真の文明ハ山を荒らさず川を荒らさず村を破らず人を殺さざるべし

田中正造（このみ座右の銘）
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図書館の早期建設依頼の陳情

来年 4 月 か

5953人(最終集約）の思いが、
議会を動かした！

ら

公立幼稚園、保護者世帯の
所得に応じた保育料に変更！

子ども子育て支援新制度の来年4月からの施行に
ともない、幼稚園保育料（利用者負担額）が、保護
者の世帯の所得に応じた応能負担に変わります。

保育料の金額が、まだ決まっていない
8月28日に、「図書館の早期建設依頼」署名活動
をされた皆さんが、大森雅夫岡山市長に、5953人の
署名を提出しました。9月10日には、岡山市議会へ
陳情を提出しました。陳情が審議された9月22日市
民文教委員会、採決された9月26日本会議の傍聴な
ど熱心な活動に、敬意を表したいと思います。本会
議では、「図書館の早期建設依頼」の陳情は、賛成
多数で採択されました。

このまち。みんなで作ろう。
「どうして身近なところに図書館がないの？」と
感じた個人が、周りの人に話し、署名活動して自分
たちの思いを岡山市へ届けようと始まった動きが、
陳情採択という大きな成果を生み出しました。やや
もすると「やってもどうせダメ」と思ってしまうこ
とが多いのですが、今回の行動は、私たちに大きな
元気をくれたと思います。
自分たちの住むまちは、自分たちの手で作る。行
政まかせではなく、行政と力を合わせて、自分たち
の思いを実現させていくことが、まちづくりの基本
です。住んでいるま
ちには、多くの課題
があります。住んで
いるみんなで、力を
合わせ住みやすいま
ちを作りましょう。
皆さんと一緒に私も
がんばります。

「市民のひろばおかやま」10月号と一緒に配布さ
れたパンフレットに、公立幼稚園（国立を除く）の
料金が、一律（6300円）から世帯の所得（市町村民
税額）に応じた料金になる予定と記載されています。
金額は決まっているかを、岡山っ子育成局長に尋
ねたところ、国から示された金額をもとに、来年2
月議会で決定し、3月頃入園予定者の世帯へお知ら
せするということで、現時点では金額は未定とのこ
とです。岡山市では幼稚園入園申し込みは1月から
開始されますが、その時点では、保育料は不明のま
まです。

倉敷市は、議会に「額のめやす」を示している
倉敷市では、8月25日の倉敷市議会市民文教委員
会で倉敷市教育委員会から幼稚園保育料の「額のめ
やす」が示されています。
公立、私立幼稚園の保育料を同額とし、世帯の市
町村民税の所得割課税額ごとの保育料が示されてい
ます。めやすではありますが、幼稚園入園希望世帯
には参考になると思われます。

岡山市でも、早急に「額のめやす」を示すべき
私立幼稚園の募集は、園ごとに開始されます。保
護者にすれば、公立幼稚園の保育料によっては、私
立幼稚園も視野に入れて幼稚園選びをしたいところ
ですが、まだ何の金額も提示されていない岡山市の
状態では、何の参考にもなりません。岡山市も、早
急に保育料の「額のめやす」を示すべきです。

■第31回ひまわりマーケット

2014年11月2日（日）10:00～13:00 高屋公園にて 出店者募集 締切10/30（木）
■第7回下市このみ後援会親睦旅行「松江堀川めぐり、銘茶・銘菓を巡る旅」
2014年11月23日（日・勤労感謝の日）出発8:15 解散19:40
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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防犯カメラによる肖像権等の侵
害があってはならない
倉敷市での小学生連れ去り事件などがあり、地
域で安全・安心のため防犯カメラをつけたいとい
う声があります。
補正予算で、防犯カメラ設置支援事業費補助金
が計上されました。町内会などの住民団体が、不
特定多数の人が利用する道路や公園などに、防犯
カメラを設置する場合に30万円を上限に補助する
というものです。
防犯カメラの映像には、肖像権やプライバシー
などの大切な個人情報があります。権利侵害の恐
れがたえずあ ります。岡山市当局は、岡 山県の
「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライ
ン」を遵守することを補助の条件としていると議
会で答えており、岡山市独自で防犯カメラの設置・
運用条例を作ることは、考えていないようです。
これでは防犯カメラ設置・運用で肖像権侵害等の
問題が起きても、設置者である町内会等が当事者
となり、岡山市は第三者です。

