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2010年1月17日、おかやまフェアレーンに
て開催。総勢100名以上の参加で大賑わい。
チーム戦もあり、白熱したゲームを展開。
楽しい一日となりました。

３
３
３
４

岡山市立幡多小学校
体育館竣工式にて

「議会のあり方検討会議」
11月議会後に議長の諮問機関として「議会のあ
り方検討会議」ができました。議員報酬や定数、
また「議会の開会時間が長すぎる」という市長の
発言が出る中で、議員自ら議会改革に取り組む姿
勢は評価できます。
問題はその中身です。私は「議会の開会時間が
長すぎる」というテーマの時に議会のあり方検討
会議に参加しました。「議会の開会時間が長いと
いうのは十分に審議されていることの証しであり、
評価されるべきことだ」との意見を延べましたが、
同調するのは共産党だけでした。その結果、11月
議会の代表質問は議会運営委員会で取りやめと決
まってしまいました。
議員自らが最も大切な「審議」の時間削減を提
案するというのは本末転倒の事態です。議員の本
分は何なのか。市民の付託を受けた議員は、市民
の立場から、できる限り市当局に意見を述べ、議
論をし、市の方針をチェックすることにあります。
目的は市民福祉の向上です。最近は本会議や委員
会を欠席する議員が特定化される傾向にあり議会
のあるべき姿からも問題だと思います。
議会改革として最も重要なことは議会の情報公
開であり、本会議や委員会のインターネット中継

２
２

6

などを実施し、市民に見てもらうことです。議員
は市民の付託を受けてはいますが、すべて議員に
任されたわけではありません。市民の声をいつで
も真摯に受け止め、市民に働きかけ、市民協働を
実践していくなかにこそ、議員の、議会の、存在
価値があると思います。

議員提案の条例に反対したわけ
議員提案による条例は、議会の政策立案機能を
高めるものであり、議会の重要な役割だと思いま
す。国会でも議員提案の法律がたくさんあります。
条例は市にとっては法律と同じですから、慎重に
審議するべきものです。岡山市が提案する条例は
議会に出されてからの審議となります。議員が提
案する場合は、提案者が採決者となるわけですか
ら、その前に必要にして十分な審議が必要です。
とくに理念条例は規範となるものであり、市民・
事業者・市の役割が明記されていますので、それ
ぞれとの意見交換が欠かせません。市民や事業者
への意見聴取、研究や議論の積み重ねが十分でな
いと判断し、この条例に反対しました。
「議員提案の条例が可決された」と新聞紙面をに
ぎわせましたが、議員提案の条例は、成立を目的
にしてはいけません。議員提案の条例を可決した
議会は、この条例を市民に根付かせる義務を負っ
たといえます。議会のあり方がより一層問われる
ことを自覚し、議会としてこの条例に責任をもた
なければなりません。議会の政策立案機能は、市
民協働で高めていきたいと思います。

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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2010年3月9日（火）個人質問日
下市このみ

ウェブ検索

左の写真の中区役所メディアコムに年間賃料約5000
万円を岡山市は税金で払っています。
新庁舎は建設しないという方針のもと、区割りが3区
から4区となり時間的余裕がなかったことをその理由
に、当面活用するという方針で5年間の契約を結びま
した。5年後の区役所の姿をはっきりさせたいと思い、
議会質問を続けています。
今議会では契約更新する際の判断基準を質問すると
「区民が更新を望むのか、別の場所への移転を望む
のか、納得する場所があるのか、財政面はどうかが
検討項目である」との答弁でした。契約期間内に新
設するとすれば、もうあまり時間的猶予がないと答
弁しながら、建設計画をたてようとはしません。
「中区役所はメディアコム」のままでいいという答
弁に聞こえました。市民の意見をしっかりと聞き、
中区の恒久的な区役所を一日も早く決めるべきです。

