
8月30日の衆議院選挙は民主党

の圧勝に終わり、9月16日鳩山新

内閣が誕生しました。民主党の

マニフェストでは地域を再生さ

せる方策として、地方にできる

ことは地方に移譲、国と地方の

協議の場を作る、国の「ひも付

き補助金」廃止、国直轄事業の

地方負担金廃止、などがあげら

れており、今後どのように実行

されるのか注目しています。

国の政権交代直後の9月議会は、

これまで以上に「国の動向を見

て」という当局答弁の多い議会

でした。市長は、議員の質問に

一度も登壇しないこともあり、

局長答弁は同じことの繰り返し

であり、ともすれば緊張感を欠

く議会となります。

2期目の当選を果たした高谷市

長は、そのあいさつの中で「徹

底した行財政改革の断行」とし

て一番に人件費の削減を掲げ、2
015年には人件費比率を17％台に

すると表明しました。議会答弁

では行革担当局長から「行政サー

ビスを執行する際に、多様な雇

用形態の活用によるコスト削減

は必要だと考えております。し

かし、やみくもに人件費などコ

スト削減をするということでは

ありません」との答弁がありま

した。しかし、この目標を実現

するためには給与の削減か、職

員数の削減しかないわけであり、

その上で市民サービスを低下さ

せないなら民間委託や臨時職員

で対応するしかないと思います。

そのことは官製ワーキングプア

を増やすことにつながることを

指摘しましたが、的確な答弁は

ありませんでした。

御津と灘崎の合併特例区は来

年3月21日をもって設置期間が終

了します。両合併特例区が管理

していた公の施設を、岡山市の

施設として継続するための議案

が提案されました。そのなかで

灘崎の総合福祉センターは、ウェ

ルポート灘崎としてふれあい公

社に指定管理者を単独指定する

という提案でした。旧市のふれ

あいセンター以外に灘崎にも同

様の施設を置くことになり、今

後岡山市全体の福祉の拠点の公

平な配置が問われることになり

そうです。

6月議会で継続審査となってい

た議員報酬減額案は、本会議冒

頭賛成少数で否決されました。

本会議 終日には議員定数を52
人とする議案が賛成多数で可決

されました。これにより北区21
人、中区11人、東区7人、南区13
人となり、区ごとの定数が決ま

りました。政令市になった今、

岡山市の権限は大きくなってお

り、議員の仕事も増えています。

議会の行財政改革は、議員報

酬減額や議員の定数削減だけで

なく、議会費全体の中で無駄を

省くことだと考えます。とくに

議員定数の削減は、市民の声が

市政に届きにくくなることにつ

ながりますのでより慎重に議論

しなければなりません。
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このニュースは、岡山市議会議員（市民ネット）・下市このみによる市政レポートです。

