
「どこかに頼っていれば安心」という時代は終わっ

たと歴史社会学者小熊英二さんは、新年の山陽新聞

で語っています。もう利益誘導できる余裕はなくな

り、これからは地域活動でも社会運動でもいいから、

自分で動いてネットワークをつくること、島根の売

れ残った野菜を買い物難民の団地で市を開き販売す

る活動などに注目されているそうです。

私たちも、地場の野菜販売「野菜市」を始めて6

年になります。こうした動きが地域を変え、政治を

変えていくと心に刻み、初心を忘れず地域を動き回

る覚悟です。本年もどうぞよろしくお願いします。

2011年（平成23年）、防犯灯設置のルールが変わ

りました。これまでは、3つの防犯灯をつけると1つ

は市が維持管理をしており、町内会管理の防犯灯と

市管理の防犯灯がありました。そのルールを変え、

全ての防犯灯を町内会で維持管理ということになり

ました。民家はないが通学路になっている道路は市

が設置するという要綱が、2012年（平成24年）3月

にできました。

以前から「中区長岡地内で、通学路なのに真っ暗

で危ない」というご心配な声をお聞きしていました

ので、この要綱のことをお知らせしました。地元の

方のご尽力で、学校長の証明等を準備され、要望書

を提出してから1年10ヶ月、防犯灯が6基つきました。

JRとの協議や電線の引き込み等にも時間がかかっ

たようですが、明るい通学路になりました。

2012年（平成24年）12月に相談のあった関東町内

会の道路の安全施設の設置がようやく完了します。

カーブミラー2つと交差点の十字マークや足型、

道路の補修などは比較的スムーズにできました。時

間がかかっていたのは、用水路の転落防止柵です。

道路を挟んで南側はカーブしているので落ちやすい

場所のため、昨年の夏にも自転車に乗っていた子ど

もが2人もこの用水路に落ちました。

中区の農林水産振興課は予算がないというので、

カーブしている部分だけでも早く対応して欲しいと

お願いしていました。昨年12月も後半になってやっ

と入札というところまでたどり着きました。もうま

もなく工事に取りかかることになります。
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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。

