
9月議会に出された神下のミニボートピア設置

反対陳情は、28日の建設委員会では継続審査とな

りました。

これに納得しなかった議員が本会議での分離採

決を求め、10月1日の本会議では、継続審査が否

決され、建設委員会に差し戻され、再審議の結果、

全会一致でミニボートピア設置反対の陳情は可決

されました。

8月2日、センインターナショナル(大阪)が市に

開発推進の報告書を出し、神下にミニボートピア

が計画されていることが明らかになりました。周

辺地域の皆さんにとっては寝耳に水の話しでした。

8月下旬、地元竜操中学校のＰＴＡ会長から子

どもたちの環境を守るために反対したいとの相談

を受け、8月31日に竜操中学校区のＰＴＡ会長・

副会長と地元議員が集まり、対策を考えました。

地元神下町内会長は同意書を提出しているとの

ことであり、9月議会に陳情を提出し、署名活動

も合わせて行うことにしました。

幡多・財田・竜之口小と竜操中のＰＴＡは9月
初めから、署名活動を開始し、１週間ほどで3465
筆の署名を集め、13日に都市整備局長と議長に陳

情書を提出しました。この後もＰＴＡを中心に個

人や町内会、そして下市事務所も署名活動に協力

し1376筆を集めました。27日には追加の署名9813
筆を都市整備局長に提出し、前回分と合わせて13
278筆の署名となりました。

28日の建設委員会、10月1日の本会議もＰＴＡ

の方々は傍聴し、子どもたちのために地域の環境

を守りたいという強い意志を示してくれました。

市民の皆さんの意志を議会は反映し、設置反対

陳情を採択しました。国の設置条件のひとつに

「市議会が反対決議をしていないこと」とありま

すので、国の許可は下りないことになります。

ＲＳＫメディアコムに間借りしている中区役所

の将来展望を様々な観点から考え、岡山市に具体

的に提案し実現を目指すことを目的に、中区役所

を考える会は、6月20日に発足しました。

この日は記念講演「政令市岡山の市民主体のま

ちづくり」を、7月25日には第2弾として岡田雅夫

氏による講演「まちづくりと地方自治」を開催し、

市民自らが動くことの大事さを学びました。さら

に、市民局と意見交換の場を持ち、地域の連合町

内会長との情報交換等と精力的に動いています。

考える会は、北区富吉地内に移転予定の岡山運

輸支局（中区藤原）をまとまった貴重な土地とし

てまちづくりのために手に入れてほしいと市長に

要望することを連合町内会長にお願いしました。

中区役所を考える会は、まちづくりに関心のあ

る方大歓迎です。行政にお願いするまちづくりか

ら卒業です。あなたが主役です。ご一緒にどうぞ。
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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。

