
「北区天神町の後楽館中・高跡地の売却方針は、

いつ、どこで、誰が決めたのか」を質問しました。

教育長は「教育委員会としては公民館や教育研修

の機能を持つ施設を希望しておりましたが、全庁

的に協議をしたうえで決まった方針に合意をした

と、伺っております。」という答弁です。前任の

教育長が決めたからか、「伺っています」と他人

事のように答えるのは無責任だと思います。また

「協議した会議録がないのはなぜか？」の問いに

「会議録については作成していない。」と答弁が

ありました。これでは情報公開請求をしても、会

議録などの公文書を作成していなければ、「文書

不存在」ということで、知りたいことが闇に包ま

れたままです。

税金で働く彼らの持つ情報は、市民共有の財産

です。政策決定過程などを公文書で記録し保存、

公開する体制を整備することで、行政に責任感や

使命感が生まれると思います。

後楽館中・高跡地の売却決定は、昨年6月市民

会館候補地でなくなってから、わずか3ヶ月でな

されました。あまりにも拙速です。2013年3月に

閉館した「三丁目劇場」跡は、今でも活用方針が

決まっていません。この違いは何なんでしょう。

岩手県紫波(しわ)町のオガー

ルプロジェクトは、補助金に

頼らない新しい公民連携の姿

を現しています。計画を実施

するために、導入されたのが

「公民連携手法」です。

この手法により、

特別目的会社がオガー

ルプラザを約11億円

で建設し、図書館と

地域交流センターの

情報交流館を8億4000

万円で紫波町に売却

しました。

オガールプラザは、

ホテル、バレーボー

ル専用体育館、図書

館、カフェ、産直マ

ルシェ、音楽スタジ

オなどが入居する施

設です。岡山市の施

設ではなかなか見か

けることのない音楽

スタジオでは、高校の

軽音楽部が練習をしたり、おやじバンドがエレキ

ギターをガンガン鳴らしたりしています。

「岡山市の生涯学習施設や公民館に音楽スタジ

オを設置したら」と尋ねたところ、「スタジオの

設置は、地区公民館の基本機能としては考えにく

い」とのことですが、誰もが、いきいきと明るく、

楽しく過ごせる地域の居場所は必要不可欠だと思

います。

幡多学区連合町内会

は、12月26日、岡山運

輸支局跡地活用につい

て、大森市長、菅野教

育長に要望書を提出し

ました。跡地に公民館、

図書館、コミュニティ

ハウス、市民サービス

コーナー、防災センター、

公園(避難場所)等の整備を要望しました。

現在、同所は、建物を解体している最中であり、

遠からず売却されることが見込まれます。

まずは、幡多学区として要望し、市民の声を広

げていきたいと思います。
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要望書を提出！
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岡山市では、職場体験を中学2年生対象に実施

