
昨年4月岡山市は政令市になり、4つの区でスター

トしました。北区役所は本庁1､3階と分庁舎1,3階
を使用、中区役所はRSKメディアコム1，2，3階を

賃貸使用（約450坪）、南区役所は灘崎支所を暫

定的に使用中で浦安総合公園駐車場用地に移転が

決まっており、東区役所は旧西大寺支所を使用し

ています。

中区役所はRSKメディアコムを借りてのスター

トとなっていますが、このRSKメディアコムは198
3年2月に建設され、築27年になります。私は、RS
Kメディアコムの1ヶ月の賃料約350万円は高い、

契約期間終了後の中区役所はどうするのかと議会

質問を続けています。岡山市は、今になってもな

んら計画を示していません。区役所という行政サー

ビスを提供する重要な施設を民間施設の借り物を

使う行政運営には問題があります。そのリスクを

市民に転嫁することは許されません。これ以上の

賃貸は許されず、早急に建設計画に着手すべきで

す。

この建物の1階、2階、3階と駐車場51台分の年

間賃料（家賃）は4600万円に上ります。決して安

くはありません。契約期間の5年6か月分では約3
億円になります。これはすべて税金です。普通私

たちは、これだけの家賃を払うなら、ローンを組

んで家を買うことを考えるはずです。

2012年4月に富吉（岡山市北区）への移転が決

まっている陸運事務所の跡地（岡山市中区藤原）

は中区にとって、まとまったかけがえのない貴重

な土地です。中区はもともと市有施設が少なく、

地区図書館の整備計画もたなざらしのままです。

そして、いまだに地域センターはひとつもできて

いません。

陸運事務所の移転後は、岡山市が土地を取得し、

中区に足りない施設の整備を進めるべきです。中

区にはまとまった土地がなかったため、ふれあい

センターに福祉事務所を併設できなかったと聞い

ています。中区には県立高校が5つ、私立高校が1
つ、大学が2つもある文教地区といえるのに図書

館はまだできていません。

中区の人口は約14万人で市全体の20%を占めて

いるのに、面積は51平方キロメートルで6.5%とい

うせまさです。中区は、コンパクトシティとして

のまちづくりに最適な地域だといえます。陸運事

務所の跡地約17,500㎡に中区に必要な施設を集中

させることにより、区民の利便性は高まり、区の

まちづくりの根幹が出来上がります。

また、ここの用途地域は準工業地域であり、民

間によるいろいろな開発が可能ですが、住んでい

る市民が、自らのまちづくりを自らで考えて、こ

の跡地を有効利用するプランを作成し、実行する

市民協働のまちづくりのモデルケースとしたらい

いと思います。
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これ以上の賃貸は税金の無駄遣い

今回もバラエティーに富ん
だ品物が高屋公園に大集合！
次はどんな掘り出し物がでる
かお楽しみに。次回は11月の
予定です。

6月6日（日）
第22回ひまわりマーケット開催しました！
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陸運事務所の跡地は
まちづくりの貴重な土地



