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令和4年11月定例市議会　質問と答弁(抜粋)令和4年11月定例市議会　質問と答弁(抜粋)

Q　SDGｓについて、市民の認知度、理解
度、達成度の現在の状況は、向上策は。
A　認知度は、令和3年度市民意識調査で
58.0％の人が知っており高まっている。
理解度は、民間企業の全国調査で34.2%
の人が「内容まで理解している。」と回答
しており、本市も同程度と考えている。達
成度は、SDGs未来都市計画の指標から概
ね順調に推移している。
引き続き、啓発イベント
や出前授業、民間企業研
修により向上を図る。

１．ESD・SDGｓの推進について

３.女性や若者が活躍できる社会づくりについて

Q　耕作放棄地面積の推移は。また、農地
中間管理事業における、（公財）岡山県農林
漁業担い手育成財団、及び市の役割りは。
A　耕作放棄地の面積は、2020年の農林
業センサスにおいて、調査項目から削除され
データはないが、2005年～2015年のデー
タでは増加傾向。農地中間管理事業におけ
る、担い手育成財団は、農地の借受希望者
の募集・公表など、市は、農地の貸付希望者
の受付・リストの作成など行っている。

２.農業、農村整備をめぐる状況について

Q　市は、あらゆる関係者が協働して取り
組む「流域治水」を推進している。農業用
水路の事前水位調整など、どのように協力
を求めているのか。
A　台風や大雨が予想される場合、各区農
林部署より、地元の取水樋門操作員に対し
て、取水制限の協力を依頼している。
また主要幹線水路の分水樋門などでは、樋
門操作員が開放の操作をしている。

Q　農業用水路は約4,000㌔、樋門は約
4,000箇所、樋門の管理は重要、樋門操作員
への報酬は。
A　令和3年度実績で、約1,810万円を謝
礼金として支払っている。Q　「岡山市ＳＤＧｓ推進パートナーズ」

登録事業者について、募集期間は、12/22
～来年２/６、募集要件は12月中旬公開予
定だが、市の経済界の声は。
A　【市長】岡山経済同友会が会員企業
に行ったアンケートでは、「SDGsに取
り組んだ企業に対するお墨付き、認定を
望む企業が45.6%に達している。同会事
務局からは、「登録制度の創設を歓迎し
ている。」と伺っている。
市としては、制度に登録することで、企
業の付加価値の向上やイメージアップに
役立てていただき、人材確保やビジネス
チャンスの拡大につなげてほしい。

Q　登録事業者に求める、次のステップ
は。また、金融機関との連携は。
A　令和5年度に「企業マッチング会」を
予定。登録事業者同士の交流で、新たな
連携や取組の創出を促し、事業の拡大や
社会課題の解決を期待している。
金融機関との連携は現時点では厳しい状
況だが、引き続き協議したい。

Q　岡山市SDGs推進のロゴマークが制定
され。バッチの作成など活用方法は。
A　本市SDGs推進のシンボルとして強く
アピールしたい。
市のＨＰやチラシ等
の広報物への掲載に
加え、バッチを作成
し登録事業者などに
配布する予定。

Q　農地中間管理事業におけるマッチング
の成果は。
A　令和３年度の貸した人の延べ数が562
件・251.1ha、借りた人延べ数が258件、令
和4年度12月までの見込み数は、貸した人の
延べ数が791件・290ha、借りた人の延べ数
が269件となっている。

Q　岡山市就農サポートセンターにおける
相談件数と、就農に結びついた実績など成
果及び、新規就農者育成総合対策事業の活
用状況は。
A　令和3年度実績では、相談件数は延べ
285件、新規就農者は31人。また、本年度
から開始した新規就農者育成総合対策にお
ける活用状況は、経営開始資金が1人、経営
発展支援事業が2人。

Q　なぜ3人か、多くの就農者に活用しても
らう工夫はないのか。
A　国が、農業への人材の一層の呼び込み
と定着を図るために制度の充実をさせること
が必要。

Q　市には1452カ所の農業用ため池があり、う
ち、決壊した場合に人的被害を及ぼす恐れのあ
る防災重点農業用ため池が902カ所ある。改修
工事を要するため池数は。事業主体は。
A　現在、改修工事が必要
なため池は79カ所、事業主
体は基本的には受益面積
が5ha以上の全面改修は県
が、その他は市または土地改
良区で改修。

Q　足守川水系用水組合等の組織再編は、
4つの一部事務組合と、２つの施設管理協議
会を解散し、足守川水系用水施設管理協議
会を設けるとのこと、再編の効果は。
A　既存の組合解散により、各組合議会の
関連費用138万円の削減を見込んでいる。ま
た、有識者会議の設置による上下流域にお
ける連携強化や組織一元化による事務の簡
素化による迅速な情報伝達が可能となり、
防災・減災に向けた迅速かつ円滑な対応が
期待できる。

Q　今年９月から困難を抱える女性を対象
としたＳＮＳ相談「ゆーするーむ」を実施し
ている。毎週金曜日の午後7時から11時まで
相談を受け付けており、スマートフォンから
のアクセスも可能、相談状況は。また、開設
時間を増やせないか。
A　相談件数は、9月、10月の9日間で19件
であり、職場の人間関係や仕事をやめたい、
人とうまく付き合えないなど職場や学校での
人間関係の悩みや家族関係の悩みなど、生
きづらさや孤独感にさいなまれる様子が伺え
た。開設時間については、様子を見ながら検
討したい。
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ごあいさつ
　皆様におかれましては、長引くコロナ禍や今春から続く物価高騰のなか、ご心労

