
【不思議１】 合併特例債と合併推進債

中区役所整備事業が、メディアコム用地購入費等

7億2400万円が予算化されたことにより、動き出し

ます。

中区役所の場所については、2011年9月「中区役

所の候補地として岡山運輸支局跡（中区藤原）を検

討してほしいと」いう陳情を幡多・財田・竜之口連

合町内会から出され、市民文教委員会で継続審査扱

いとなっていました。メディアコムの3倍の広さの

運輸支局跡地は、中区の拠点施設として、防災の拠

点としても優位なことは疑う余地がありません。唯

一障害となるのは、移転用地は確保されているにも

かかわらず、運輸支局移転が予算化されない状態が

3年間続き、移転時期が見通せないことでした。

2013年1月10日、陳情を出した3つの連合町内会長

へ、「陳情取り下げ」要請を市民局長は行っていま

す。その時「来年度運輸支局移転予算が付いても、

運輸支局跡で中区役所を整備となると合併特例債と

いう有利な財源が使えない」というものでした。

合併特例債とは

「平成の大合併」を進めるために、合併した自治

体が借金しても、国がその借金の70％を払ってくれ

るという優遇措置のひとつで、御津・灘崎との合併

時を起点に15年以内で事業が完了することが条件で、

2020年3月までが期限となります。市民局長はこの

有利な財源が使えないので、運輸支局跡は候補にな

らないと連合町内会長に説明しています。1月15日、

同じ趣旨を中区選出議員の集まりでも説明し、中区

役所候補地から運輸支局跡を除外することを確認、

同日、市民文教委員会で決定されました。

2013年度予算案でびっくり！合併特例債がない！

中区役所整備の財源内訳は、合併推進債5億8730

万円、緊急防災減災事業債6610万円、一般財源7060

万円で、合併特例債が含まれていません。

合併特例債と合併推進債の違い

合併特例債は70％を国が返済をみてくれますが、

合併推進債では40％になり、2022年3月までの事業

完了が条件となり、運輸支局跡への中区役所整備も

対象となります。

2月議会市民文教委員会で、今までの説明との食

い違いに対して市民局長は「いかに市民に有利に財

源をこしらえるかというのは、だますのではなくて、

市が努力をして、市税を使わずにいかに財源を活用

していくか。有利な財源の説明が地元に間違えてい

たとは認識していないので、地元に再訂正する必要

はないと思っている。」と答弁しました。

問われているのは、どの財源を使うかではなく、

合併特例債では間に合わないと候補地選定で、運輸

支局を外し、メディアコムに決定したにも関わらず、

メディアコムへの整備に合併特例債が使われないと

いう事実です。

後まで幡多・財田・竜之口の連合町内会長は陳

情の取り下げも行いませんでした。私は、 後まで

地元の意見を尊重し、運輸支局跡を建設候補とする
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年の初めの恒例行事となり

