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補助金だけで市民協働の「まちづくり」？
市長は「地域の課題は地域のみんなの力で解決
していくという機運を高める」と答弁し、区づく
り推進事業という名の補助金を交付し、この施策
を誘導しようとしています。市民の自主的な活動
を補助することもまちづくりのひとつの方法には
違いありません。
しかし、「まちづくり」には、大きな役割を果
たすコーディネーターの育成や地域が有する様々
な資源を有機的に結びつける仕組みが必要であり、
職員には、地域と行政をつなぐコーディネーター
という重要な役割が加わります。今の岡山市には
その仕組みがありません。

まちづくりには「自治」がいる
「まちづくり」は、道路や下水道の整備、市街
景観形成などのハード面、情報共有や住民参加な
どの仕組み作りのソフト面に加え、日々人々が生
業を営み、よりよい暮らしを個人個人が作ってい

２
３
３
４

こ の みフ ォ ーラ ム で 熱 弁 中
・ ・
東公民館にて

区づくり推進事業審査会設置条例と要綱
政令市移行後の市民協働・区民協働による各区
の特色を活かしたまちづくりを本格化させるため
に区づくり推進事業審査会設置条例が提案されま
した。「区づくり推進事業は地域のため、区のた
めに、区民が自ら考え提案し実践しようとする事
業」だと市長は答弁しています。その趣旨に添え
ばどんな種類の事業でもいいということになりま
すから、地域の皆さんの小さなボランティア活動
もその対象になるのかどうか、審査会委員に公募
委員の占める割合や審査会の公開性などを、条例
審査に当たりチェックする必要があります。区づ
くり推進事業の中身や条例の細かいことは、要綱
や規則で定めるとし、委員会には要綱の概要が示
されただけでした。条例でなく要綱で定めるとい
う手法は、透明性・公正性の面から課題を残した
と思います。

２
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10
31

寒中お見舞い申し上げます
本年もよろしくお願いいたします
く「暮らしづくり」そのものです。
まちづくりで最も大切なことは「自分たちのまち
は自分たちで作る」という住民自治です。市民は
自治を担う力をつけることが必要ですし、行政は
市民の自治をどれだけ保障できるかが問われます。
岡山市内のある町内会では、高齢社会を見据え
て退職後の皆さんが中心となり、自分たちで考え
た地域での新しい活動を始めています。その会は
上部団体には加盟せず、補助金はもらわずに自主・
自律で活動していくことを決めています。これが
本来の住民自治ではないでしょうか。
私たちが私たちのまちをみんなで作っていくた
めには、「自治」と「情報共有」を手に私たち自
身が力をつけていく仕組みも必要です。

11月8日の日曜日、
お天気もよく絶好のフリ
マ日和に恒例のフリーマー
ケットを開催しました。
今回もおかげさまで大盛況の
うちに終了しました。次回
は6月に予定しています。
お楽しみに♪

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。
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2009年12月15日（火）個人質問日
下市このみ

しょうがい児の支援と
非正規職員について

ウェブ検索

助員は少な過ぎると思います。これは配置基準
をきちんと決めていないことに原因があり、早
急に対応すべきです。
■官製ワーキングプア

■幼稚園のしょうがい児入園について
岡山市には公立幼稚園が71園あります。幼稚

しょうがい児の支援をしている特別支援教育

園には保育園のような障害児拠点園はありませ

補助員は、1日5時間4260円週25時間の勤務で雇

ん。発達しょうがい児を含めてしょうがい児の

用保険も社会保険も適用されません。

数が増えている現在、幼稚園の対応について質

担任やその補助、障害児の支援と正規職員と
同じような仕事をしている臨時教育補助員は37

問しました。
入園に関しては、基本的には障害の有無に関

人雇用しています。その労働条件は、週38.75時

わらず希望する園に願書を出せば、園長が入園

間勤務、日額7410円であり、正規職員との処遇

を決定しています。｢保護者の入園希望に添える

の大きさに驚きます。この働き方では年収200万

よう努めている｣との答弁ですから、願書を出し

円には届かず、官製ワーキングプアといえます。

て障害を理由に断ることはないと理解しました。
万が一そのようなことがあればすぐにお知らせ
私の提案
特別支援教育補助員も臨時教育補助員もしょ
ください。教育委員会に迅速に対応させます。
うがい児・子どもの支援という大切な仕事をし

