現時点
における対前年度比は、それぞれ集団検診の受診率は、60 ％弱、個別検診は 90 ％程度に
なっております。2 年に一度のがん検診については、前年度検診を受けていない方は、従
来から次年度においても受診可能となっております。
次に、認知症機能の低下した人へどのような支援ができるか、ケアマネージャーへの指
導は可能かについてです。心身の状態に変化が生じ、要介護度の見直しが必要である場合
は、区分変更申請をすることができます。ケアマネージャーは利用者の継続的なアセスメ
ントや居宅サービス計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更
等を行うものとなっており、実地指導等において周知・指導をしております。
以上です。
〇近藤康彦

岡山っ子育成局子育て支援担当局長

同じ項、結婚新生活支援事業についてのお尋ねです。
国の結婚生活支援事業は、支給対象者に年齢制限や所得制限があることに加え、補助内
容が引っ越し費用や家賃、敷金等に限られるなど、メニューが限定的です。また本事業を
導入している政令市では、どの市も補助件数を予算の範囲内に限定しており、対象者であ
っても補助が受けられないケースも想定されます。本市としては効率性の面で制度設計が
難しいと考え、導入しておりません。
次に、ひとり親の支援のうち、ひとり親の把握状況、それからメンタルヘルス面の対応
策について一括してお答えします。
登録者の約 7 割をひとり親が占めている親子応援メールのアンケートでは、約 9 割の方
が収入減や支出の増加など家計の苦しさを挙げ､約 3 割の方がストレスが高まった､困った
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時に頼れる親や知人がいないと答えています｡生活の苦しさからストレスや孤立感が高ま
っている状況が伺えます。そのため､親子応援メールで､ひとり親が参加しやすいイベント
や交流の場などを紹介するとともに､メンタルの深刻な状況が感じられた場合には､必要な
相談窓口を紹介しているところです。
続きまして、支援金の受給についてのお尋ねです。
「岡山市ひとり親世帯支援金」の受給世帯は､ 1 1 月末現在で､ 5736 件です。そのうち､
公的年金等で対象外となっていた世帯は 121 件(約 2 ％)､家計急変で新たに対象となった
世帯は 235 件(約 4 ％）です。
以上です。
〇菅野和良

教育長

同じ項、感染者情報の公表基準のなか、学級閉鎖や学年閉鎖は､校長が行うのかという
お尋ねですが、感染症予防上必要があるときは、保健所と相談のうえ、必要に応じて設置
者である教育委員会が判断することになります。
この項最後に、就学援助申請の郵送受付とオンライン化の検討状況についてであります
が、郵送申請やオンライン化を実施することで、申請者に受付場所へ出向いていただく必
要がなくなるなどのメリットが想定される一方で、個々の案件へのきめ細かな対応ができ
なくなる、受付処理が一カ所に集中することよる認定作業の遅れなどのデメリットも想定
されます。
今後は令和 5 年度に予定している学籍･就学援助システム更改や国が進める地方公共団体
の情報システムの標準化の動向も踏
まえながら、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
たいと考えています。
以上でございます。
〇福井貴弘