6月議会のコミュニティバスについての質問で、買

い物の行き帰りに便利なダイヤの「買い物バス」を

提案しました。そこで、御津コミュニティバスの現

状を知るため、事務所のＴさんと鹿瀬(かせ)線と鼓

田東(つづみだひがし)線に乗ってみました。

7月30日晴れた日に、御津コミュニティバス鹿瀬線

の草生中(くそうなか)バス停から10時19分に乗りま

した。このバスは以前からの中鉄バスと同じ大きな

バスです。私たち以外のお客さんはゼロ。金川駅か

ら乗ってきた女性は、免許

センターまで行き、バスを

乗り換え岡山方面へ行くと

のこと。彼女は帰りもこの

バスに乗りたいので少し遅

れても待っててほしいと運

転手さんに頼んでいました。

鹿瀬線のこの時間帯は利用客がいません。金川駅の

列車の時間とも連動していませんし、運転免許セン

ターでも岡山行きのバスは40分待ちになっています。

さて、10時29分御津文化センター着。鹿瀬線はハ

ピッシュの前には停留所がありません。ハピッシュ

までは歩いて8分かかりました。少し曇っていました

ので助かりましたが、暑い夏の日や寒い冬の日に国

道沿いはあまり歩きたく

ありません。私たちはお

弁当を買い、10時52分に

ハピッシュを出ました。

御津文化センターに向か

うと、回送だった小型の

バスが「鼓田東線」とな

り止まっていました。運

転手さんに聞くと11時02分に出発するというので、

鼓田東まで行ってみることにしました。

鼓田東線は、金川駅から１人、金川から3人、金川

表町から１人とお客さんがあり、私たちを入れて７

人の乗客となりました。

この鼓田東線は、金川を過ぎるとフリー乗車区間

となります。鼓田東線は「県道から山道に入り、集

落を一回りして県道に出る」路線になっていますの

で、高齢者のみなさ

んにはとても好評の

ようです。終点の鼓

田東に住むもうすぐ

90歳というご主人は、

「月・水・金は朝7
時45分にバスに乗り、

金川で用事を済ませてこの

バスで帰る。ぜひこのバス

は守ってほしい」とおっしゃっ

ていました。

12時頃に鼓田東に到着。ここは吉備新線の下の山

の中でとても涼しかったです。7分ほど休憩するとバ

スは同じ道を帰ります。この午後の便にも途中から

女性が１人ずつ合計3人乗ってきました。皆さん、買

い物や病院に行くとのことでした。

私たちは金川で降り、鹿瀬線は4時間待たないと来

ませんので、タクシーで草生に帰りました。タクシー

代は1010円、バスは１回200円で600円でした。

ぜひ一度乗車してみることをおすすめします。便

利さの中で暮らしている私たちには、想像もつかな

い山の中での暮らしがみえます。

日常の生活さえも不便な地域

の足としてコミュニティバスの

存在は大きいものだとあらため

て感じました。
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①3月7日東公民館文化祭 ②3月8日3.8国際女性デー ③3月23日DV防止啓発パネル展＆バザー

このみの

フォト日記
春編

2010年3月～2010年5月 ① ② ③

◆鹿瀬線は免許センターで岡山方面へ接続

◆鼓田東線は高齢者の生活を支えている

↑鹿瀬線を走行中
33人乗りの大型バス
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↑細い山道をバスは行く

↑車中は地域のコミュニティ
おしゃべりもはずみます

◆ぜひ乗車してみよう



私は6月議会で『食育と学校給

食について』の個人質問をしま

した。岡山市内の小中学校で提

供している学校給食は、ここ数

年で地産地消がすすみました。

市内産食材の使用量を質問した

ところ、市内産使用量は調査し

ておらず、県内産使用量が40％
を超えたとの答弁でした。

学校給食の市場はとても大き

く、地場産食材を使用すること

により、地域でお金が循環する

という経済的な効果をもたらす

役割も果たしています。そのた

めに地域の業者をもっと活用し

学校が食材を直接購入できるよ

うな仕組みを作るべきだと考え

ます。

学校給食は、現在も戦後の給

食制度開始当時と余り変わらず、

栄養第一、均一献立、食材一括

購入という状況です。家庭で母

親が子どもにご飯を作るように、

各学校の栄養士がその学校独自

の献立を考え、食材を購入し、

調理するというあたりまえの工

程のなかにこそ、子どもが愛情

を感じると思います。学校栄養

士の工夫次第で、給食に個性が

生まれ、給食っておいしいと子

どもたちが思えることが、食を

通しての教育です。私は、学校

から一番近い農協や八百屋さん

などの業者が、農家と学校の橋

渡しをして、そこから買うこと

ができるようにすることを提案

しました。そのとき行政の役割

は、農家と学校間調整をし、需

要と供給のバランスが上手くい

くようにすることだと思います。

実現させるには、行政の地域

農業の把握、栄養士の創意工夫、

生産者同士の情報交換などまだ

まだハードルは沢山あります。

給食に携わっている人々の努

力が、地産地消につながり、地

域経済の発展、そして子どもの

健やかな成長へもつながってい

くのではないでしょうか。
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厚労省は食品安全行政を
徹底的に見直すべきだ

昨年、花王のエコナに発ガン

性が発覚したことで、花王は、

販売を自粛していましたが、政

権交代により消費者庁は消費者

サイドに立ち、エコナに含有し

ているグリシドール脂肪酸エス

テルが発ガン性物質であるとし

て、特定保健用食品から外し、

特保許可を取り下げた。消費者

団体の要求が、やっと叶ったと

言えるのだが、問題はまだまだ

ある。

食品業者と密着した食品安全

行政を見直すべきだが、大手食

品メーカーに甘い行政。ナショ

ナルブランド商品の中に有害な

物質が多い。特に理解し難い異

例な措置で、山崎パンに使用を認

めた臭素酸カリウムの発ガン性に

ついては国際機関も日本も認定済

みだが、食パンのみ臭素酸カリウ

ムの使用を認めたのだ。どう考

えても不可解なことである。山

崎製パンの元社員は、工場でも

臭素酸カリウムだけは特別な部

屋で厳重に管理しており、使用

量も厳重にチェックしている…。

それはあたりまえのことで『劇

薬』なのである。そんな危険な

ものをなぜ使うのか。臭素酸カ

リウムは小麦粉改良剤イースト

フードとして使用され添加物指

定されており、「超芳醇」など

の製品として、柔らかソフトの

パンが作られているのだ。私は

食べない。

おかやま土と健康の会

影山 久方

④4月5日げんげの会お花見 ⑤4月13日市民ネット市政報告会 ⑥⑦5月10日会派視察和歌山電鉄いちご電車

④ ⑤ ⑥ ⑦

2010年6月15日（火）個人質問日

9月4日(土) 14:00～16:00
このみフォーラム｢市政報告会」

岡山市立東公民館

9月13日(月)～10月1日(金)
9月定例岡山市議会

下市このみ ウェブ

■給食にも個性を

■子どもたちのために

学校給食に個性を
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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
(10.3月～10.5月）