しています。電通社員の過労死などもあり、サー

ビス残業をさせられる、休憩時間が与えられな

い、パワハラ、セクハラなど、心配なところで

す。働くルールを知らないで職場体験に行くの

は、問題があります。「職場体験に行く前に、

働くルール、労働基準法をどのように指導して

いますか。」質問しました。

菅野和良教育長は、「労働基準法等について

事前に指導していませんが、 3年生社会科の公

民的分野で指導しています。」と答弁しました。

超党派の国会議員連盟が「ワークルール教育

推進法案」提出の動きがあるなかで、岡山市の

対応は、あまりに無責任です。働く人を、守る

意欲はあるのでしょうか。

原発事故で横浜市に自主避難してきた現在中

学１年の男子生徒が、転校してきた小学校でい

じめを受けていたことがわかりました。

岡山市にも福島からの避難者の方もおられま

す。教育委員会は、この事件後にいじめの現状

を調査したのか、いじめの現状についてどのよ

うに把握しているのか、どのように対処してい

るのか、質問しました。

菅野和良教育長は、「横浜の事案を受け、文

部科学大臣から出されましたメッセージを全て

の学校に配布し、いじめの早期発見、早期対応

を再度徹底するとともにこれまでの報告につき

ましても、再点検しましたが、同様の事案は確

認されませんでした。」との答弁でした。

いじめは社会を映す鏡かもしれません。子ど

も達は見ていないようで大人の行動をしっかり

と見ています。社会や家庭での大人の原発避難

者への偏見、差別が子どもに反映されていると

思われます。教育現場の問題に矮小化せず、社

会全体の問題として考えていかなければなりま

せん。

11月議会で私は「保育利用

ガイドの開園時間、月曜から

土曜日までは、おおむね７

時半から午後6時までになっ

ているが、その通りに運営

されているのか」と質問しま

した。岡山っ子育成局長は、

「各保育園の運営につきましては毎年度指導監

査を実施しており、そういう事実が確認できれ

ば適切に指導したい」と答弁しています。

「保育利用ガイドの作成にあたっては、各施

設に対して掲載内容の確認を毎年行っており、

間違いないものと考えております。」とも答弁

しました。

今年になって「相談者から土曜日の保育時間

が短いという相談は聞いたことがある。ただ、

保育園名は言わなかった。」と保育利用者支援

員の方から聞きました。利用ガイドと事実が違

うということは、あってはなりません。「土曜

日開園時間が短い」ことを軽く見ているとした

ら、保育園を必死で探している保護者の気持ち

に、全く寄り添っていないのではと思います。

兄弟が別々の保育園に通っている、というお

話を聞きます。何人の子どもたちが兄弟別々の

保育園に通っているのでしょうか。この状況は

一刻も早く解消してほしいと考えます。

「調整点数を設け、兄弟が別々の保育園に通

うことのないような配慮が必要だと考えますが、
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いかがか」と質問しました。

岡山っ子育成局長は、「平成28年12月現在、74

世帯の兄弟姉妹が別々の保育園に通っている状況

です。兄弟姉妹の優先利用の更なる加点について

は、兄弟姉妹の利用でない方とのバランスもある

ことから、慎重に検討すべき。」と答弁しました。

実際に送り迎えを考えただけでも大変だという

ことは想像できます。保育園の行事もあります。

保護者の皆さんは本当に苦労しています。

自分がその立場だったらどうなのか、考えてほ

しいと思います。

イノシシの防護柵について、採択要件として、

「整備地区毎の受益戸数が 2 戸以上であること。

ただし、地理的条件等により農地が連続せず、

受益戸数2戸以上での設置が困難な場合は，この

限りでない。」とあります。地理的条件等でなく

とも、2戸以上そろわない場合も考えられます。

実際には1戸だけで補助金なしで防護柵を設置

している方もいらっしゃいます。「1戸からでも

助成対象とするべきではないか」と質問しました。

経済局長は、「侵入防止柵は、例えば周りが水

路や崖であるなど地形的･物理的に農地が連続せ

ず1戸しか囲えない場合は、1戸であっても助成対

象としています。」と答弁しました。

防護柵設置の助成を考えている方は、区役所・

支所にご相談ください。
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④11/3幡多学区グランドゴルフ大会⑤11/23第9回下市このみ後援会親睦旅行⑥12/10市民と議員のための公開講座⑦12/3グリーンシャワーの森を守る会