保健福祉局長

二つ目の、介護保険と高齢者福祉についての項に順次お答えいたします。
介護保険料の見通し、保険料を減額できないかについては、日本共産党竹永議員にご答
弁したとおりです｡
次に滞納者の状況をどのように分析しているか、介護サービスをを受けられない人をど
のように救うのかについてです。
滞納者や給付制限を受けた方は､'早期の丁寧な納付相談等の取り組みにより、減少傾向に
あります。また、償還払いの方は、滞納保険料の納付又は分割納付等の約束があれば解除
できるため、納付相談を働きかけています。
給付額減額の方は、一定期間 3 割の自己負担をすることを踏まえ、ケアマネジャーなどと
サービス利用について相談するようお伝えしております。
次に、同居家族がいる方の訪問介護の考え方、ケアマネジャーの指導、介護離職ゼロに
向けての施策についてです。
生活援助サービスは、同居家族の状況等を確認した上で､利用が可能な場合もあります｡
ケアマネージャーに対しては､集団指導等において､適切な対応をするよう周知していま
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す｡今後も、介護離職ゼロに向けて、更にサービス提供体制の充実に努めてまいります。
次に、要介護認定で何か変わったことがあるか、答弁と現場の違いにどう対応するのか
についてです。
要介護認定の考え方は、以前ご答弁したとおりであり､変更ありません。
サービス事業所に対しては、集団指導の場などにおいて、適切な対応をするよう周知に努
めてまいります。
次に、買い物弱者向け支援事業として助成制度を考えないかについてです。
現在､買い物弱者向けの支援としては、地域包括支援センターなどが､移動販売などに関
する情報提供を行ったり、支え合い推進員が､買い物弱者向けの支援を含む地域での支え
合いの仕組みづくりを行ってい､ます。
現時点では､､助成制度の導入童では考えていませんが、今後、買い物弱者への支援体制の
充実に向けて研究してまいりたいと考えています。
この項、最後に高齢者のウォーキング事業を始めてはどうかについてです。
岡山市では、「おかやまケンコー大作戦」などを通じて、幅広い世代の方に対し、“歩
く”ことによる健康づくりに取り組んできました。
今後も、引き続き介護予防教室等で、より多くの高齢者の方に、フレイル予防の周知や"
歩く"ことの重要性を理解してもらうことで、実際の行動に繋がるきっかけづくりを行っ
ていきます。
以上です。
〇亀井良幸

市民協働局長

公民館と地域担当職員についての項、地域担当業務等の事務の中身についてお答えしま
す。
地域担当職員は､公民館を拠点に､地域の会議や地域活動に参加するなどして、地域のニ
ーズや課題等の把握に努め､地域の各種団体に情報の共有を図り、団体間の連携や､市の担
当課につなげるなど､地域の課題解決に向けた支援を行っております。以上です。
〇菅野和良

教育長

同じ項、まず、社会教育主事の採用についてであります。
教育委員会としては、社会教育に関する専門性を有する職員の公民館への配置の重要性
は認識しており、大学で社会教育を学んだり、公民館で経験を積むなどして､社会教育主
事資格を取得した人を採用しているほか､社会教育主事資格や､その資格取得に必要な実務
経験を有する事務職員などの異動により、各館に正規の社会教育主事を配置しているとこ
ろであります。
次に、公民館職員についてでありますが、公民館における会計年度任用職員と正規職員
との職務の違いについてであります。
正規職員､社会教育主事は､会計年度任用職員､公民館主事が行う業務のほか、公民館の
管理運営業務の中心として、地域での社会教育事業の企画､指導､助言を行うとともに、全
公民館が連携しての市全体の社会教育を進めております。
この項最後に、日曜日勤務についてでありますが、会計年度任用職員に日曜日の 1 人勤
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務をさせることについて問題は
ないかというお尋ねです。
主催講座等の開催がない日曜日につきましては、貸室貸与が主な業務となることから、
会計年度任用職員が 1 人で勤務する場合もございますが、その場合においても、公民館振
興室において､複数の職員がバックアップする体制を敷いており、施設管理上、問題はな
いと考えております。
以上でございます。
再質問
■下市このみ
では、一問一答で再質問をさせていただきます。
まず、PCR 検査のさらなる拡大についてでなんですけれど、今回、だいぶ質問も重な
っております。昨日の林議員への答弁で、少しでも症状がある場合には、仕事は休み、か
かりつけ医等を受診することを呼びかけ、PCR 検査を行うことで感染拡大防止を図って
いきたいとありました。年末年始、医療機関がお休みになることが多いと思うんですけれ
ども、その辺は何か対策をお考えですか。
〇福井貴弘

保健福祉局長

まだ具体的にどれくらいの医療機関がっていうのはわかりませんが、毎年年末年始も、
輪番制等で行う医療機関もございますし、病院とかは、当然救急等の対応がございます。
そういったなかで、できるだけ取れる方法を最善のものというかたちでとっていきたいと
思います。以上です。
■下市このみ
最近、テレビでかかりつけ医からは、コロナ感染ではないと言われて、お家にいたら、
お家で亡くなっていたというケースもありました。かかりつけ医に言われたけれども、心
配だという場合は、保健所の方で対応ができるんでしょうか。
〇福井貴弘