市民ネット杯

第5回新春ボウリング大会

■日時 2014年2月9日（日）

12:30集合 13:00スタート

■場所 両備ボウル（岡山市北区桑田町）

■参加費 中学生以上1000円､小学生以下500円

（靴代200円別途必要）

参加希望の方は、事務所までご連絡下さい。

中区長岡地内－防犯灯がつきました！

中区関地内－用水路の転落防止柵

入札終了、工事がまもなく始まります

このまち。みんなで作ろう。
2014年が明るい未来の向かう年となるよう

みんなで元気にいきましょう

電柱も新設されました（蟹田踏切南）

この用水路に沿って柵が設けられます



市長がいみじくも所信表明で、「地元の一定の

ご理解をいただき」と発言しているように地元の

意見が割れている案件でした。個人質問の最終日

には難波満津留議員、田尻祐二議員、下市と、こ

の件に関し一問一答の質問が続きました。

問題点

①地元町内会の承諾

馬屋上学区富吉町内会にある産廃処分場跡地が

新斎場の候補地です。富吉町内会では2012年9月29

日臨時総会で、斎場誘致が賛成多数となりました

がその後、地元で反対の声が上がり、町内会総会

開催を求める1/3の署名が集まりました。町内会長

が総会を開かないなか、「新自治会設立準備趣意

書」が2013年11月30日に出されております。

②取得用地は産廃処分場跡地

安定型とはいえ、アスベストも埋まっていると

ころです。本当に斎場用地として使えるのかの調

査は買わないとできないというのです。環境局は

相談されていたそうですが、去年の市民局の説明

と環境局の資料を比べるとアスベストの場所は明

らかに間違っていました。

③条例（民間事業者が斎場建設時は道路から200メー

トル離さなければならないというもの）は民間

事業者に適用されるもので今回の場合は適用外。

都市計画審議会で決定されれば、建設可能

岡山市は議会質問が出るまでこのことについて

は、議会にも地元にも説明していませんでした。2

013年12月15日に慌てて町内会長に説明したようで

す。都市計画決定については、本会議の質問で新

たにわかったことであり、説明不足で済むような

ことではありません。

先行取得は今の時代には合わず、都市計画決定

をまたずに用地の取得をするのはこの事業以外は

思い当たりません。

④隣地の同意と近隣住民の同意

市民局長は委員会で「要件ではない」と答弁し

ています。岡山市は町内会と地権者の承諾さえあ

れば事業を進めるということです。地権者は、産

廃業者と、産廃業者から2012年12月に3500㎡を寄

付された山林組合です。

この新斎場用地取得予算は、議会にも地元にも

説明が不足しています。また、隣地と近隣住民の

同意を取らずに進めるような事業ではありません。

議会全体では予算執行を止めるという方向には

まとまらず、市民文教委員長報告に「学区の全戸

訪問を行い、理解が得られるよう努力すること。

特に、近隣者に対し、配慮すること」を盛り込ん

だことを前進と捉え、補正予算に賛成しました。

12月19日議会運営委員会で、「下市副委員長の

一問一答は申し合わせに抵触している。副委員長

をやめるべきではないか」との発言があり、「ど

こがどう抵触するのか」という質問に、具体的に

どの点がという議論はないまま、「一問一答の再

質問は、細かい数字は当局が困るのでしない」と

いう申し合わせに反しているというのです。

翌日、議会運営委員長から「議会運営委員会の

正・副委員長は個人質問を行わないという申し合

わせをしたい。」と提案があり、私は「意見表明

をしたい」と手を上げましたが、発言は許されず

委員長提案が採決されました。

委員長は「議長、副議長、議運の委員長、副委

員長、監査委員は個人並びに代表質問を行わない」

と申し合わせの内容を再度確認しました。採決時

にはなかった「代表質問を行わない」が付け加え

られていました。先ほどの採決と違うので私は

「委員長、確認をさせてください。」と挙手しま

したが、「今、私が喋っているんですから」と、

またしても発言の機会を与えられませんでした。

2 0 1 4 .1 N o .5 8（ 2）

■発行 下市このみ事務所 岡山市中区高屋187-4 ビテンタカヤビル201号 TEL086-270-5333 FAX086-273-5528

下市このみニュース

①10月17日岡山地区労女性協定期大会 ②10月22日稲刈り ③11月6日経済委員会視察（熊本)