はいかばかりかとお察しいたします。

　議会においても、感染動向に警戒感を持って対応するとともに、消費喚起策や、

エネルギー価格高騰に直面する方々への支援、低所得の子育て世帯に対する上乗せ

支援など求めてきたところであり、今後とも必要な経済対策や生活支援策に積極的

に取り組んでまいります。

　さて、平成27年春、皆様のご支援により議席を与えていただき、二期目市議会議

員として、日々活動をさせていただいていることに心から感謝を申し上げます。

松田たかゆきは、皆様とともに、「住み続けたい岡山市」を創り上げ、次世代に引き

渡す決意でございます。

今回の市政活動報告VOL15では、11月議会の質問と答弁、そして、二期目４年間

の活動の一部ではございますが、お伝えします。

今後とも、一層のご高配とお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

岡山市議会議員　松田隆之

【高松原古才事務所】
　〒701-1334 岡山市北区高松原古才698-3（岡山車両㈱本社敷地内）
　TEL.086-287-9911　FAX.086-287-9912

後援会事務所開き
２月４日（土）午前１１時～

おいでください

11/27



市政または地域のことについて
ご相談・ご要望等ございましたら
お気軽にご連絡下さい。

松田たかゆき 事務所
TEL&FAX / 086-287-5697
HP : http://www.takayuki-matsuda.com
mail : t-matsuda@takayuki-matsuda.com

日々の活動日記更新中！
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自宅事務所 ： 〒701-1333岡山市北区立田140番地8

1951（昭26）
1970（昭45）

1977（昭52）

2012（平24）

2014（平26）
2015（平27）
2019（平31）

岡山市北区立田生まれ
岡山工業高等学校　機械科卒業（柔道部）
（岡山市立庄内小学校・高松中学校卒）
三井造船㈱玉野造船所退社（ラグビー部）
・産業機器設計課所属
岡山市役所退職（平21年～環境局長）
・建築設備の設計施工管理　・廃棄物処理行政
・地球温暖化対策　　　　　・ESD国際会議誘致
（公財）岡山市ふれあい公社退職（西ふれあい館長）
岡山市議会議員 初当選
岡山市議会議員 ２期目当選 
・都市・環境委員会委員長 
・自由民主党岡山市議団　総務会長
その他
・高松土地改良区理事長
・岡山工業高校工友会副会長
・岡山県難病団体連絡協議会顧問
・高松観光協会顧問
・（協）岡山エコシステム顧問　など Facebook LINE

政令市移行10年・市政130周年記念式典

国土交通省ほか国への予算要望

岡山市高松観光協会通常総会

家庭ごみ収集について市長要望 高松城址公園　蓮見会庄内認定こども園協議

岡山廃棄物リサイクル協同組合
議長要望

岡山市緑化推進大会岡山市政懇談会

岡山市議会議員選挙　二期目当選

岡山県市長会議（視覚障害要望）
BMX強化合宿激励

空家対策協議会 岡山市市政懇談会 総社市長へ高松田中排水等要望高松公民館浸水被害出前講座

福崎高縄手水路清掃

生石分団新機庫落成式

都市・環境委員会都市・環境委員会
岡山市都市計画審議会

会派政策提言会派政策提言会派政策提言会派政策提言

海ごみフォーラムinおかやま海ごみフォーラムinおかやま海ごみフォーラムinおかやま海ごみフォーラムinおかやま

イノシシ対策実験 老人クラブ「新生会」城址清掃

「教えて! 岡山市議会」RSK放送

岡山市公共交通網形成協議会岡山市公共交通網形成協議会岡山市公共交通網形成協議会岡山市公共交通網形成協議会

2050年CO2排出ゼロ宣言 バリアフリー推進協議会 神崎衛生施設組合/議長

区別計画北区協議会

点字ブロック啓発活動 備中高松城ＶＲ制作協議備中高松城ＶＲ制作協議

原古才水路清掃立合い鳥獣被害対策講習会 地域・まちなか未来調査特別委員会 岡山工業高校120周年式典

地域要望打合せ地域要望打合せ

近水園ボタン園増殖協議 舗装補修

都市環境委員会・委員長都市環境委員会・委員長

加茂団地交差点改良

門前団地市道協議

成人式
北斎場・星空の郷視察

（協）岡山エコシステム市長挨拶

前池改修協議

高松城水攻めCG/動画視聴

ESDフォーラム2021

近水園・ボタン植栽

県議会挨拶

2月議会代表質問

子ども・文教委員会子ども・文教委員会

樋門監査

点字ブロック啓発活動 庄内認定こども園開園福崎緑地グランドゴルフ大会

難病フォーラムin2022

清水宗治公
440回忌祭典

議会運営委員会【神戸市・横浜市】議会改革 プラスチック収集協議

宗治祭ミニバスケット大会

地域要望立合いヒカリをカナタに届ける日春の交通安全啓発

土地改良区総代会

樋門設置協議清水宗治公440回忌祭典

2022
３月～

2021
３月～

2021
10月～

2021
3月～

2020
4月～

2021
10月～

財政勉強会
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