保護者の皆さんが払う学校給食費が各学校によっ
てまちまちだということをご存じですか？
岡山市も例外ではなく、食材費は１食あたり47円
の開きがあります。保護者負担額は毎月約1000円、
年間では１万円以上違うことになります。
この差がどうして起きるのか、その原因について
質問しました。教育長は「自校炊飯、献立内容、
地場産食材、購入先や購入量、自由献立や行事食
など学校の取り組みの違い」「季節はずれのもの
は高い、一括購入するかどうかが差が出る大きな
理由」だと答弁しました。そうすると食材費の高
い学校は季節はずれのものを使い一括購入してい
ないのでしょうか。まだまだ検証が足りません。
また、この単価の差は、学校給食として適切なの
かどうかという課題も残したままです。

このみの
フォト日記
冬編
2009年12月〜2010年2月

■発行 下市このみ事務所
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保育園は、行きたい保育園に入れない保留児が昨
年12月には750人を数えました。幼稚園は園児が減り
空き教室が増えています。この状況を改善するため、
幼稚園の子育て支援機能を拡充し、3歳児保育や預か
り保育を拡充・実施するべきだと考え質問しました。
教育長の答弁は、保留児や発達障害児の問題を就
学前教育の大きな課題としながらも幼稚園、保育園
の連携を進めているところなので「保健福祉局とよ
く協議しながら検討していく」というものでした。
幼稚園の現場では、子どもが減り、空き教室が増
える状況を憂え、なんとかしたいという声が出てい
ます。教育長の答弁からは、幼稚園の空き教室を積
極的に活用し、市民のニーズに応え、子育て支援機
能を充実するという意欲が感じられず、とても残念
でした。

今回の質問はこれで終わ
りにするのではなく、角度
を変えて次回はもっと深め
た質問をしたいと考えてい
ます。

4/15(木) 質問検討会
下市事務所にて19:00〜
議会質問をみなさんと一緒に
考えていきます。どなたでも
ご参加でください。

5/17(月) 臨時議会
6/1(火)

代表者会議

6/2(水)

議会運営委員会

6/3(木)

常任委員会

6/7〜23

6月定例市議会

6/18(金)常任委員会

日本人の体温と添加物
下がり続ける体温が大変
人の体温は何百年も前から36.
5℃～37℃。しかし今は35℃台の
人が激増し、手足の冷え性を訴
える人や、携帯カイロがよく売
れ、とくに体温が高いはずのこ
どもたちの低体温化は深刻で、
平熱が34℃～35℃台という子が
激増しているとの報告が、各地
の医療機関から出されている。
私たちが生命活動を維持するた
めに欠かせないのが、体内酵素
であり極めて重要な役割を果た
す。その酵素がもっとも働きや
すい温度は36℃前後で、これ以
上だと酵素はうまく働かず、代
謝機能が低下してしまう。これ
は成長期のこどもには特に大問

題だ。症状として、腰痛、生理痛、
肩こり、発がん、冷え性、不眠、
便秘、花粉症、風邪など様々で情
緒的にも無気力、集中力がない、
落ち込みやすいなどの影響が出
ている。原因としてとくに大き
なものは朝食抜きや、朝食の内
容、夜型の生活、体の酸性化、
旬を無視した季節外れの野菜や
果物の摂取などの他、化学調味
料と食品添加物の氾濫によるカ
ルシウムの体外流出が体温を下
げる。これらが重なり、体温が
下がると、免疫力が低下、内臓
機能も弱り、体温35℃台を好む
ガン細胞が活発化し、女性の不
妊の原因にもなっている。