このみの

フォト日記
冬編

2013年10月 ～ 12月 ②① ③

新たな申し合せをめぐる議会運営委員会
（議運）やりとりメモ

補正予算に計上された新斎場用地
取得費（4億6100万円）



岡山市では保護者が育児休業（育休）に入ると、

通園中の子どもは保育園をやめなければなりません。

「保育に欠ける」条件に該当しなくなるとの理由か

らですが、20政令市中、岡山市と同じように育休中、

通園中の子どもをやめさせなければならないのは6

市だけです。

11月末現在、保留児647人中、育休明けの子ども

が210人と1/3もいるのです。通園していた子どもが、

保護者の育休明けに伴い、元の園に復帰できるとい

う優遇措置も第一子にはありません。

そこで、育休中も通園中の子どもは継続して通園

とすること、育休明けの子どもを保留児にしないよ

うに、必要な保育士は岡山市として確保すべきでは

ないかと、市長に答弁を求めました。

市長は「女性の子育て、非常に重要な問題だと思

います。下市議員の質問書を読んで初めてその具体

事例を知りました。全体の財源、資源配分に関わる

問題なので、十分中で協議をしていきたい。」と答

弁しました。

担当局長の答弁も、施設に余裕がないので、要望

には沿えないことを理解してくださいと繰り返すば

かりです。保護者の立場からすると、どうすればい

いのか途方にくれる答弁です。施設整備に財政を優

先的に配分してこなかった責任をとるでもなく、の

んきな話です。保護者の立場でこの問題を見ていか

なければ、緊迫感が生まれてきません。岡山市の姿

勢も、真に子育てがしやすいまちを目指していく方

向へ舵を切りましょう。

大森市長は公約の一つに、『女性が輝き、子育て

しやすい「まち」を築きます』を掲げており、その

なかで、女性が働きやすい地域を目指し、子育て施

設や働く場などの環境整備を含

めた充実、強化を図ると述べて

います。市長のリーダーシップ

に期待します。
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■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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④11月14日地区図書館研究会講演会 ⑤11月24日後援会秋の親睦旅行 ⑥12月4日収穫した大根と ⑦12月24日さいたま市児童クラブ

秘密裏に行われているＴＰＰ（環太平洋経済

連携協定）だが、農林水産分野で『聖域』とし

ていた５項目について、自民党は実質的に『聖

域』を放棄することが、確実な情勢になってい

る。ＴＰＰ交渉の内容は守秘義務があるため、

条文案や交渉内容が政府から明らかにされるこ

とはない。

また、この守秘義務は交渉成立後４年間は守

られる、なんとも異様な交渉で決められようと

している。これは、はっきり日米の一部の富裕

層「スーパーリッチ」がより豊かになるための

経済協定だ。こんな国民を無視した外交交渉は例

がない。食の安全・安心、食料の安定生産まで無

視するような交渉から、日本は一刻も早く、手を

引くべきだ。

もしもこの協定が締結されれば、日本の農水産

業が打撃を受けるばかりか、アメリカのＦＤＡ

（米食品医薬品局）が認めた、家畜に使う、有機

ヒ素化合物は、環境中や生体内で発ガン性のある

無機ヒ素化合物に変化することが問題になってい

る薬品で、他にも成長促進剤「ホルモン剤」によ

る健康被害が心配される。

安さと引き換えに失うのが安全安心であり、何

よりも大切な子どもたちの健康が損なわれるので

す。

おかやま土と健康の会 影山 久方

農業切り捨てが露骨になってきたＴＰＰ 富
裕
層
の
た
め
に
健
康
被
害

④

身近な有害物質

⑦⑤ ⑥

市長に教えてあげました
「育児休業中、通園していた子どもは 保育園
に通えない」

育休明けに保育園が見つからない
女性いきいき！政治が変わる

個人質問全文は、下市このみホー

ムページに掲載しています。
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■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。

10月
1日 映画鑑賞会「ひまわりと子犬の7日間」
3日 コミュニティカフェ高屋みんな堂お手伝い
4日 自治労定期大会／ひまわりマーケット実行委員会
5日 全国学童保育研究集会
10日 計理責任者会議／会派代表者会議／高谷前市長慰労会
11日 一般会計決算審査特別委員会（16､17､23､24､28､29日）
13日 竜之口学区体育大会／ 第109回幡多学区敬老会
14日 幡多学区体育大会

17日 岡山地区労女性協定期大会
18日 幡多幼稚園バザー／幡多学区地区懇談会
20日 藤原婦人会 和太鼓クラブ
25日 鎌倉市ごみ行政視察
26日 さいたま市図書館視察
30日 ＤＶ防止サポートシステムをつなぐ会