岡山市の責任を明記した設置運用条例が必要
岡山市として「防犯カメラ設置・運用条例」で
違反行為等に対する規定や岡山市の責任を条例で
決めるべきです。安全安心なまちづくりは、岡山
市の重要な仕事です。

児童クラブの条例ができました
児童福祉法の規定に基づき、児童クラブの設備
及び運営に関する基準を定める条例ができました。
これからは岡山市が行う事業として、いままで
はまちまちだった児童クラブの設備と運営に最低
基準が定められました。岡山市が責任を持って、
各児童クラブの児童が心身ともに健やかに育成さ
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れることを保証しなければならなくなりました。
ただ条例が、保護者負担金や指導員の待遇につい
ての基準に触れていないことや、運営主体は今ま
で通り運営委員会であり、実施主体である岡山市
の責任が明確になったとはいえません。
専用区画の面積に関しては、「当分の間、既存
の児童クラブに置いては、児童1人につきおおむね
1.65㎡以上の専用区画を設けることに努めること
とする」とされ、期限が定められていません。現
在、11クラブが専用区画面積1.65㎡をクリアして
いません。この広さは畳一畳分です。来年4月から
は6年生まで受け入れ可能となります。専用区画面
積がさらに減る可能性があります。

児童クラブ充実は岡山市の責務
保健福祉委員会では、岡山市の責務として「放
課後児童クラブに入室できる児童の対象が6年生ま
でに拡大したことにともない、学校等の既存公共
施設を積極的に活用するなど各種方策に鋭意取り
組むこと」と附帯決議をつけました。児童クラブ
の課題解決に向けて、今後もチェックを続けます。

陳情採否
◇憲法解釈変更の閣議決定の撤回を求める
意見書の提出について
国に対し、集団的自衛権の行使容認を含む憲法
解釈変更の閣議決定をただちに撤回し、関連する
法案作成作業等を中止するよう求める意見書を提
出するという陳情に対し、私は賛成しました。し
かし議会は反対多数で否決しました。

◇難病対策を法制化しシャルコー・マリー・
トゥース病を医療費助成対象とすること
に関する意見書の提出について
医療費助成の対象、まれな疾患に対する研究の
推進、他の病気と同じように公平に支援を受けら
れ、安定的な制度として確立するよう難病対策の
法制化を行うことという陳情は採択されました。

このみの
フォト日記
夏編
2014年７月 ～９月

①
①7/16議会運営委員会視察（札幌市） ②7/19乗馬体験

②
③8/2市民ネット市政報告会
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割（容積比）を占める容器包装廃棄物を資源として
有効利用することにより、ごみの減量化を図るため
の法律です。平成12年4月より実施されています。
具体的には、ガラス製容器、ペットボトル、紙製容
器包装、プラスチック製容器包装などにリサイクル

分別区分「可燃ごみ」「不燃ごみ」から

「燃やすごみ｣「燃やさないごみ｣へ

岡山市では、ごみ分別収集の区分が、可燃ごみ、 義務が生じるというものです。
不燃ごみ、粗大ごみ、資源化物、に分かれています。 岡山市では、空き缶、ガラスびん、乾電池、古紙、
可燃ごみとは、燃やすことができるごみのことで、 古布、ペットボトル、雑紙、天ぷら油を資源化物と
いわゆる「燃えるごみ」のことです。「燃えるごみ」 してステーション回収し、蛍光管、食品発砲トレイ
といえば、単純に火をつければ燃えるものがごみだ
という意味にとれます。この理屈でいけば、プラス
チック製容器は燃えるので、「燃えるごみ」として
捨ててしまいます。新潟市など他都市では、「燃え

を拠点回収しています。プラスチック製容器包装
（カップ麺のカップ、たまごのパック、コンビニ弁
当などの容器、インスタント食品・冷凍食品の袋、
お菓子・野菜などの袋、レジ袋、果物や家電製品を