保健福祉局長

医師の判断で、まあどのようなかたちで判断されたのかということはあるかと思います
が、もし、説明がよくわからないとか、今の症状とか、ということがあるんでしたら、保
健所の方にもご連絡下さればと思います。以上です。
■下市このみ
それで、PCR 検査の拡大なんですけれども、墨田区では抗原検査を含めれば一日 530
件の検査が可能というふうに保健所長のお話があります。岡山市では一日何件の PCR 検
査ができているんでしょうか。
〇福井貴弘

保健福祉局長

実績としては、これまでも一日多いときで 180 件ぐらい検査をしたという実績はありま
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す。検査能力としては、岡山市だけで、実際何件までいけるかというのは、明確な数字は
出せませんが、今先日の答弁でもちょっと申し上げたかもわかりませんが、岡山市内でも
240 か所くらいのかかりつけ医、診療所の体制をとっておりますので、仮にそこで一日 5
検体採れば、一日 1200 件くらいの検査はできるんじゃないかなと思います。以上です。
■下市このみ
空気が乾いてきて、気温も下がるということでね、今のところ岡山市も一桁の感染者に
なっていますけど、これからも心配なので、PCR 検査がスムーズに受けられるように、
皆さんの心配がすこしでもとれるようにお願いをしておきたいと思います。
次の、感染者情報の公表なんですけれども、とくに岡山市としては予定がないというお
話でした。これですね、最初の質問でも言いましたけれども、学校内では保護者の方たち
の SNS でいろんな情報が回っていて、どれが正しいのかわからないと言われます。私た
ちには、そういう情報がきていないので、岡山市としたらこういう情報を公開しているん
ですという、きちんとしたものがあれば、それ以外の情報のところは疑ったほうがいいか
もしれないと言えるんですけれども、今のところはっきりしたものがないんです。これ、
考えませんか、もう一度お願いします。
〇福井貴弘

保健福祉局長

岡山市としての基準というよりは、今は基本的な国の基準、公表基準というものがござ
いまして、年代とか性別とか感染源の有無とか、そういったことはお示ししていくという
かたちでとらせていただいております。あらためて、市独自のをつくるかっていうのは、
先ほども申し上げましたが、現時点では作成する予定はありません。ただ今後その時の状
況によって、例えば店名を公表するっていうのは、これまでもありましたし、状況によっ
てはさらなる情報提供も必要なときには考えていきたいと思っております。以上です。
■下市このみ
個別の対応ということになると、次に教育長にお伺いをしていますけれども、教育委員
会は今まで学級閉鎖や学年閉鎖については公表していません。学校休校となったら学校名
は公表するんですか。
〇菅野和良

教育長

岡山市として、感染拡大防止に資する情報として公表している内容ではないため、公表
することは考えておりません。
■下市このみ
今のは教育委員会としてのお考えでほかにもたくさん市が事業主として雇用している職
員が感染したときとか、公立の小学校、中学校、保育園、こども園もあります。そういう
ところについても今教育長がご答弁された通り、そういうことになるんですか。個別に聞
かないとわからないのでね、まとまった公表基準があったほうがいいなと私は考えている
んですけど。
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〇大森雅夫

市長

何のために公表するかということなんです。これ何に基づいて公表するか。それをご理
解をいただかないと、今みたいな話になっちゃうんです。これは我々は、感染症法に基づ
いている。感染症法の公表の考え方っていうのは、感染拡大防止の観点から公表するんで
す。以前、接待を伴う飲食でクラスターが出て、ある店名は公表しました、ある店名は公
表しませんでした。これ何故か。ある店名は一定の期間、必要な期間、来た人従業員が全
部把握され、リスト化されていた。ということでそこはもう公表する必要はないだろう、
しかしながら公表したのはやっぱりよくわかっていない、リストはないとなると、この店
に来たかどうかっていうのは新聞とか我々のホームページで見てもらって手を挙げてほし
い。いうふうに言って公表したんです。したがって、下市さんがおっしゃったのは、いろ
いろな話を私も聞きます。ただ、もちろん人権の問題があったりいろんなことがあるんで
すけれども、この我々に授権されたものっていうのは、感染拡大防止の観点ということで
公表するかどうかとなっているということであります。これは、どこの、どういうところ
に岡山市内のね、誰でも我々としては同じ対応をさせていただきます。
■下市このみ
私も、感染拡大防止というのが一番の観点だということはよく分かっております。ただ、
市民の皆さんとしたらいろんなことが不安で、いろんな情報が来ると、そのことをまたそ
のまま出してしまうというところがあるので、 それは岡山市が出した情報というのが正
しい情報であって、 それ以外は分からないと私たちとしたら伝えないといけないのかな
と、そういうふうに今思いました。
それでは，次に行かせていただきます。
就学援助のことです。
まず、就学援助で必要な添付書類というのは、児童扶養手当証書のコピーと児童扶養手
当をもらっていなくても岡山市の方だったら原則添付書類は不要、 こういう申請基準で
すから、特別来てもらわなくても大丈夫なんじやないんかと思うんですけれども、 その
辺はどうですか。
○菅野和良