おかやま土と健康の会
影山 久方

⑦ 月 日
幡多学区連合町内会研修旅行
2

28

④
④1月5日市場初せり

⑤
⑤1月19日市民ネット市政報告会

⑥
⑥2月14日民主党おかやま｢2010躍進のつどい｣

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

■メール

s‑konomi@mx3.tiki.ne.jp

⑦
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一本の電話から
先日、事務所に一本の電話がありました。それは高齢の
女性の方からで、ご主人の介護にほとほと疲れたという内
容でした。ご主人は寝たきり状態で、すべてのお世話をこ
の女性一人でしているとのこと。この女性も高齢で、家庭
内でのご主人の介護が如何に大変かが、その話しぶりから
伝わってくるのです。ヘルパーや入浴介助などを頼んでは
いるものの、それだけでは彼女の負担はあまり軽くならず、
ご家族の提案で、ご主人をある施設に入居させることにな
りました。
しかし、その施設は自宅からかなり離れた
ところにあり、女性が毎日通うことができな
いうえに、ご主人は、早く家に帰りたい、夫
婦一緒にいたいと涙するのです。家族もいた
たまれなくなり、ご主人は結局自宅に戻りました。
しかし、自宅に戻れば以前と同様、介護する女性は大変
な日々を過ごし、どうにかしてほしいと泣く泣く事務所に
連絡を下さったのです。こういうケースはまれなことでは
ありません。このまま放っておくわけにはいかない問題で
す。今回も地域包括支援センター（※）に早速お願いしま
した。担当者がすぐに自宅へ出向き、問題解決のために力
になってくれています。老々介護、この問題をどうするの
か、考えていかなければなりません。
（※）地域包括支援センターとは
日常生活に不安のある高齢者、家庭で高齢者を介護して
いる家族の人の相談に応ずる機関。必要なサービスがうけ
られるよう申請手続きのお手伝いもしてくれます。
お問い合せ先

中区地域包括支援センター

TEL086‑274‑5172
時間外でも携帯に転送され、対応しています。

2009/12〜2010/2
12月
1日 まちづくりおしゃべりネット
5日 幡多クラブもちつき大会/ 藤原婦人会忘年会
たんぽぽネットワーク定例会/竜之口学区年忘れ懇親会
12日 足守川パイプライン化反対運動勝利報告会
13日 幡多学区ロードレース大会 /障害者福祉大会/
幡多学区忘年会
14日 保育士の皆さんと懇談会
15日 下市このみ個人質問（11/21〜12/22 11月定例岡山市議会）
17日 保健福祉委員会
19日 第１回ＪＰ労組地方組織内議員会議
23日 第３２回東ブロックママさんバレー試合
27日 姫井由美子議員国政報告会＆忘年会
28〜30日 歳末警戒（財田、幡多分団,藤原、沢田）
29日 ストックハウス掃除

1月
1日
2日
5日
8日
9日
10日
12日
15日
17日
19日
24日
25日
27日
31日

幡多分団初出
沢田自警消防団初出
中央卸売市場初市
会派代表者会議
幡多学区新年互礼会
消防出初め式/財田学区新春互礼会
ＤＶサポートシステムをつなぐ会
１月臨時岡山市議会/連合岡山新年会
市民ネット杯 第２回新春ボウリング大会
市民ネット市政報告会
高島学区各種団体新年互礼会/竜之口学区新春互礼会
映画鑑賞会/安心のまちづくり調査特別委員会
民生委員児童委員協議会理事互助会総会
第８ブロックソフトバレーボール大会
ＪＰ労組新年互礼会（備南・東備・岡山支部)

2月
2日 岡山市学校給食センター訪問
3日 議会のあり方検討会議/質問検討会
7日 岡山市障害者相談員研修会/幡多学区ボウリング大会
8日 保健福祉委員会
9〜10日 2010年度地方財政セミナー
11日 御津虎倉産廃処分場建設抗議集会
13日 子ども読書活動推進の会
14日 「龍ノ口グリーンシャワーの森」を守る会設立総会/
ＪＰ労組の役職員経験者交流会/東部地区図書館を創る会/
民主党おかやま「2010躍進のつどい」
15日 国民健康保険運営協議会
20日 予算をよむ会
22日 2月定例岡山市議会開会 (〜3/19まで）
24日 政令指定都市推進協議会総会
28日 幡多学区連合町内会研修旅行

収入
議員報酬
期末手当
計

(09.12月～10.2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
積み立て
計

2,130,000
1,682,700
3,812,700
423,750
347,535
170,700
43,980
172,500
16,500
147,315
733,398
557,022
1,200,000
3,812,700

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
毎回︑見やすい紙面に
なるよう悪戦苦闘してい
ます︒今回はいかがでしょ
うか？
︵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。