民主党政権誕生

2009年8月1･2日
人形峠～日本原～岡山

↑ちぎり絵を制作しました
（にこにこ会にて）

今年も「守り活かそう！憲
法９条！止めよう戦争の流れ
を！」の全国スローガンの下、
岡山市役所を目指しました。

市長の目標は

人件費比率が一番

合併特例区

議員報酬減額案否決・議員定

数52人可決



前原国交相は八ツ場ダムの建設

を中止した場合、自治体がこれま

でダム建設のために拠出した負担

金について、治水費も含めて返還

する検討を進めています。これま

でなかなか止まらなかった大規模

公共事業が民主党政権によって、

「ムダな公共事業は中止する」と

いう新たな展開が始まっています。

岡山市水道局は、1985年に第6
回拡張事業計画の見直しを行い、

その内容が給水区域の拡張、給水

人口及び給水量の増加、施設計画

の見直しを行うなど大幅な変更と

なったので、1985年度末に水道事

業変更許可を得、第7回拡張事業

に移行しました。その内容は1984
年度に設立された岡山県吉井川広

域水道企業団（現岡山県広域水道

企業団）からの受水等を含んだも

のとなりました。その3年後、寺

山水源系の計画を上記企業団から

の受水に切り替え、同企業団から

の受水地点及び受水量の増加も考

慮して事業計画の見直しを行い、

1997年7月１日、岡山県広域水道

企業団からの受水を開始しました。

建設現場は、吉井川に沿った鏡

野町と奥津町の330haで、504世帯

が移転対象になりました。建設構

想が出てから42年、町をあげての

反対運動が続き、当時3戸の農家

の移転交渉が残っており、”一坪

地主”は1000人近くいるという状

況でした。ダムは1940億円をかけ、

2005年3月に完成、１年かけて水

を貯め、総貯水量8410万立方メー

トル、有効貯水量7810万立方メー

トル、企業団の水利権は40万立方

メートル／日という巨大なもので

す。

岡山市の水道料金は、この機に

9.5％値上げし、受水費増に対応

しました。

岡山県広域水道企業団に支払っ

た岡山市の持ち分は2008年度決算

までで、出資金として約140億円、

負担金として約4億5000万円、吉

井川水源地域対策基金負担金とし

て約4億1200万円です。これらは

今後も応分の負担があります。ま

た、財団法人吉井川水源地域対策

基金負担金のうち、代替地取得と

して約１億5500万円、強力感謝金

として約6億6600万円、基金基本

財産として約3400万円、合わせて

約8億5600万円を負担しました。1
997年からは受水費が加わり、昨

年度までに122億6700万円支払い

ました。苫田ダム関連として投入

した税金は約279億8400万円にな

ります。その上、今後支払う出資

金は約35億6200万円、企業団の運

営経費としては毎年1869万円必要

です。その上2009年度からは鴨越

浄水場廃止分の受水量を増やし、

受水費は毎年約20億円かかること

になります。

苫田ダムの受水を前提に岡山市

単独の浄水場を廃止し、これまで

に約280億円の税金を投入し、今

後のダム維持の経費も予想され、

受水費として毎年約20億円支払う

という岡山市の選択が、本当に市

民のためだったのかどうか検証し

続ける必要があります。
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左:6月13日ほたるまつり（美咲町江与味） 中:6月7日第20回ひまわりマーケット 右：7月4日市民ネット市政報告会（福浜公民館）

このみの

フォト日記
夏編

2009年6月～2009年8月

八ツ場ダム

苫田ダムに岡山市は
いくら支払ったのか

市民負担は今後もつづく

政権交代が実現し、民主党がマ
ニフェストに掲げた政策を本当に
実現できるのかといいう点に関心
が移ってきた。日本政府は07年末
で838兆円の借金を抱えているも
のの、金融資産を549兆円も持っ
ているので、純債務は289兆円に
過ぎない。GDPの5割台という純債
務比率は、OECD諸国のなかでも普
通の水準だ。「財政破綻」は、実
は財務省のキャンペーンによって
創り出された偽装だという事実…
という興味深い内容。