ました、市民ネット杯ボウリング大会が、2月9日おか

やまフェアレーンにて行われました。市民ネットの議

員対抗チーム戦はやっぱり力が入ります。各チーム必

死でしたよ。さて、下市チームの結果は…、想像にお

まかせします。楽しければ満足です（笑）

参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

市民ネット杯

第4回新春ボウリング大会

終了！
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陳情に一人賛成しました。陸運支局の移転建設予

算が付いた現在、陸運支局跡地で陸運支局の現在

の建物を区役所として活用しながら、敷地内に中

区役所や防災施設等を新築することが、合併推進

債で可能なのです。バタバタとメディアコムに決

定したことが不思議でなりません。

【不思議２】山陽放送が売らない→売る

今年に入り、RSKがメディアコムを売らない、

「本社ビルの建築を考える上でメディアコムを補

完施設として使う可能性がある」と言う話が出て

きました。1月15日市民文教委員会で、運輸支局跡

地は候補から外れましたが、RSKメディアコムとも

う1カ所を中区役所候補地として検討することを明

らかにしました。

1月25日高谷茂男岡山市長記者会見

（記者）中区役所の整備に関して、市として現在

のRSKメディアコムでの建て替えと、新たなもう1

つの場所と2つを候補地として、交渉が早くまとまっ

た方に整備するということでしたが、現在の交渉

の進捗具合を教えてください。

（市長）そういうことだったのですが、ここ2・3

日の話の中で多少進展してきています。山陽放送

といろいろ詰めていきたいと思っています。

（市民局長）今市長が申し上げたように、山陽放

送が文化財の調査を行うということで、若干動き

があったようです。先ほど質問にあったように早

く決定した方ということで今進めていますが、一

定の動きがあったものということで、できるだけ

早い回答を願っているところです。

この記者会見からすでに山陽放送からの売却を

岡山市は確信しているように伺われます。岡山市

としては市民会館、山陽放送、旧NHKを含め岡山城

跡の一部として整備するとの考えを示しています

ので、岡山市から山陽放送に対し、現在本社地か

らの移転先が示されたため、売らないから売るに

変わったとは考えすぎでしょうか？不思議です。

【不思議３】市民会館の移転場所はどうなる？

昨年11月議会で、市民文化ホールと一体的に後

楽館中・高校の天神校舎跡地に建て替えるという

方針が示されましたが、2月議会では移転場所を巡

り岡山駅南への大型商業施設進出に対する表町商

店街の活性化策として「表町の南の千日前に建て

替えるべき」という質問意見が数人の議員から出

されました。市民局長は、「絶対に後楽館中・高

跡地ということではないが 低でも5000～6000平

方メートル必要。」と移転場所変更と聞こえる答

弁をしました。

市民文教委員会で、市民会館移転先について確

認すると、「候補地はあくまでも後楽館跡地だが、

絶対ということではなく、変更の可能性もある。」

と、移転場所は白紙という方針転換の市民局長答

弁でした。オリエント美術館を含めた、カルチャー

ゾーン活性化のため、後楽館跡地へ移転するとい

う目的はどこへ行ったのか。唐突な移転先の変更

の示唆は不思議です。

【不思議４】「岡山市協働のまちづくり条例」

2000年6月に制定、2006年以降は指定なし

この条例により、審議会において非営利公益的

活動を指定し、それを行う団体に市が土地や建物

を無償で貸しています。現在15件の事業が指定さ

れ、市有地の無償貸し付けや市有施設の目的外使

用許可や使用料の免除などを受けています。とこ

ろが、2006年以降は「貸す市有施設がない」ため

指定がありません。

申請の相談があっても貸し出す市有地、市有施

設がないので、委員を発令するためだけに審議会

が開かれています。

また「非営利公益活動」の指定期間には定めが

ないため、15団体の活動にだけ市の支援がずっと

続いています。これでは、市の施策として公平性、

公正性の観点から問題があるといえます。この条

例を活かすために、市民協働のまちづくりのため

の施設等の整備が求められています。
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小学校の放課後児童クラブでは、

授業終了後や長期休暇中などに指導員の保育の下、

宿題をしたり、おやつを食べたり遊びなどをして、

仕事を終えた保護者が帰宅するまでの時間を過ごし

ます。

2月下旬のこと、幡多小学校の児童クラブが定員

でいっぱいのため、入所希望を断わられたが、どう

にかならないかという話がありました。児童クラブ

の指導員に詳しい話を聞きに行ったところ、来年度

の入所希望者が多く、希望者のうち約120名は受け

入れ、17名は断ったという話でした。指導員も、ど

うにか入れてあげたいが部屋が狭くどうにもならな

い、建物の建て替えができればと心を痛めている様

子でした。

たとえ、建物を建て替えることになっても新年度

に間に合うはずがありません。待機児童17名は4月

からの入所を希望しており、保護者会の方達も、な

んとかこの17名を受け入れることができないかと、

民間で受け入れてくれるところや私立保育園が運営

しているところなど探しましたが、場所が遠いなど

条件にあいませんでした。

そこで3月7日に、現在でも児童数が多く手狭な児

童クラブですが、教室にある普段使わない机などを、

他の場所に移動し、児童が入れるスペースを確保し

ました。当面これでなんとか待機児童を受け入れる

準備はできました。

受け入れ人数が増えると、指導員も増員しなけれ

ばいけません。人件費確保のための保育料アップも

やむを得ません。

3月8日、待機児の保護者を含めた臨時保護者会総

会を開き、受け入れる体制ができたこと、それによ

る保育料値上がりの説明がありました。その結果、

入所者は約130名、7名は入所辞退となりました。

これで一安心とはいえず、今後どうするのか、現

地で建て替えをする計画などの話し合いも引き続き

行われています。児童クラブの児童数は増加傾向に

あります。希望者が全員入れる施設整備と児童クラ

ブ運営費の助成を充実させ、保護者の負担増を押さ

えることも必要です。
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食塩にも食品添加物が使われていると聞くと、

意外と思う方も多いはずです。使われている添

加物はイオン交換樹脂といって、イオン交換能

力を持った合成樹脂の総称で、海水を濃縮して

塩を作る時に使います。元々は、工業用に使わ

れる純度100％に近い塩化ナトリウムを作るのが

目的でしたから、イオン交換樹脂で製造された

塩は、ミネラル分を含まない完全な精製塩で、

化学塩とも呼ばれ、日本で販売されている食塩

の大半を占めています。

近は、様々な自然塩と称される食塩が販売

されていますが、昔ながらの塩田式に近い方法の

ものもあれば、海外から岩塩を輸入し、日本でミ

ネラルを補給したものや、味付けされた塩など添

加物を使った物もあるので、注意しましょう。

自然塩がこれだけ見直されるようになったのは、

イオン交換樹脂で製造された化学塩ＮＡ、ＣＬだ

けの塩化ナトリウムに対する、消費者の根強い健

康不安があるからです。近頃小学生から大人まで、

高血圧症状の人が多くなったのは、精製塩が原因

しているとアメリカのメイヤー博士が発表しまし

た。高血圧症が続けば動脈硬化や心臓病など命に

関わる重大な病気に繋がります。精製塩と言う食

塩は避けて、なるべくミネラル分の多い自然塩に

しましょう。

おかやま土と健康の会 影山 久方

ミネラル不足で高血圧を招く精製塩 精
製
塩
で
健
康
被
害
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待機児童17名