⑤④

福島県産は放射能検査済みの確認、カット野

菜は次亜塩素酸で消毒している物もあるので避

けましょう。オゾン殺菌の方が少しはいい。そ

して長期間保存の野菜は、ビタミンＣが殆んど

無い。ミネラルや栄養価が少ない輸入品が増え

ている。特に中国産は問題。国産野菜は栄養価

をなんとか維持しているが、やはり旬の野菜は

倍ほど高い。加工野菜の水煮は栄養価が低く、

中国産の水煮は常に漂白剤残留の恐れがありま

す。アメリカから輸入されるオレンジ、グレー

プフルーツは、他のドライフルーツも含め避け

るべきです、農薬が食品添加物〔防カビ剤〕とし

て多く使用されています。生産者には表示義務が

あるので、購入する場合は、防カビ剤の有無を確

認しましょう。何も表示がされていないものは危

険です。出来るだけ産地や生産者が分かる野菜を

選ぶことをおすすめします。

お米は信頼できる産地直送がベスト。スーパー

でお米を買うときは、産地、生産年、品種の三点

を確認。できれば精米日まで分かるお米が良いが、

中に粒が小さく、妙に白いコメが混じっているの

はグズ米等をブレンドしたものです。冷凍ピラフ

等は化学調味料とエキス類で味付けしたものがほ

とんどで、塩分や添加物の摂取量が増える食生活

になります。

健康を守る為には安全性を確認し安心できる食

事を！

おかやま土と健康の会 影山久方

「知って得する、知らなければ危険な、食

品情報」 ― 野菜・果物 ・お米―

身身身身近近近近なななな有有有有害害害害物物物物質質質質

安安 安安
全全 全全

なな なな
食食 食食

品品 品品
のの のの

見見 見見
分分 分分

けけ けけ
方方 方方

⑦⑥

イイイイノノノノシシシシシシシシのののの防防防防護護護護柵柵柵柵

１１１１ 戸戸戸戸 でででで もももも 助助助助 成成成成 をををを

ままままだだだだままままだだだだ続続続続くくくく、、、、用用用用水水水水路路路路転転転転落落落落事事事事故故故故
岡山市は、平成29年4月から3年間で用水路転落防止

の対策工事をすることになっています。

しかし昨年10月、11月、12月と続けて用水路に転落

し死亡するという事故が起きています。対策工事を進

めている間でも危険な箇所には十分気をつけなければ

いけません。

岡山市は、応応応応急急急急処処処処置置置置ととととししししてててて危危危危険険険険ななななととととこここころろろろににににはははは、、、、注注注注

意意意意喚喚喚喚起起起起すすすするるるる表表表表示示示示ななななどどどどをををを設設設設置置置置すべきです。

岡山市議会定例会での答弁者として、各部局から局

長が出ています。そのなかに女性は、たった一人しか

いません。社会と照らし合わせてみて、この男女比の

アンバランスは、市民にとって良い答弁が出てくると

は考えにくい状況です。

議議議議会会会会ののののななななかかかかでででで気気気気ににににななななるるるるこここことととと
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▼議員報酬の使いみち
(16.10月～12月）

収入
議員報酬 2,130,000
期末手当 1,853,100

計 3,983,100

支出
所得税 560,683
住民税 156,300
国民年金 43,980
国保 296,400
親睦会費等 24,000
事務所維持費 598,306
生活･活動費 803,431
積み立て 1,500,000

計 3,983,100
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月月月月曜曜曜曜日日日日～～～～金金金金曜曜曜曜日日日日 9999::::33330000～～～～11116666::::00000000（（（（留留留留守守守守電電電電・・・・FFFFAAAAXXXX22224444時時時時間間間間OOOOKKKK！！！！））））