教育長

私も就学援助の受付をやったことがあるんですけれども、そういった本当に簡易に受付
ができる場合もございますが、やはり突っ込んでいろいろお伺いしないといけないという
こともございます。したがって、今は申請者に受付場所に出向いて
いただくということが原則となっておるわけです。そういったことのために、今の先ほど
答弁しましたようにそれぞれについて研究してまいりたいと考えておる次第です。
以上です。
■下市このみ
次の受付が 1 月 7 日、8 日ってなっています。時間は 9 時から 16 時、 これお仕事して
いる人は休んでいかないと駄目なんですね。
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そこの一番下に小さく来られない理由がある場合、教育委員会就学課に御相談くださいと
書いてあります。これ相談受けた場合はどうするんですか。
○菅野和

良教育長

学校に来れないという場合については、都合のいい時間帯で教育委員会のほうで受付を
行っております。
以上でございます。
■下市このみ
教育委員会でということになれば平日の 8 時半から 5 時 15 分になります。普通にお勤
めしている方はやっぱり休んでこないと駄目なんですよね。それで、就学援助のホームペ
ージを見ますと、今年度第 1 次申請または第 2 次申請で既に認定になっている方について
は申請は要らないと、 こういう制度になっています。なので、必ずしも行かなくてもで
きるんじゃないんかと思って、 それでオンライン化の検討というのも進めてほしいと考
えています。その辺、教育委員会として、別に令和 5 年の岡山市のシステムのほうを待た
なくてもオンライン化って進めれると思うんですけど、 その辺どうお考えですか。
○菅野和良

教育長

様々な要因で今のような制度になっておりますし、今の段階では、例えば郵送とかも考
えれるわけですけど、郵送でもやはり簡易書留にせんといけんとか、保護者に新たな負担
をお願いする、 こういったことも含めて慎重に研究する必要があ
るんではないかと考えております。
■下市このみ
すいません、何で簡易書留にしないといけないんですか。申請書だけですよね、送るも
の。違いますか。
○菅野和良

教育長

先ほど申しましたように、 申請書もございますが、微妙な点で突っ込んでお伺いしな
いといけないということもあることから、対面での受付ということになっております。
以上です。
■下市このみ
別に簡易書留は必要ないということですよね。制度じゃなくて受付の方法については、
よくよく考えていただきたいと。新入学準備金については、 1 月 7 日、8 日で入る前か
らと制度も変えてもらいました。そういうこともあるんですけれども、 より申請しやす
いほうに変えてほしいと思います。
それで次に、介護保険と高齢者福祉のほうに行きたいんですけれども、最初の答弁は竹
永議員にしたとおりですということです。それで、私がお尋ねしたいのは、現在の介護保
険料を見ますと所得が 80 万円を超える方は年額 7 万 3,920 円、 これ所得の 9．24 ％、
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それに対して所得が 1,000 万円以上の方が 18 万 4,800 円、 1.84%なんです。
ここの是正がぜひ必要だと思うんですけど、 どうですか。
○福井貴弘

保健福祉局長

議員御指摘の部分は、保険料の段階の話だろうかと思います。今、 岡山市も 12 段階と
いう形を取っているんですけども、 当然次の介護保険料決定に際しては、 またその段階
の在り方とか、 そこの段階の中の所得基準をどの程度の基準に置くかとかということも
総合的に考えて最終決定したいと思っております。
以上です。
■下市このみ
介護保険の場合、 不納欠損するとその部分は回復できないというところもあります。
なので、払いやすいように、本当に年金だけで暮らしている方、 80 万円っていったら国
民年金ぐらいの人ですよ。その人が 7 万 3,000 円も払わなくちゃいけないとなっています
から、要は全体で幾らにするかだから、上を取ればということがあるし、 それから減少
傾向にはあるということでしたけれども給付金が減額された人が 69 人もいる。こんな状
況が続けば、介護保険が保険料が払えなかったからということでサービスが受けられない
という方が出てきてしまう、 それを一番恐れています。そこについてどのように救われ
るかということがよく分からなかったんですけど、もう一度お願いします。
○福井貴弘

