
岡山市は4月から政令市になり

ます。政令市になると住所に区

名が入り、市議会議員選挙は区

ごとに行われ、2011年には区選

出の市議会議員となります。

合併を重ねてきた岡山市は、

周辺部に16の支所があり、市役

所管内の人口40万人と比べて窓

口サービスに大きな偏りがあり

ました。旧町村の役場であった

支所には、総務民生課と産業建

設課があり、住民票や戸籍、道

路、農業振興などを扱い地域の

中心になっていました。

政令市になると4つの区役所が

置かれ、区役所で市民生活に必

要な手続ができるようになりま

す。11の支所は地域センターに

衣替えし、道路補修などは区役

所への取次だけに機能が縮小さ

れます。

私は以前から都市内分権を進

め、市民がまちづくりに参加す

る仕組みを作ることを提案して

きました。平成の大合併により

ますます大きくなった岡山市を4
区に分けることは、小さい区域

でまちづくりを考えることがで

きますので、都市内分権が進む

と思います。

普通の市民が「自分たちのま

ちを自分たちで作ること」が理

想です。そのためには市民のみ

なさんのまちづくりへの参加意

欲を高めることが重要です。ま

ちの現状を知り、まちの特色を

つかみ、未来へむけてどんなま

ちを作っていくか決めること。

これらを各区ごとに区役所を中

心に考えていけると思います。

たとえば中区には公共図書館

がありません。子どもたちの読

書活動推進に、高齢者の健康増

進に、まちづくりや産業振興に

も役立つ情報館としての図書館

が必要だから建てようと市民が

決定できたら、これが地域自治

だと思います。

また、地域には不登校の子や

しょうがいのある子、家庭支援

を必要とする子なども生活して

います。高齢者の世帯やおひと

り暮らしの方も多くなりました。

それぞれの居場所や相談できる

場所作りを地域で決定し、実現

することも地域自治です。

地域には連合町内会や婦人会

など既存の各種団体の活動があ

ります。それ以外にも目的別に、

子どもたちに本の読み聞かせを

するグループや目の不自由な方々

のための朗読ボランティアのグ

ループ、就園前の子どもたちの

親子クラブや地域で取れた野菜

を販売するグループなどなど自

主的なグループ活動がたくさん

あります。これらの活動もまち

づくりの活動です。既存の団体

も自主的な活動グループもいっ

しょになり、「自分たちのまち

を自分たちで作ること」を実現

したいと思います。そのために

も普通の市民の参加で地域の力

を強め、地域の力を引き出して

いくこと。これは区役所の大切

な仕事だと思います。
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2009年1月18日（日）
岡山フェアレーンにて

第5回目のボウリング大会では
新たに会派『市民ネット』の議
員さんたちにも参加をいただき、
総勢125名でゲームに臨みました。
優勝を目指してか、はたまた

豪華賞品を狙ってか、ボウルを
投げる皆さんは真剣そのもの。
楽しいひとときを過ごすこと

ができました。来年もお会いし
ましょう。

政令市になると

都市内分権

地域自治

地域の自主的活動を
活発にする



 