応急処置

これからの児童クラブ



岡山市では、障害者の方の日常生活がより円滑に行

われるための用具を支給しています。支給された用具

には2013年4月1日から耐用年数が設けられることにな

りました。

こんな相談がありました

2012年6月17日、視覚障害者団体の方から、日常生活

用具に耐用年数を設けてほしいという内容の相談があ

りました。支給された用具も古くなれば故障するし、

修理代がかかります。「修理不能」の証明書がないと

再支給してもらえません。そんな証明書はなかなかも

らえないとのことでした。厚労省の指示も出ていると

いうことでした。

調査してみると、20政令市のなかで耐用年数を設け

ていないのは、岡山市だけということがわかりました。

陳情書を出す準備にとりかかりました。

障害者の方達からの声を聞いて！

2012年7月9日、障害福祉課と視覚障害者団体の方と

私とで、耐用年数を設ける陳情書提出について話し合

いをしました。担当課長からは前向きな話は聞けませ

んでした。「他都市の状況は調べていない、研究した

い」というので次回の日程を決めようとしましたが、

課長はそれを拒否しました。

9月議会に陳情を出すため、担当者に連絡をとると

「来年度から日常生活用具に耐用年数がつくよう調整

中なので9月議会への陳情提出は遠慮してほしい」とい

うことでした。陳情書を提出しなくても、耐用年数が

設けられることとなりました。

この結果、支給されている日常生活用具が耐用年数

を過ぎれば、「修理不能」の証明書がなくても、再支

給されるようになりました。

これからも市民のために、できることはすぐに取り

組んでもらいたいです。
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1月
2日 沢田自警団初出
5日 初せり/幡多学区新年互礼会
8日 岡山市女子大会ランチミーティング
9日 市長表敬訪問（連合岡山地域協議会が制度政策要求）
10日 岡山市連合婦人会新年互礼会
11日 連合岡山2013新年交歓会
13日 視覚障害者協会新春文化祭/財田学区新年互礼会
14日 ＪＰ労組東備支部･備南支部新春の集い/岡山支部新

春旗開き
15日 1月臨時岡山市議会
16日 第1回岡山市女子大会
18日 監査委員臨時研修会
19日 ＪＰ労組中国新年互礼会
20日 高島学区新年互礼会/竜之口学区新年互礼会
22日 幡多学区婦人会新年会
25日 監査委員会議
26日 藤原婦人会新年会
27日 第8ブロックソフトバレー大会
28日 危機管理課･安全安心ネットワークと懇談会（おしゃ

べりネットのみなさんと）
29日 監査委員会議
31日 都市経営講座

2月
1日 岡山市連合町内会創立50周年記念大会/どろんこ教育

賞授賞式
2日 友愛訪問/たんぽぽネットワーク
5日 映画鑑賞会（下市このみ事務所）
7日 会派会議
9日 第4回市民ネットボウリング大会
10日 第26回県知事杯ママさんバレー大会
21日～3月21日 2月定例議会
27日 監査委員会議

3月
10日 第8ブロックグランドゴルフ大会

幡多学区自主防災会
12日 中区役所を考える会
13日～14日 市民・文教委員会
15日 竜操中学校卒業式/市民・文教委員会
17日 民主党定期大会/江田五月会パーティ
18日 幡多小学校卒業式/地区図書館研究会
19日 幡多幼稚園卒園式/おしゃべりネット/女子大会幹事

会
20日 幡多学区歩く会/子ども読書活動推進の会
22日 監査委員会議/ＤＶ防止サポートシステムをつなぐ会
23日 幡多クラブ卒所式･入所式/笹田富夫氏受賞祝賀会
24日 幡多スポーツ少年団卒団式/御津金川コミュニティハ

ウス竣工式
27日 監査委員会議/市民文教委員会懇親会
28日 竹田升田線開通式

2013年1月 ～ 3月

▼議員報酬の使いみち
(13.1月～3月）

収入
議員報酬 2,010,000
監査委員報酬 140,400

計 2,150,400

支出
所得税 140,820
住民税 169,500
国民年金 43,980
国保 193,100
親睦会費等 18,000
事務所維持費 641,616
生活･活動費 943,384

計 2,150,400
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障害者の方へ給付する日常生活用具に
耐用年数が設けられました。

2012年6月21日に成立した「原子力事故子ども・被災者支援法」

とは、東京電力福島第一原発の事故によって、被害を受けている

子どもや住民に対する「避難の権利」を認め、健康面や生活面を

支えることを目的に作られた画期的な法律です。

しかし、成立はしたものの具体的な方針はいまだ決まらず、こ

の法律に基づく支援はまだ実施されていません。岡山市議会とし

て、この法律に基づき、被災者の意見を十分に反映する措置を速

やかにとること、各種の施策を早期に具体化し予算措置を講ずる

ことの意見書を市民ネットから提案し全会一致で採択されました。

「原子力事故子ども・被災者支援法」に基づく施策の
早期具体化等を求める意見書を採択