るごみ」ではなく、「燃やすごみ」「燃やさないご
み」と表記してあるところがあります。 プラスチッ
ク製容器のように、燃えるものであっても、焼却処
分はせず、分別して再資源化しています。

保護する発泡スチロール他）は、「可燃ごみ」です。
20政令市中、プラスチック製容器包装を収集して
いないのは5市で、岡山市は、食品発砲トレイでさ
え、ステーション回収にはなく、拠点回収しかあり

「燃えるごみ」といってしまえば、分別して燃や
さずに再資源化できるものまで一緒にしてしまうの
で、「燃やすごみ」と表現すれば、燃えるけれども
燃やさない、という積極的な意思表示になります。

ません。プラスチック製容器包装リサイクルをする
ことにより、ごみ排出量は減らすことができます。
分別区分を「可燃ごみ」→「燃やすごみ」、「不
燃ごみ」→「燃やさないごみ」と名称を変え、あわ
せて、プラチック製容器包装を「可燃ごみ」から
「資源化物」へ変更し、ごみの資源化を進めていき
ましょう。

プラスチック製容器包装を｢可燃ごみ｣から資源化物に
容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみの6

合成甘味料で『尿症』や『精神に異常』
添加物に指定の合成甘味料には、５品目あり、
甘さを砂糖と比較すると、甘味料ネオテームは
1万倍の甘さ、スクラロースは約600倍、サッカ
リンは500倍、アスパルテームとアセスルファ
ムは約200倍。合成甘味料は体内で消化吸収さ
れないため、カロリーはほとんどありません。
これらの甘味料がよく使われるのは、清涼飲料
水、アイスクリーム、氷菓子、果実缶、ドレッ
シング、漬物類などで、とくにカロリーゼロ、
低カロリーを謳ったほとんどの食品には、合成
甘味料のどれかが添加されています。（2011年

④

危険！カロリーゼロ。

身近な有害物質

食品化学新聞社調べ）ネオテームはアスパルテー
ムから雑味を取り除き、甘味を強化した改良型で、
現在国内で500社以上がネオテームを使用。今後、
最も利用が拡大する合成甘味料と見られています。
アスパルテームは食品表示では（フェニルアラニ
ン化合物）と併記されます、理由は、摂取量によっ
ては、フェニルケトン尿症を悪化させるからです。
早期の治療が必要になり、遅れると精神異常を生
じると言われています。日本では〔摂取許容量〕
も、〔使用基準〕も設定せずに許可されています。
2013年の日本アレルギー学会で、国立相模原病院
の研究スタッフは、アスパルテームによるアレル
ギー患者も、全国で多く出ていると報告していま
す。
おかやま土と健康の会 影山久方

⑥

⑤

⑦

④8/28東部地区図書館建設陳情⑤8/30このみフォーラム ⑥9/13竜之口学区グランドゴルフ大会 ⑦9/14幡多スポ少バレーボール部交歓大会

■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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学力テスト結果公表ってどうなの?
2014年７月 ～ ９月

全国学力テストは小学6年生と中学3年生を対象に、2
007年から始まった、全員参加のテストです。岡山市の
受験者数は、小学生6,401人（全体の96.6％）、中学生
5,757人（全体の94.2％）です。

岡山市、学校別「平均を上回っている」などと公表
9月5日、岡山県は市町村別の平均正答率を公表しま
した。今回から文部科学省は、実施要綱を変更し、一
定条件の下で、市町村別、希望する自治体は、学校ご
とのテスト結果（平均正答率）をまとめて公表するこ
とが可能になりました。共同通信社の調査の（今年７
月末時点）全国20政令市教育委員会へのアンケート調
査では、学校別成績公表は大阪、岡山の2市でした。岡
山市の公表方法は、正答率を示さず、各学校を「平均
を上回っている」などの文章で示します。10月1日、早
島町は、小中学校各1校の平均正答率を公表しました。
文部科学省の実施要綱変更後、県内初の公表です。岡
山県の公表が、小学校や中学校が1校しかない町村は除
かれており、早島町は、あえて公表したようです。