11月
1日 郵政退職者会女性の会
3日 幡多学区グランドゴルフ大会／団地北町内会どんどん祭り／

ひまわりマーケット
5～7日 経済委員会視察（佐世保、熊本市、福岡市）
8日 通級指導教室親の会はばたきの皆さんと懇談会／自治労岡山

一般博愛会支部定期大会
10日 幡多学区愛育委員会50周年記念大会／岡山中央郵便局集配

課ＯＢ会
12日 自治研ネット勉強会／市労連決起集会
13日 関北老人会健康講座／女性議員と市女性幹部の懇親会
14日 地区図書館研究会講演会
16日 ストックハウス掃除／地区労第49回定期大会
17日 竜之口スポ少招待ソフトボール交歓大会／ 沢田柿まつり
18日 経済委員会勉強会／会派会議／地区図書館研究会教育長訪問
19日 まちづくりおしゃべりネット／移動図書館
20日 つくって食べて語ろう会
21日 公共施設マネジメント調査特別委員会／経済委員会勉強会
23日 財団法人日本善行会岡山支部秋期善行表彰伝達式
24日 下市このみ後援会秋の親睦旅行
27日～12月20日 11月定例市議会（12/16下市このみ個人質問日）
30日 東公民館文化祭実行委員会／岡山貯金ＯＢ会忘年会／ＪＰ岡

山支部忘年会
12月
1日 私たちの街、岡山市にどんなホールが必要かを考えるシンポ
3日 映画鑑賞会「生きる」／藤原婦人会お茶クラブ
7日 幡多クラブ餅つき大会／たんぽぽネットワーク／連合岡山地

協第5回定期総会／幡多学区忘年会／竜之口学区年忘れ懇親会
8日 ママさんバレー秋期大会
14日 幡多学区防災説明会／藤原町内会忘年会
15日 幡多学区ロードレース大会／ＵＡゼンセンシニアの会／視覚

障害者協会忘年会
17日 経済委員会／平和センター結成20周年記念年末懇親会
24日 さいたま市児童クラブ視察
25日 野菜市お手伝い
26日 子ども読書活動推進の会、大森市長と懇談会
28日 歳末警備警戒巡視

2013年10月 ～12月

▼議員報酬の使いみち
(13.10月～12月）

収入
議員報酬 2,010,000
期末手当 1,746,600

計 3,756,600
支出
所得税 461,810
住民税 151,500
国民年金 43,980
国保 193,100
親睦会費等 18,000
事務所維持費 690,596
生活･活動費 997,614
積み立て 1,200,000

計 3,756,600
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TEL 086-270-5333

TEL&FAX 086-270-5350

FAX 086-273-5528

2013年12月17日付山陽新聞に掲載されました

『市に対する市民の要望 回答のHP公表検討』

１．消費税率の引き上げに際し、複数税率を導入する

こと、2．新聞その他の「民主主義の公共財」たる出版

物については、軽減税率を適用することの意見書が採択

されました。

障がい者への紙おむつ支給は、岡山市が「6歳までの

発症」を支給条件の一つとしていることに対し、倉敷市

は「18歳未満」としていることから格差の解消を求めて

いた。保健福祉委員会では、発症年齢などで区切る理由

は見当たらないと、陳情は採択されました。

大森雅夫市長は今議会の所信表明で、市政運営の基本

的な考えについて、「より透明で開かれた市政の推進

に取り組んで行く」と述べました。

一面で紹介した防犯灯や転落防止柵の設置のような

市民要望は、実施までの過程は公表されておらず、市

民の皆さんから、いったいどうなっているのかとの声

をよくお聞きします。

市民要望の回答の中には、要望者だけではなく、多

くの市民にとって有益かつ参考になる情報が含まれて

います。岡山市が、具体的な地域要望について、どの

ように考え、実施しているかを公表し、市民と情報を

共有することが開かれた市政だと思います。そこで9月

議会に引き続き、市民要望への対応を公表すべきとの

個人質問をしました。

安心安全ネットワーク担当局長は、「要望総数は、

相当な数に上ると想定される。これらのすべてについ

て対応状況をホームページ等で公開するためには、ど

のような組織や体制でどのような処理システム等が必

要なのか先進事例を調査研究するとともに、関係部署

と調整しながら検討したい。」と答弁しました。

今後、公表に向けての全庁的な組織体制や市民要望

の優先度の数値化などの課題をクリアし、より開かれ

た市政を期待します。

■新聞等への消費税軽減税率適用等を
求める意見書採択

■障がい者への紙おむつ支給条件緩和の陳情採択