保健福祉局長

先ほど答弁しましたように、 そこに至るまでの問に早急にといいますか迅速な納付相
談をお願いするようにもしています。それから、万が一そうした給付制限あるいは償還払
い化になったような方に対しても相談だったり、 あとケアマネジャーを通じてのサービ
スの組立て方とかそういったことも丁寧にやっていっている状況ですので、今後もそこは
より一層丁寧にやっていこうと思います。
以上です。
■下市このみ
介護保険上では何も変わったことがないという御答弁だったんですけれども、現実に同
居の方がこのように介助ができるというような場合に，要介護 3 になるのは難しいとか、
生活援助は受けられないとか、 そういうことを言われるんですね。高齢者の方ですから、
そういうことを言われたら本当にやっぱり駄目なのかなと思ってしまいます。その辺丁寧
に、 高齢者の方はどこかに相談できるところはありませんか、岡山市のほうで。
○福井貴弘

保健福祉局長

直接ケアマネジャーの方とかに言われたことということでしょうから、そこの事業所に
言うわけにはいかないと思いますので、例えば地域包括支援センターだったり、あるいは
市だったら介護保険課だったり事業者指導課、いずれにしても保健福祉のそういう介護に
関わっている課に一度連絡を入れてくだされば、そこから適切にといいますか、お返事は
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させていただきたいと思いますので、まずは市役所のほうの関係課に連絡をくださればと
思います。
以上です。
■下市このみ
公民館と地域担当職員のところで再質問させていただきます。まず、教育長からは、社
会教育主事を正規で配置しているということがありましたけれども、 5 年前だったです
か、市長部局のほうから異動で正規職員が公民館に来ました。多分もう 5 年ぐらいたって
いるんです。普通の異動をするのかなと思っているんですけれども、この市長部局から来
た公民館職員は異動で市長部局に帰るということがありますか。
○菅野和良

教育長

現在、 こういう職員が市長部局への異動ということは想定しておりませんが、必要が
あれば総務局と協議したいと考えております。
以上です。
■下市このみ
想定していないなら、社会教育主事の採用試験をしてほしいと思うんですけど、 どう
ですか。
○菅野和良

教育長

社会教育主事については、非常に重要な役職であると思っておりますけれども、採用に
よる配置だけではなくて市長部局の経験を有する職員の異動による配置も公民館にとって
は有益であると、そういう認識で今も実施しております。
以上です。
■下市このみ
最後に市長にお尋ねしたいんですけれども、 これまで嘱託職員として長い間公民館で
働いてきた方々の努力によって ESD の世界大会も成功しましたし、 ESD 岡山モデルとし
ても評価されています。市長は、今議会で就職氷河期の採用について、優秀な方を見つけ
出していく、出産、育児を経験し、非正規だった人、資格をいろいろと持っている人など
発見があったと述べられています。公民館にも社会教育主事、任用資格や防災士の資格を
取っている優秀な方が長年働いています。こういう方たちへの門戸も開いてほしいと思い
ますが、いかがですか。
○大森雅夫

市長

全て人事というのは適材適所って言えば一番簡単なんですけど、適材適所だけじゃ収ま
らない場合というのが多々あるんだろうと思っています。その適材を見つけるために，就
職氷河期の採用もしましたが、逆に言うとそういう世代が困っているというようなことも
あわせてこういう形になったわけであります。公民館の職員、今教育長から様々な人事の
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話があったということは横で聞いていました。それぞれ教育委員会の中で様々な適性を見
ながら、またこちらいわゆる本庁と言っていいのか、総務局を中心とした人事との関係も
うまく調整しながら、最適を求めて模索しているという雰囲気がよく分かったところであ
ります。私もそういう話もこれから聞きながら、最適な人材が得られるようにしてまいり
たいと思います。
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