『消費税は０％にできる』
負担を減らして社会保障を

充実させる経済学

著 菊池英博/ダイヤモンド社

1575円



区役所では、銀行などで行われ

ている整理券方式を採用し、市民

の方々に順番どおりのサービスを

開始しました。ところが、この整

理券発券機の位置がわかりにくい

という声をお聞きし、北区役所に

行ってみるとほんとうにわかりに

くい場所にありました。そこで、

職員がフロアに出て、市民の方々

の目的をお伺いし、ご説明をする

フロア案内係の設置を求めました。

市民局長は「フロアマネージャー

の運用を見直し、来庁される市民

の方の用件に応じた窓口へ、丁寧

かつ適切にご案内することができ

るように心がけ、市民の皆様が利

用しやすく、わかりやすい窓口環

境を整える」と答弁しました。

区役所の中でも市民保険年金課

は取扱い事務の件数が多く、福祉

総務係は北区を除くと4から5人の

職員数で、後期高齢者医療費の各

種申請用紙だけでも52種類の業務

に対応しています。

市民の方から「後期高齢者医療

の保険料納付方法の変更が区役所

でできなかった、後日用紙を送る

といわれたが用紙も送ってこなかっ

った」というご相談がありました。

保健福祉局長は「本庁と窓口との

連携に問題があった、非常に申し

訳ない」と答弁しました。窓口の

人員が足りないのではないかとい

う再質問には市民局長が「たくさ

んの所掌事務があり人員は厳しい

ものがある、効率的な組織体制と

バックアップ、個人の負担が大き

くならないように配慮し、休暇の

取れる体制を作る」と答弁しまし

た。

区役所でパスポートの申請・交

付サービスが開始されました。し

かし、中区役所と南区役所には交

付時に必要な収入印紙と県の証紙

の販売がなく、市民の方はそれぞ

れの場所まで買いに行かなければ

なりません。区役所での販売を始

め、市民の利便性の向上を求めま

した。市民局長は「自動販売機な

どの設置が可能か検討する」と答

弁しました。
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9月16日、花王は特定保健用食

品「エコナ」シリーズ全商品の

出荷・販売を停止すると発表し

た。欧州で安全性が問題となっ

ている、グリシドール脂肪酸エ

ステルが「エコナクッキングオ

イル」に通常の182倍含まれてい

ることが確認されたため販売自

粛に踏み切ったという。しかし

グリシドール脂肪酸エステルを

減らした上で、来年2月には販売

再開したいとしているのだが、

人の体内で発癌性のある「グリ

シドール」に分解されている危

険性があるとの指摘が以前から

されていた。

99年2月から発売された、ドレッ

シング、マヨネーズなど12種類5

9品目に使われ、花王エコナシ

リーズの08年度売上高は約200
億円とされている。なお、エ

コナ関連製品はグリシドール

脂肪酸エステルの主成分であ

る「ジアシルグリセロール」

の安全性に問題はないが、消

費者に不安があるので販売を

自粛するというのだ。消費者

の不安は以前から強いものが

あった。たぶん今後健康被害

が具体的に表面化した場合、

巨額の損害賠償金が生じるの

を防ぐために、販売を自粛し

たものと思われる。食べては

いけない健康エコナ！花王に

騙されないようにしましょう。

おかやま土と健康の会

影山 久方

左:7月8日松江市立図書館視察 2枚目:7月30日お仕事体験サポーター（カバヤ） 3枚目:8月13日沢田盆踊り 右:8月30日衆院選

2009年9月28日（月）個人質問日

下市このみ ウェブ検索

■ 整理券方式

■ 市民保険年金課

■ パスポート窓口
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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9:30～16:00
（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
(09.06月～09.08月）

収入
議員報酬 2,130,000
期末手当 1,810,500
計 3,940,500

支出
共済掛金 433,350
所得税 445,425
住民税 171,000
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 560,770
生活･活動費 471,260
積み立て 1,500,000

計 3,940,500 相談無料･秘密厳守 e-mail：nandemoline@yahoo.co.jp

TEL&FAX 086(270)5350

６月

1～2日 市民ネット 区役所見学（東、中、南）
3日 自治研ネット議員勉強会
5日 会派代表者会議
6日 たんぽぽネットワーク（京山公民館）
7日 第20回ひまわりマーケット（高屋公園）

岡山市政懇談会
10日 安心のまちづくり調査特別委員会
11日 保健福祉委員会
12日 郵政退職者会岡山支部貯金分会 交流会
13日 ＤＶサポートシステムをつなぐ会・岡山 第9回総会

ほたるまつり（美咲町江与味・御津虎倉）
14日 幡多学区 婦人ソフトバレーボール大会
24日 下市このみ個人質問（6/15～7/1 6月定例岡山市議会）
26日 保健福祉委員会
29日 岡山市戦没者追悼式（岡山市民会館）
30日 おしゃべりネット

７月

1日 北区農林土木分室視察（市民ネット）
4日 市民ネット市政報告会（福浜公民館）
5日 竜之口学区ティーボール大会

岡山市腎臓病患者協議会総会
連合中国ブロック総決起集会/中野麻美さん講演会

7日 質問検討会（下市このみ事務所）
8～9日図書館視察（松江市・米子市）
10日 岡山県基幹型地域生活支援センター・ゆう視察
11日 チューリップの会 お仕事体験サポーター養成講座
15日 ホットルームいこい ボランティア
20日 第34回岡山市婦人会 婦人バレーボール大会
26日 岡山市障害者相談員協議会研修会・総会

ＪＰ労組定期大会（東備・岡山・備南支部）
30日 チューリップの会 カバヤ工場お仕事体験サポーター

８月

2日 ピースサイクル
4日 コンビニ加盟店ユニオン設立大会
7日 幡多学区交通安全対策協議会総会
8日 城東台お祭り
9日 政令市岡山の図書館を考える集い

「女性のチャレンジ賞」受賞を祝う会
13日 沢田盆踊り
15日 御津草生盆踊り
17日 8月臨時議会
22日 幡多クラブ夏まつり/竜之口学区盆踊り大会/

赤田夏まつり
25日 国民健康保険運営協議会
29日 第16回全国市民オンブズマン大会

2009/06～2009/08
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10月7日に閉会した9月定例岡山市議会。今回も26人の

議員が個人質問をし、様々な角度からの質問が繰り広げ

られていました。個人質問を傍聴して思うこと、それは

内容のわかりにくさ。

現在の個人質問は、一括質問・一括答弁方式で行われ

ています。これは、議員が質問をすべて読み上げ、その

後、担当局が該当質問に答弁します。再質問のときも同

様です。傍聴者には、どの質問の答弁をしているのかと

てもわかりにくいのです。議員と行政側が事前に質問と

答弁をすりあわせておき、それを読み上げるだけなので、

緊張感も感じられません。議場の議員がつい居眠りをす

るのも無理ないかも！？それに、今回もいくつかあった

ようですが、答弁漏れということもでてきます。

そこで、これからは一問一答方式にしてはどうでしょ

う。議員が質問する際に、質問項目ごとに質問し、その

都度答弁がなされるという方式です。質問する議員、答

弁する市側も力量を問われますが、より充実した議論に

なると我々市民の関心も高くなると思います。

北海道栗山町が2006年に制定した全国初の議会基本条

例。この議会基本条例で議会の改革を起こしました。岡

山市も議会運営を見直し、もっと

わかりやすい開かれた議会に変え

るときがきているのではないでしょ

うか。