■しょうがい児支援の現状
21年度当初、診断のある発達しょうがい児132

ており、その処遇改善が必要です。特別支援教

人、その他のしょうがい児47人に対して、特別
支援教育補助員は45人の配置でした。単純計算

育補助員には最低でも雇用保険が必要です。臨
時補助員は、育休などで休んでいる正規職員の

するとしょうがい児4人に補助員1人の配置とな

代わりで、正規職員と同様な仕事を行う先生な

ります。保育園がしょうがい児2人につき臨時職

のですから、国体のときに雇用した任期付職員

員1人を配置していることと比べて、幼稚園の補

制度などを導入すべきだと考えます。
す。子ども相談主事の増員を求めていきます。

子ども相談主事について
子ども相談主事は、今年度から各福祉事務所
の子ども総合相談センターに籍を置きながら、

☆子ども相談主事の仕事
学校関係者からの園児や児童・生徒の問題行

各学校に出向き子どもの相談に対応しています。
教育長は「子ども相談主事は、学校と保護者と

動や不登校等への相談に対応し、内容によって

の相談の場に同席することも可能」「発達障害

つないでいます。さらに児童虐待や発達障害へ

の相談件数は増え、その内容も多岐にわたって

の対応も加わり、子どもに関する相談を、教育、

いるので発達障害を専門とする子ども相談主事

福祉の両面から、見通しを持った迅速かつ適切

の増員は課題のひとつである」と答弁していま

な対応をしています。

は、児童相談所や福祉事務所などの関係機関に

このみの
フォト日記
冬編
2009年9月〜2009年11月
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①9月11日にこにこ会 ②10月18日竜之口スポーツ少年団ソフトボール部 ③10月27日市民ネット市政報告会（北公民館）
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12月15日(火)市議会傍聴しました。下市このみ
議員による中区役所の建設計画の質問に対し、髙
谷茂男市長は答えて｢待っていれば土地代は安くな
る」との無為無策ぶりを平然披瀝。これに落胆と

の金額を建築費に充当すれば借り上げ規模程度の
建築は十分可能なのです。なのに山陽放送(株)に
何年間・いくら支払っても、資産の形としては後々

憤怒したのは私だけでしょうか。
下市このみ議員の質問要旨は、｢中区役所の賃借
料年間5千万円の支払いは、(借金約7千億円をかか
えた)市の財政を圧迫しているが…、どのような建
設計画をお持ちか｣との、髙谷茂男市長の姿勢をた

の子孫へ引き継がれません。ただ泡として消えゆ
き消費していくだけのものなのは誰でも分かって
います。｢もったいない｣の一言です。
ですから暫定・緊急措置は、いつまでに建設す
るかという明確な計画が伴っていれば、われわれ

だしたものでした。
地方自治法によれば区役所は政令市であるかぎ
り必ず設置しなければなりません。メディアコム
を借り上げての中区役所設置はあくまで暫定措置
のはずです。市の内部決裁書面によると、｢山陽放

住民は｢納得｣できるのです。にもかかわらず、髙
谷茂男市長は傍若無人にも、現下のデフレスパイ
ラル経済を踏まえての発言か、｢待てば待つほど地
価は下落するから…建設費は安くつく｣、というよ
うな無計画さの馬脚をあらわにしたのです。まさ

送(株)との(借り上げ)随意契約理由書は緊急措置
をとるため已む得ない｣、とあります。いずれにし
ても建設計画を背後に持ち合わせての暫定措置と
受け止めるのが自然体です。如何せん当面の借り
上げ基本期間5年6ヶ月〜最長9年6ヶ月に支払う金

しく髙谷茂男市長の場当たり的無節操な執政その
ものと糾弾すべきものです。このまま我々は懐手
で傍観してひたすら市民税を支払い続けなければ
ならないのでしょうか？
計画性と経済性は別個独立したものであり、そ

額たるや、2億7千万〜4億6千万円を我々納税者が
山陽放送(株)に負担するのですから…。これだけ

もそも比較不能なものです。（Ｋ）

く、内側の細胞内液はカリウム、リンが多い。こ
のバランスを保つことが大事であるが、細胞内の
状態までは分からなかった。しかし最近、ＱＲＳ
「量子共鳴分析器」で改めて明らかになったのが、
人間の血液や体液は、海水の成分と非常に近い。 日本人のミネラル不足である。特に目立っている
地球上の生物の起源をたどれば海水生物であった。 のがカリウム不足。その原因は食品添加物にリン
その名残が私たちの体内に残っている。海水の成 酸塩、グルタミン酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウ
分はナトリウムと塩素が多く、他にカルシウム、 ムなどが含まれており、摂り過ぎると細胞内のカ
マグネシウム、イオウ、リン、カリウムなどのミ リウムなどのミネラル分が体外に出たり、骨がも
ネラルが含まれている。
ろくなってしまう他、免疫力の低下や体調不良の
私達の細胞はリン、脂質の二重膜で覆われてい 原因にもなります。
るが、内側と外側では組成の割合が大きく異なっ
おかやま土と健康の会
ている。外側の細胞外液はナトリウムや塩素が多
影山 久方