収入
議員報酬 2,130,000

計 2,130,000

支出
共済掛金 297,600
所得税 143,970
住民税 170,700
国民年金 43,980
国保 179,500
親睦会費等 16,500
事務所家賃 147,315
事務所維持費 774,350
生活･活動費 356,085

計 2,130,000
相談無料･秘密厳守 e-mail：nandemoline@yahoo.co.jp

TEL&FAX 086(270)5350

3月
1日～19日 2月定例岡山市議会 （3/9下市このみ個人質問日）
6日 幡多小学校体育館竣工式/ケアポート生き活き館原尾島落成式

連合岡山・女性委員会国際女性デー
7日 政令市移行記念イベントウォーキング大会/東公民館文化祭
13日 ３．８国際女性デー 講演会”「男だてら」に「女泣き」”
14日 第8ブロックグランドゴルフ大会/子ども読書活動推進の会
16日 竜操中学校卒業式/保健福祉委員会
17日 幡多小学校卒業式/つくって食べて語ろう会(竜之口学区)/

ふれあい公社理事会
18日 幡多幼稚園卒園式
21日 幡多スポーツ少年団卒団式
22日 幡多学区歩く会
23日 ＤＶ防止サポートシステムをつなぐ会バザー＆パネル展

熟年者ユニオン勉強会
25日 まちづくりおしゃべりネット♪
27日 幡多クラブ入所式・卒所式

4月
3日 たんぽぽネットワーク
4日 さくら祭り（操明地区）

鍼灸マッサージ師会創立100周年記念祝賀会
5日 げんげの会お花見会（里山センター）/会派会議
9日 竜操中学校入学式
11日 幡多スポーツ少年団入団式/視覚障害者協会総会
12日 幡多小学校入学式
13日 幡多幼稚園入園式/市民ネット市政報告会（吉備公民館）
15日 岡山市連合婦人会総会/質問検討会
16日 幡多学区体育協会総会
17日 岡貯ＯＢ会総会
20日 第77回郵政記念日式典
24日 連合岡山第21回岡山県中央メーデー/関寿会総会懇親会
25日 第13回百間川ふれあいフェスティバル
26日 幡多学区婦人会研修旅行
30日 ふれあい会食（東公民館）

5月
7日 南方保育園見学
8日 藤原婦人会総会
9日 岡山県障害者スポーツ大会/東部地区図書館を創る会
10日～12日 市民ネット会派視察（和歌山・大阪・京都・相模原）
15日 いちご狩り/DV防止サポートシステムをつなぐ会総会
16日 関北ソフトボール大会/団地北自主防災訓練
17日 ５月臨時岡山市議会
22日 公立保育園保護者会総会（ふれあいセンター）
23日 市長杯 ママさんバレーボール大会
24日 保健福祉委員会/安心のまちづくり調査特別委員会
25日 幡多小学校体育館こけら落とし/福渡病院組合議会
28日 ふれあい公社理事会/幡多地区社会福祉協議会総会
29日 連合岡山組織内議員総会
30日 福祉オンブズ講演会/幡多学区連合町内会総会
31日 保健福祉委員会/東公民館運営委員会

2010/3～2010/5
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きっかけは、下市このみニュースの『老々介護の現状』

を読ませていただいてからです。下市このみ事務所が老々

介護の駆け込み寺になっているではないですか。市民の相

談窓口として機能していることはありがたいことではあり

ますが、これからの超高齢化社会に突入しようとしている

現状よりして、今何が必要で私が今できることはないだろ

うかと思いました。

介護体験をとおして見えてきたもの
私たち家族の苦い介護体験（98才の徘徊型アルツハイマー

病で妻の母の入院）から、やはり身近な情報と人的ネット

ワークの大切さを痛感しました。その時、身近な情報紙と

して毎月の『市民のひろば』『くらしの便利帳』に目を通

しましたが、適切な表現（わかりやすさ）は見当たりませ

んでした。（地域包括支援センターのPR不足を感じました）

そこで、手っ取り早く、身近な施設を尋ねるには、読むも

のより一目瞭然、目で見える地図しかないと思い、区ごと

の施設のマップを作成しました。細かい根気が必要でした

ので、勤務事務所のスタッフと関係先の方等の好意とご協

力によって短期間で仕上がりました。

おかげさまで、岡山市よりご評価いただき福祉施設等に

配布していただくことになりましたので、是非一度ご覧い

ただき市民の皆さまにお知らせいただきたいと思います。

介護マップをご覧になりたい方は下記まで
＊岡山市
高齢者福祉課 TEL803-1230 介護保険課 TEL803-1240
中区役所(代表） TEL803-1000 中区福祉事務所 TEL272-8228
中区地域包括支援センター TEL274-5172
＊認知症の人と家族の会岡山県支部 TEL232-6627
＊高齢者､障害者支援ネットワーク事務局 TEL222-0019

脇本 幸典

6月17日付けの山陽新聞に、幡多学区在住の脇本幸典さんが作成した
『介護マップ』の記事が掲載されました。そこで脇本さんにマップ
作りの苦労などついて一文を寄せてもらいました。（下市このみ）