学校間競争激化？
平成25年11月議会で、「全国学力テストの学校別成
績公表と、子どもたちが切磋琢磨することは人間形成
に重要ということとどう関係するのか」と質問したと
ころ、｢学校別の成績公表は、自分の立ち位置を知るい
い機会であり、自分の立ち位置を明確にし、目標を持っ
て努力することができ、よりよい人間形成につながっ
ていくと考えている。｣と答弁しましたが、学校別成績

7月
6日 竜之口学区ティボール大会
7～9日 経済委員会視察（京都市、浜松市、岐阜市）
10日 J P労組中国第7回定期大会
14日 議会運営委員会
14～16日 議会運営委員会視察（札幌、仙台）
17日 2014平和行動in岡山
18日 岡山県家畜保健衛生所視察
20日 幡多学区自主防災会主催防災訓練
21日 第39回婦人バレーボール大会
23～25日 公共施設マネジメント調査特別委員会視察（鹿児島
市、福岡市、広島市）
25日 情報労連岡山県協議会ICT勉強会
26日 平井・倉安川排水機場完成式典
第52回岡山市現業労働組合定期大会
27日 幡多学区少年少女球技大会
ＪＰ労組岡山支部・東備支部第7回定期大会
29日 幡多学区婦人会/熟年者ユニオン/ＤＶ防止サポートシステ
ムをつなぐ会
31日 市民ネット児童クラブ勉強会
8月
1日 岡山一般ビアパーティ
2日 市民ネット市政報告会/たんぽぽネットワーク
3日 図書館研究会講演会「一人ひとりのくらしとまちづくり
に役立つ図書館」
4～5日 視察（松山市、愛媛県）
6～7日 全国市議会議長会研究フォーラム（岡山市）
10日 J P労組備南支部第7回定期大会
13日 沢田盆踊り（和太鼓クラブ月組で出演）
16日 第1回藤原婦人会盆踊り/赤田夏まつり
21日 子ども読書活動推進の会、教育長に要望書提出
22日 岡山県市議会議員研修会
23日 幡多クラブ夏まつり/竜之口学区夏まつり
25日 会派代表者会議
26日 議会運営委員会/自治研ネット
27日 常任委員会/たんぽぽネットワーク県教委との懇談会
28日 市長に図書館の早期建設をお願いする署名5607筆を提出
30日 下市このみ市政報告会
31日 幡多学区一般ソフトボール大会
9月
1日
2日
7日
13日
14日

公表は学校長間の競争を煽り、学力テストの目的であ
る、成績を元に、教育の成果を検証し、指導の改善に

21日
28日

役立て、指導方法を考えるということから大きく外れ
ることになりませんか。教育現場に強烈な圧力がかか

29日
30日

真に子どもたちが生きる力を身につけ、個性を伸ばす
教育と、かけ離れていくことにならないか心配です。
成績公表で、学校の序列化や、地域への偏見などを助
長させる懸念も抱きます。再考の余地があります。

TEL 086-270-5333
FAX 086-273-5528
月曜日～金曜日 9:30～16:00（留守電・FAX24時間OK！）

TEL&FAX 086-270-5350

▼議員報酬の使いみち
(14.7月～9月）
収入
議員報酬
計

2,010,000
2,010,000

支出
所得税
住民税
国民年金
国保
親睦会費等
事務所維持費
生活･活動費
計

160,230
143,400
43,980
270,000
28,000
748,524
615,866
2,010,000

編集後記 毎週水曜日の「野菜市」
では 、野 菜が高 騰 の影 響な の か、
お客 さん が、お 目 当て のも の を買
おう と、 すごい 勢 いで 来て 下 さい
ます 。こ こでも 女 性パ ワー 炸 裂し
ております〔笑〕（ま）

ることも予想されます。学力テスト結果に振り回され、

会派会議
9月定例岡山市議会（～26日）
子ども読書活動推進の会
竜之口学区グランドゴルフ大会/竜之口クラブ夏まつり/高
屋パークフェスティバル
第19回幡多スポーツ少年団バレーボール部交歓大会
藤原婦人会和太鼓クラブ
財田いきいき晴舞台/関北町内まつり
第40回幡多スポーツ少年団ソフトボール部招待交歓大会
財田学区民体育大会
公共施設マネジメント調査特別委員会
おしゃべりネット

■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。