岡山市議会ミニボートピアに反対

日本で一番暑かっ
た岡山で平和を訴え、
自転車で走りました。

ピースサイクル
2010年7月31日・8月1日

↑このみフォーラムで熱弁をふるう下市このみ
9月4日 岡山市立東公民館にて

中区役所を考える会活動開始

■地元の素早い動き！

■署名活動の輪が広がって



公共交通が廃止された御津地域のコミュニティバ

スを「買い物バス」にすることを6月・9月議会と続

けて提案しました。

一日数便のバス運行を維持した上で、運行時刻の

工夫で買い物して家に帰るのに便利なバスが「買い

物バス」、通院に便利な「通院バス」、「銀行バス」

などなど。あわせてバス停の工夫などまずはやって

みようと誘ってみたら、都市交通公園担当局長「交

通行動の実態把握の調査や交通事業者との契約方法

を検討する、地域の協力体制を含めて御津支所とも

議論を始めていく」との答弁でした。

今のバスを「買い物バス」に変える、少しでも地

域の皆さんの買い物の役に立つバスへの変身を急い

でほしいと思います。7月に変わった局長はさっそく

御津のコミュニティバスにも乗ったそうですし、そ

の行動力に期待しています。

お店の品物で季節を感じながら食材を選ぶこと、

自分の食べたいお総菜を買うことは楽しいことです。

お店の品物を見てどれにしようかと悩んだり、知

り合いにあっておしゃべりに花が咲いたりと、買い

物はコミュニケーションの場でもあります。

ところが岡山市でも、公共交通が廃止され、自家

用車が運転できない住民には、商店ま

で日用品を買いに行くことが困難な地

域が生まれてます。今年5月の経済産

業省の調査によりますと「買い物難民」

は全国で約600万人といわれています。

「買い物難民」
郊外型の大規模店との競争や深刻な不況による経営難など

から小規模な個人商店が撤退したことによって商店街が衰

退したり、大規模店の不況による撤退のために、高齢者ら

が生活用品の購入に困るという社会現象、または生活用品

の購入に困難が生じた人びとのこと。

「高齢の母が買い物に行くためにコミュニティバ

スを走らせてほしい」というご相談がありました。9
0歳を超えたひとり暮らしの方はいよいよ自力での買

い物が難しい状況にもなってきました。市街地でも

「買い物バス」が必要になってます。

現在、幡多あたりだと桑野の「ふれあいセンター」

へのバスが運行されています。このバスを工夫して

コミュニティバスの役目をもたせばいいと思います。

☆「高齢者等買い物サポート事業」横浜市
横浜市では高齢者や障がい者などが日常の買い物

をする際、移動手段の提供や希望賞品を替わりに購

入する「高齢者等買い物サポート事業」を開始しま

した。毎週月曜日に無料でスーパーまで送迎します。

買いに行けない人向けには買い物代行サービスを300
円から500円の手数料で行っています。

☆「ネットスーパー」京都市
京都市では高齢化や商店街の衰退で増えている

「買い物難民」を支援するため、「ネットスーパー」

の実用化を目指しています。高齢者でも利用しやす

い簡易なシステムの構築や、パソコンのリースや捜

査方法を教えるなどのサポート体制を検討するよう

です。「ネットスーパー」の実用化は、商店街の活

性化や高齢者の安否確認にもつながる可能性を持っ

ています。

それぞれの地域の特色を活かして、市民協働で、

民間の力も借りながら、まちを作っていく。買い物

は生活用品を購入するだけじゃなくて、人と人との

コミュニケーションの場として、人らしく生きてい

くために不可欠です。岡山市としても、高齢者の生

活を守り、誰もが自由に買い物ができるまちを作る

独自の取り組みを早急に進めましょう。
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①6月9日DV防止啓発パネル展＆バザー ②6月20日中区役所を考える会 ③7月9日参院選難波奨二さんの応援

このみの

フォト日記
夏編

2010年6月～2010年8月 ① ② ③

▼「買い物」でおしゃべり、楽しいね

▼ 「買い物バス」！？

▽ 他都市の取り組み

▼ 「買い物難民」 岡山市も取り組みを！



今回の個人質問では、学校給食について、山陽

新聞にも取り上げられた地場産食材を独自に購入

している太伯小学校の取り組みを例に挙げ、教育

長と経済局長に意見を求めました。

太伯小学校のように新鮮でおいしい安全な農産

物を給食に取り入れることは、子どもたちにとっ

ては作る人の顔がわかり、野菜に関心を持ち、もっ

と野菜を食べようという意欲につながる、農家の

方には生きがいを持って野菜づくりをしていただ

けるという一石二鳥の実践です。

野菜の作り手は日に日に高齢化していますし、

岡山市では兼業農家が圧倒的に多いのです。学校

給食は巨大で安定した市場です。この学校給食へ

の地場産食材導入は、農家のやる気にもつながり、

農業を元気にすると思います。教育委員会が各学

校の地場産食材の個別購入を推進する意気込みを

持ち、経済局と連携して各学校が取り組みやすい

仕組みを考え出すべきだと思います。

また、耕作放棄地を学校が再生していく授業、

子どもに農業を体験させる絶好の機会ですね。
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食生活と犯罪の関連性
人工的に作られた香り、味、乳化剤やリン酸塩、

などの食品添加物が犯罪に関係している。

「少年犯罪と食」の関係を長年研究している岩手

大学の大沢博名誉教授（心理栄養学）によれば、

清涼飲料水やスナック菓子類を多く摂取する食生

活を続けると添加物の取りすぎと、ビタミン・ミ

ネラルの欠乏、低血糖による健康被害は「精神面」

脳の機能低下を招く恐れがあるという。

茨城県警少年課が発表した「少年犯罪と食の関

連性」についての調査報告書は、大沢教授の説を

裏付けた。県内で1998年1月から4月に検挙された

強盗、殺人、恐喝など粗暴犯や軽犯罪が中、高生

で約270人で、一般の学生（同数）と日頃の食生

活を比較した。それによると検挙、補導された少

年は、週3回以上朝食抜き、1人で食事するなど、

食生活の特徴としては、家庭で鍋を囲むことが少

なく、「ジュース類が好き」「カップ麺を朝から

食べる」「肉類が好きで、野菜や魚が嫌い」「食

べ物の種類が少ない」などが挙げられた。やはり

愛情がこもった家庭での手作り料理がいかに大切

かを県警のレポートは示している。

おかやま土と健康の会

影山 久方

④7月15日市民ネット市政報告会 ⑤7月20～22日保健福祉委員会視察 ⑥8月10日ポスター用写真撮影 ⑦8月29日ミニボートピア滝野見学

⑥ ⑦

2010年9月24日（金）個人質問日

下市このみ ウェブ

学校給食と地産地消

やっと実現しました

かねてから蛍光管に含まれる水銀が危険であることを指摘し、資源回収を個人質問で要望してきまし
た。岡山市は、やっと今年の6月1日から蛍光管を資源化物として回収を始めました。
市有施設や登録電器店で回収しています。使用済みの蛍光管のみ扱い、白熱球・発光ダイオード（LED）
は回収できませんので、不燃ごみとして出してください。