食の安全が注目されるようにな

り、地産地消、安全安心という言

葉も当たり前のように耳にするよ

うになりました。食に対する意識

は高くなる一方です。事務所の駐

車場で、毎週水曜日、地元で採れ

た野菜販売を始めて1年が経過し

ました。ボランティアの方たちに

支えられ、3月には2店舗目もでき、

野菜を求めにきてくださる方が増

えています。

野菜市では、新鮮な野菜を求め

ることのほかに、地域の方たちの

コミュニティーの場にもなり、野

菜を通じた人と人のつながりも広

がってきています。やはり女性の

かたが圧倒的に多いなか、少数で

すが男性の姿も見られるようにな

りました。

野菜市の当初の目的として、地

産地消は勿論のこと、野菜市に行

けばあの人に会えるというコミュ

ニティーの場作りもありました。

少しずつですが、輪が広がって

きているのを感じます。しかし野

菜市は短時間で、腰を落ち着けて、

思い思いの時間を過ごすことが出

来る場所ではありません。地域の

方が気楽に立ち寄り、馬鹿話をし

て、ストレス解消できる場所があ

るともっと楽しくなるのに。

コミュニティー・レストラン

（またはコミュニティー・カフェ）

をご存知ですか。コミュニティ・

レストランは、地域の人々の多様

なニーズにあわせて､「安全安心

な食の提供」「障害者の働く場づ

くり」「不登校の子どもたちの出

口づくり」「高齢者の会食の場づ

くり」「循環型社会の拠点作り」

等々のテーマをもって運営してい

ます。また､食の提供に対しては

「地産地消」「旬産旬食」「身土

不二（人はそれぞれが居住する風

土の伝統的な食生活をするのが正

しい）」を基本としています。

地元で採れた野菜を地元の方が

調理をし、地元の方が食べにくる。

高齢の一人暮らしの男性も毎日ご

飯を食べにくる。そこには顔なじ

みのあの人がいて、おしゃべりに

花が咲く。ときには始めて会う人

もいたりして、また地域の輪が広

がる。人と人とのつながりを大切

にし、そこに行くとホットできる

場所。自分の

地域にあった

らいいと思い

ませんか？

全国各地で高齢化が進んできて

いることから、高齢者向けに展開

しているところが多いですが、店

は出入り自由なため、実際にはい

ろいろな世代が集う空間になって

きています。都市圏のとあるコミュ

ニティーレストランも異世代交流

の場となってきているそうです。

ここでは、ランチと飲み物を提供

していて、日替わり定食が450円。

定食を食べにきたり、コーヒーを

飲んでくつろいでいる人たちの隣

で小学生が宿題に取り組む、そん

な風景を誰もが違和感なく受け入

れているそうです。スタッフが忙

しくしていると、元気なお客さん

がスタッフの変わりに立ち働いた

りして、そのときこの場所に居る

人たちで場をつくっているのです。

店内では、異世代交流が実現しつ

つあるということです。

地域のことは地域で、というこ

とが地方行政の大きな流れになっ

ています。平成13年に岡山市でも

協働のまちづくり条例が施行され

ています。しかし行政に任せっき

りではなく、積極的にまちづくり

に参加しなければ意味がないので

す。 まちづくりを担うのは私た

ち一人ひとりという意識をもち、

まず地域のひとたちが顔見知りに

なることから始めること。そのきっ

かけの場としてコミュニティーレ

ストランは一役買うのではないか

と思います。
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左:12月21日岡山県動物愛護センター植樹祭（御津伊田） 中:12月26日姫路平和資料館見学 右：1月2日沢田自警団初出式

このみの

フォト日記
冬編

2008年12月～2009年2月

野菜から広がるコミュニティー

コミュニティー・
レストラン

まちづくり実践

こんな食堂が地域にあったらいいと思いませんか？

異世代交流の場



2月議会では、市民ネットの代

表質問を行いました。質問項目は

多岐に渡りましたが、今回は児童

クラブについてご報告します。

児童クラブとは、放課後、保護

者が仕事などで昼間家庭にいない

小学校１～3年生に遊びや生活の

場を与えて、指導・援助するとこ

ろです。児童クラブのニーズは年々

高まり、少子化対策として国も力

を入れるという状況の中、地域の

方々のご協力もあり、現在は運営

委員会方式で80クラブが設置され

ています。クラブ数の増加ととも

に各クラブの環境の違いやサービ

スの差が目立ってきました。

児童クラブ連合会と岡山市は

「運営委員会方式による児童クラ

ブの標準基準」を定めています。

そこでは「保護者負担額は、児

童１人当たり月額6,000円を標準

とし、月額8,000円を上限とする」

としていますが、現実には、2,00
0円から10,000円とその枠を大き

く超えています。

厚生労働省の「放課後児童クラ

ブガイドライン」では「児童１人

あたりおおむね1.65㎡以上の面積

を確保すること。子どもが休息で

きる静養スペースが確保されてい

ること。」とされています。岡山

市では59クラブがこの面積を確保

できていますが、静養スペースは

把握できていません。

指導員には、しょうがいのある

児童や虐待への対応、児童虐待の

早期発見に努め、関係機関と連携

して対応することも求められてい

ます。岡山市では指導員を「有償

ボランティア」と位置づけており、

ほとんどの指導員に労災保険、雇

用保険、社会保険がないことは改

善すべきだと思います。

今議会では、児童クラブ全体の

見直しをするべきときではないか

と質問しました。子ども子育て担

当局長は｢クラブハウスなどのハー

ド部分から障害児の入所､待機児

の発生、保育料、指導員の処遇な

どサービスの差が広がっている児

童クラブについては、運営委員会、

指導員、保護者の意見も参考にし

ながら現状把握に努め、来年度検

討する｣という答弁がありました。

今後、児童クラブの条例化を含め、

議論していきたいと思います。
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以前にも携帯電話のリスクに

ついてお知らせしましたが、今

回、デンマークで行った調査で、

妊娠中に携帯電話を使用し、電

磁波被爆して出産した子どもた

ちは、7年後、感情的で多動性

を示す、行動的困難に関連して

いるという疫学研究結果が発表

されました。また、スエーデン・

オレブロ大学病院の教授らの研

究で、携帯電話の電磁波が脳腫

瘍を引き起こすリスクについて

分析した結果、子どもが携帯電

話を使うと、脳腫瘍にかかるリ

スクが4倍になり、若い時期の

使用で聴覚神経腫瘍にかかるリ

スクも4倍になった。（使用回

数、使用時間が多くなれば危険

度はもっと高く、成人でも2倍

以上になる）日本政府や電力会

社は電磁波の危険性については

なにも発表せず、「規制値をク

リアしている」との姿勢を崩し

ていない。昨年5月、日本政府

の教育再生懇談会は、携帯電話

の有害情報から、小中学生を守

る対策について討議し、「教育

的な観点から携帯電話を持たせ

ない」との、報告書を作成。し

かし麻生首相はこの件に関して

具体的な見解は示していない。

今や携帯電話は必需品として

便利に使われていますが、若い

人たちの間では、ネットいじめ

や、犯罪に使われ、自殺者も出

ており、安全性が深刻な状態に

なっています。

おかやま土と健康の会

影山 久方

左:1月19～21日議会運営委員会視察（堺､千代田区､郡山市）中2枚:2月3日御津虎倉産廃処分場見学 右:2月14日図書館見学(瀬戸)