④

⑤

⑥

⑦

④11月2日御津虎倉産廃処分場見学 ⑤11月3日民主党岡山県連臨時大会 ⑥11月17日沖縄県視察 ⑦11月23日安芸の宮島バス旅行

■ホームページ http://ww3.tiki.ne.jp/ s‑konomi/

■メール

s‑konomi@mx3.tiki.ne.jp
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2009/09〜2009/11
初めての出産、育児に戸惑うお母さんの応援をしたい
という想いで、スタートしたママ＊カフェプロジェクト。
対象者は、母親と0〜1才前後の赤ちゃん。

９月
11日
15日
19日
20日
26日
27日
28日

岡山一般「にこにこ会」
保健福祉委員会
活かせ憲法！守れ9条！岡山のつどい
高屋パークフェスティバル
デートＤＶ防止教育シンポジウム
幡多学区体育大会
下市このみ個人質問（9/16〜10/7 9月定例岡山市議会）

母親自身が心身の疲れに気付き、自分をいたわる時間
を持ち、親自身の自己コントロールカを養えることを願っ
ている企画です。内容は、まず母親にリラックスヨーガ
で「自分の身体と心に向き合う時間」を提供します。産
後の身体を引き締めることを目的とするのではなく落ち
着いた心を取り戻すことを第一に考えたヨーガです。続
いて、「ママカフェ」では、お茶や無添加のお菓子を頂
きながら育児について、さまざ
まな角度から、医師、助産師、

10月
2日
3日
4日
6日
8日
9日
12日
14日
15日
16日
18日
19日
23日
24日
27日
29日
31日

保育士、絵本やおもちゃのアド
バイザーに相談したり、参加者
同士の交流の場を設けます。そ
の間、赤ちゃんは、初めての託
児に対する母親の不安感を軽減
するため、マンツーマン託児を
します。落ち着いた心で、再び我が子を迎え親子でベビー
マッサージや保育士による関わり遊びを体験します。参
加したお母さんからは、ゆったりとリラックスできて、
「我が子をとても愛おしく感じられた。」というたくさ
んの声を頂いています。
NPO法人

0－99おかやまおしえてネット

問合せ先

FAX086－227－1558

保健福祉委員会
第40回岡貯後楽会総会
幡多スポーツ少年団ソフトボール部招待交歓大会
竜之口学区民体育大会
南方子育て支援センターについて要望書提出
東部地区図書館を創る会 教育長と懇談
幡多幼稚園運動会/子ども読書活動推進の会市教委と懇談
第67回岡山市民体育大会
慰安婦問題勉強会/地区労女性協議会総会
第60回岡山市敬老会
第43回岡山市勤労者美術展表彰式
竜之口スポーツ少年団ソフトボール部交歓大会
第34回岡山市障害者体育祭
決算委員会
幡多学区地区懇談会
郵政退職者会女性会員の集い
市民ネット市政報告会（北公民館）
ふれあい会食 （東公民館）
わくわくどきどき絵本探険/このみフォーラム市政報告会

11月
1日
ＮＰＯ法人ねこの手みつ文化祭
2日
御津虎倉産廃処分場現地視察（市民ネット）
3日
幡多学区グランドゴルフ大会/民主党岡山県連臨時大会
4日
おしゃべりネット/質問検討会
8日
第21回ひまわりマーケット(高屋公園）
9〜11日 保健福祉委員会視察（函館市・世田谷区・横浜市）
12日 コミュニティカフェ全国連絡会設立総会
15日 スポーツ少年団体育大会/会派代表者会議/市政懇談会/
東部地区図書館を創る会総会
16日 ふれあい公社理事会
17〜19日 安心のまちづくり調査特別委員会視察（沖縄県・石垣市）
22日
第21回沢田柿まつり
23日
下市このみ事務所 安芸の宮島バス旅行
27日
11月定例岡山市議会開会
29日
幡多スポーツ少年団バレーボール部交歓大会/「龍ノ口グ
リーンシャワーの森」を守る会（仮称）準備委員会総会
30日
民生委員推薦会

収入
議員報酬
計

(09.09月～09.11月）

支出
共済掛金
所得税
住民税
国民年金
国保
親睦会費等
事務所家賃
事務所維持費
生活･活動費
計

2,130,000
2,130,000

297,600
143,970
170,700
43,980
172,500
16,500
147,315
495,156
642,279
2,130,000

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）

編集後記
今年もますますパワー
アップしていく︑このみ
さん＆このみ事務所に乞
うご期待！
︵ま︶

▼議員報酬の使いみち

TEL&FAX 086(270)5350
相談無料･秘密厳守

e‑mail：nandemoline@yahoo.co.jp

■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。