賃金は通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回

以上、一定の期日を定めて支払わなければなりま

せん（労働基準法第24条）。経営が苦しいことな

どを理由に会社が勝手に給料を引き下げることは、

約束違反です（労働契約法第9条）。ただし、引き

下げられた給料を、ただ黙って受け取っていると、

同意があったとみなされてしまうおそれがあるの

で注意しなくてはなりません。気になることがあ

れば、会社に問い合わせをしましょう。

最低賃金法によって会社が払わなければならな

い賃金の最低額が定められています。これは、正

社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託といっ

た雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者

が対象となります。会社に頼まれて、時給が、最

低賃金以下の金額で働くことに同意してしまった

としても、その約束は法律によって無効となり、

最低賃金額と同額の約束をしたとみなされます。

後から請求することができます。

・・・・減減減減給給給給のののの定定定定めめめめのののの制制制制限限限限（（（（労労労労働働働働基基基基準準準準法法法法第第第第99991111条条条条））））

労働者が、無断欠勤や遅刻を繰り返すなどの規

律違反をしたことを理由に制裁として減給が行わ

れることがあります。これは、１日分の賃金の半

額まで、賃金の総額の1割までと制限されています。

・・・・休休休休業業業業手手手手当当当当（（（（労労労労働働働働基基基基準準準準法法法法第第第第22226666条条条条））））

会社の責任で、労働者を休業させた場合には、

会社は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなく

てはなりません。

・・・・給給給給与与与与明明明明細細細細書書書書（（（（所所所所得得得得税税税税法法法法第第第第222233331111条条条条））））

労働基準法には、給与明細を渡さなければいけ

ないという決まりはありませんが、所得税法にお

いては、会社には給与明細書を交付する義務があ

り、給与を支払う際に交付しなければいけません。

給料の額や税金、保険料がいくらひかれている

かなど重要な証拠となるものですから、内容をしっ

かり確認し、保管しておくことが大事です。

11110000月月月月
1日 2016おかやま国際音楽祭/たんぽぽネットワーク
2日 竜之口学区民体育大会
3～5日 一般会計決算審査特別委員会（11・14・28日）
6日 人口呼吸器の子どもたち、教育長にご挨拶
7日 幡多幼稚園運動会
9日 芸術交流オープニングセレモニー/第112回幡多敬老会
10日 幡多学区体育大会
13日 第67回岡山市敬老会
15日 第5回おもちゃ王国杯ママさんバレーボール大会
16日 第33回竜之口スポーツ少年団ソフトボール部交歓大会/障害

者体育祭
18日 山陽学園創立130周年記念式典/図書館研究会の皆さんと教

育長訪問
20日 連合岡山地区協議会
21日 おしゃべりネット「保育園」について
22日 岡山県日中友好協会理事会
23日 稲刈り
25～26日 岩手県紫波町のオガールプロジェクト視察研修
28日 市民ネット市政報告会
30日 自治労全国一般岡山地方労組第60回定期大会
11111111月月月月

1日 2016J P労組退職者の会女性の会
2日 熟年者ユニオン総会/岡山市現業労組女性部第34回定期総会
3日 幡多学区グランドゴルフ大会
4日 通級指導教室親の会「はばたき」と市教育委員会懇談会
5日 幡多学区地区懇談会
6日 第35回ひまわりマーケット/ 第18回DONDON祭り/ 岡山地

区労第52回定期大会
7～9日 総務委員会視察（神戸市、金沢市、名古屋市）
10日 お茶でも飲む会（東公民館）
12日 J P労組地方組織内議員会議
14日 総務委員会/立憲主義と地方自治を守る議員の会/全国一般

博愛会支部第27回定期大会
15～17日 防災対応力調査特別委員会視察（熊本市、佐賀市、広島市）

18日 会派代表者会議連合岡山第19回定期大会
19日 幡多学区電子町内会勉強会/ 川崎病院内覧会
20日 第28回沢田柿まつり
21日 新中区役所見学会/ 会派会議/ 地区図書館研究会
23日 第9回下市このみ後援会秋の親睦旅行
24日 総務委員会
25～26日 社会民主党研修会
27日 第48回岡山市婦人バレーボール大会
28日 11月定例岡山市議会（～12/15 12/7下市このみ個人質問）
29日 認知症カフェおひさま（東公民館）
30日 自治振興セミナー/連合岡山・東部地域協議会意見交換会
11112222月月月月

3日 グリーンシャワーの森を守る会/ 幡多クラブ餅つき大会/
中国郵政退職者連盟忘年会/ 市民劇場/ 発達障害講演会（東
公民館）

10日 岡山市連合婦人会結成70周年記念式典/市民と議員のための
公開講座/ 連合岡山・東部地域協議会第8回定期総会

11日 幡多学区ロードレース大会/第7回アーバンCUP東ブロック
親睦大会

12～13日 総務委員会
14日 親子断絶防止法勉強会/女子会ミーティング
16日 中区区別計画特別委員会/教育委員会との懇談会
18日 子ども読書活動推進の会
21日 DV防止サポートシステムをつなぐ会・岡山運営委員会
24日 番町文庫
25日 幡多スポーツ少年団もちつき大会
26日 中区役所開所式/中区区別計画特別委員会
28日 歳末警備警戒巡視

ポイント③ 賃金についてのきまり

働くための基礎知識

賃金は、労働者の生活の柱となるものです。