2009年2月27日（金）代表質問日

下市このみ ウェブ検索

児童クラブとは

児童クラブの標準基準

「放課後児童クラブ

ガイドライン」

児童クラブ全体の見直し
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TEL 086(270)5333
FAX 086(273)5528

下市このみ事務所 開設時間 月曜日～金曜日9:30～15:00
（時間外は留守電・FAXでの応対です）

■FAX・メールニュースを発行しています。お問い合わせは事務所まで。ニュースへのご意見・ご感想をお寄せください。

▼議員報酬の使いみち
(08.12月～09.02月）

収入
議員報酬 2,130,000
期末手当 1,980,900
計 4,110,900

支出
共済掛金 446,100
所得税 505,115
住民税 174,900
国民年金 39,900
国保 154,980
親睦会費等 16,500
事務所家賃 147,315
事務所維持費 551,011
生活･活動費 575,079
積み立て 1,500,000

計 4,110,900 相談無料･秘密厳守 e-mail：nandemoline@yahoo.co.jp

TEL&FAX 086(270)5350

12月
2日 ＤＶ防止サポートシステムをつなぐ会運営委員会
6日 福祉オンブズおかやま人権福祉講座
12日 下市このみ個人質問

（11/27～12/22 11月定例岡山市議会）
14日 市立岡山空襲平和資料館(仮称)の開設を求める会

発足会
16日 議会運営委員会
17日 常任委員会
20日 世界女性会議岡山連絡会
21日 岡山県動物愛護センター植樹祭（御津伊田）
23日 東ブロックママさんバレー親睦大会
26日 姫路平和資料館見学
28日 歳末警戒 （財田分団 幡多分団）
30日 夜警（藤原町内会）

2009年1月
1日 幡多消防団初出式
2日 沢田自警団初出式
8日 連合岡山２００９新年交歓会
10日 幡多学区新年互礼会
11日 岡山市消防出初式／財田学区新春互礼会
13日 議会運営委員会
15日 都市づくり促進調査特別委員会
16日 １月臨時岡山市議会／市民ネット市政報告会
18日 竜之口学区新春互礼会

第５回新春ボウリング大会
19～21日 議会運営委員会視察（堺、千代田区、郡山市）
23日 政令市説明会（東公民館）
25日 ＪＰ労組岡山東備支部･岡山備南支部合同旗開き
31日 わくわく！どきどき！絵本探検（東公民館）

2月
1日 ＪＰ労組岡山支部旗開き
3日 御津虎倉産廃処分場見学
7日 たんぽぽネットワーク
12日 自治研ネット
14日 東部地区図書館を創る会図書館見学

（瀬戸、御津、建部、足守）
17日 議会運営委員会／財政勉強会（市民ネット）
18日 建設委員会（万倍下水管破損現場視察）
19日 おしゃべりネット～生ごみ処理について
22日 第８ブロック卓球大会
23日 市長表敬訪問（子ども読書活動推進の会）
27日 下市このみ市民ネット代表質問

（2/20～3/19 2月定例岡山市議会）
28日 アドボケーター養成講座

2008/12～2009/02
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簡単にいえば、公立から私立に変わる事ですが、経営者や

名前だけ変わるわけではありません。毎日なれ親しんでいた

子どもたちの大好きな先生方が、ある日を境に全員いなくな

るのです。数ヶ月の引き継ぎ期間はあるにしても、民営化は

子どもたちにとって、大きな混乱を招く事は避けられない事

だとは容易に想像が出来るのではないでしょうか？

行政の役割
2月議会のこのみさんの代表質問で公立保育園民営化にふ

れた質問がだされたのですが、当局は、『公立も私立も国の

基準に従い行われている』と答弁し民営化しても、変わらな

いという認識に驚きました。このことからも子どもたちのこ

とはまったく考えず、財政難解消だけですすめられようとし

ているのは、感じとれるのではないでしょうか？

一園を民営化しても500万円ほどの削減にしかならないと

当局は試算をだしていますが、多くの子どもたちを犠牲にす

るには、あまりに少ない効果ではないでしょうか？

そのため、周囲には、気軽に相談出来る相手もなく、色々

な事が多様化する世の中で、孤立化していく子育て……昔と

は大きく違う、そんな環境下に今の保護者は、置かれがちな

のです。岡山市も様々な問題を抱えていま

すが、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉

等の福祉問題は、公的責任をキチンと持ち

取組んでいってほしいものです。

子どもたちは『モノ』ではないのです!!
子どもたちは将来を担っていく大切な未来の宝です。

（O）