余談ですが、議会で当局答弁は、「検討します」 「検討します」の連続です。本当に検討すると

言葉通り受けとった方、まだ役人の生態勉強不足。初めて議員に挑戦した主婦の目線でムダは許しま

せん。議員もいつの間にか慣れですね。まっこんなもんかと。初心に返れと肝に銘じる次第です。

■個別購入で地場産食材をふやす太伯小学校

④ ⑤
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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
(10.6月～10.8月）

収入
議員報酬 2,130,000
期末手当 1,661,400

計 3,791,400

支出
共済掛金 422,175
所得税 420,598
住民税 147,200
国民年金 43,980
国保 179,500
親睦会費等 17,000
事務所家賃 147,315
事務所維持費 742,268
生活･活動費 671,364
積み立て 1,000,000

計 3,791,400
相談無料･秘密厳守 e-mail：nandemoline@yahoo.co.jp

TEL&FAX 086(270)5350

6月
5日 たんぽぽネットワーク
6日 第22回ひまわりマーケット

竜之口学区ソフトバレーボール大会
8日 ＤＶ防止啓発パネル展＆バザー
12日 第９回大野ホタルまつり
13日 幡多学区婦人ソフトバレーボール大会

東部地区図書館を創る会
15日 下市このみ個人質問日（6/7～6/23 6月定例岡山市議会）
17日 ＪＰ労組中国第３回定期地方大会
18日 保健福祉委員会
20日 郵政退職者会岡山支部総会

中区役所を考える会
21日 質問検討会
22日 岡山市民生委員推薦会
24日 おしゃべりネット
25日 岡山県郵政退職会第３６回定期総会
27日 岡山市身体障害者福祉協会総会
29日 岡山市戦没者追悼式
7月
4日 竜之口ティーボール大会

子ども読書活動推進の会
15日 児童クラブ指導員組合の皆さんと懇談会

市民ネット市政報告会（福浜公民館）
16日 中区役所を考える会、市民局と意見交換会
20日～22日 保健福祉委員会視察（千代田区・仙台市・北海道）
25日 幡多学区少年少女球技大会

障害者相談員協議会総会
26日 ポイ捨て条例勉強会
27日 おしゃべりネット
28日 広島市民生委員児童委員協議会視察
29日 北九州市民生委員児童委員協議会視察
30日 御津のコミュニティバス取材

富川市歓迎レセプション
8月
1日 ピースサイクル
2日～４日 安心のまちづくり調査特別委員会視察

（釧路・帯広・千歳）
8日 ＪＰ労組備南支部、東備支部定期大会
9日 子ども読書活動推進の会「だいすきな本とお茶の会」
11日 子ども読書活動推進の会、教育委員会との懇談会

質問検討会
16日 コンビニユニオンと勉強会
17日 岡山県市議会議員研修会（講師 新藤宗幸氏）
19日 保健福祉委員会
21日 竜之口学区３０周年記念フェスタ

赤田夏祭り
24日 おしゃべりネット

福渡病院組合議会
25日 北区富吉の岡山運輸支局移転用地見学
29日 幡多学区一般ソフトボール大会

ミニボートピア滝野見学

2010/6～2010/8
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▼ ご近所の立ち話

先日、ご近所の方3人で立ち話をしていたところ、下水

道工事の話になりました。Aさんが「うちはいつ下水道工

事をしてもらえるんじゃろうか。」と言います。するとご

近所に住んでいるBさんが「あら、うちはもう終わったよ。

じゃから、もう少ししたら工事が始まるんじゃねん。」と。

実は普段よく耳にする会話です。

▼ 岡山市へ質問
さっそく、Aさんの下水道工事状況を岡山市に尋ねてみ

ました。するとこんな答えが返ってきました。「Aさんの

自宅が面している道は私道だから、その持ち主と、その道

路に面している住民の申請書が必要。その書類が出ていな

いので、下水道工事はできません。」要するに、こちらか

ら申請しない限り工事はしないということで、市側からは

市民には何のお知らせもしないとのことです。ということ

はAさんの周辺は、待っているだけでは永久に下水道工事

は開始されないということです。さっそく市の説明を聞き、

動くことにしました。

▼ 行動開始！
まず、私道の土地所有者から岡山市が土地を無償で借り

公共下水道施設を整備するための契約をします。そして、

私道沿線の住民の中から代表申請人を定め、申請書類を取

りまとめ、岡山市に提出します。これらのことを済ませる

と工事に取り掛かかります。Aさんのご近所でも早速動き

出すことにしました。岡山市は、市道でも私道でも下水道

工事を円滑に進める努力として、住民に状況を知らせる必

要があると感じました。そして、私たち住民は、岡山市に

まかせっきりにするのではなく、積極的に動くことも大切

だということも感じました。あなたのところは大丈夫？

▼行政への不安、ご意見などはお気軽に、下市このみの
『市政･市民相談』をご利用下さい。




