
岡山市では、昨年４月１日時点の未入園児１３

４３人、２０１７年４月１日に認可保育園に入れ

ない未入園児は、２月１５日現在１６３６人と、

３００人近く増加しました。子どもが必要な保育

を受けられない問題は、仕事を辞め、いっそうの

家事、育児負担が、とりわけ母親を直撃します。

安倍総理は、所信表明演説で、子育て支援に関

連し「三世代の近居や同居を支援します。」と言

い、子育ては家族で、という考えを滲ませていま

す。家事、育児、介護、さらに働きに出る、こん

な女性「活躍？」が期待されています。こんな保

育環境で、活躍出来ないのは、個人の責任ではあ

りません。みんなでおかしいと声あげましょう。

日本総合研究所が作成した、全国の保育園・幼

稚園ニーズの将来展望では、２０４０年まで保育

園のニーズが増加します。母親就業率が過去１０

年の２倍程度のペースで上昇すると、全国で２０

１５年保育園２３３万人が、２０４０年３３４万

人と１００万人増えますが、幼稚園ニーズを加え

ると、２０１５年３８５万人から、２０４０年３

６９万人と１６万人減少します。なぜなら幼稚園

ニーズが２０１５年１５１万人から２０４０年３

５万人と減少するからです。

すでに両方の園児数減少の県が、青森、秋田、

福島、栃木、群馬、富山、石川、福井、山梨、長

崎、岐阜、静岡、香川、高知の14県あり、保育園・

幼稚園の子ども争奪戦が起きていると言われてい

ます。

保育園待機児解消は、市長の言う「喫緊の課題」

であるとともに、２０４０年を見据えた長期課題

なのです。幼稚園ニーズの減少により余剰となる

幼稚園資源の活用がポイントです。市立幼稚園を

３０園の認定こども園、その他は民営化・廃止と

いう方針を見直し、６４市立幼稚園（４園休園中）

の活用で未入園児をなくしていくのです。

まず、岡山市立幼稚園で３歳児保育を実施し、

延長保育を実施します。私立幼稚園は３歳児保育

はあたり前で、午後６時までの延長保育や、夏休

み等も大丈夫のところもあります。市立幼稚園で

もすぐ出来ませんか？幼稚園空き教室を利用した

保育で、整備コストも安くできませんか？市立幼

稚園を、保育園に移行することも検討すべきです。

やれることは、なんでもやりましょう。

保育士不足の要因は、賃金が仕事に見合ってな

く、働き続けられないという声を聞きます。今年

度、私立保育園保育士の給与２％改善を岡山市独

自で、国も２%引き上げで、４%の引き上げとなり

ます。今後も改善予算を計上し、私立、市立を問

わず保育職は、同一賃金としていきましょう。

昨年度実施の岡山市職員採用試験では、保育幼

児職として、応募人数約２００人あり、４５人が

合格しました。保育士として働きたい人は、けっ

して少なくないのです。

保育士さんがもっといたら、入園できる子を増

やせます。正規保育士４０名退職に、今年度５７

名を採用し１７名増加ですが、内訳は正規保育士

２７名と、２年という任期付フルタイムの嘱託保

育士を３０人採用です。２０４０年を見据え、正

規保育士をもっと採用すべきです。

学校図書館が、子どもたちにとって欠かせない

ものであるという議論がありました。

図書の本の中で自分の課題について答えになる

ものを見つけてそれをまとめていく。それらが学

力の向上にも繋がると、教育長は答弁しています。

学校を出た大人にも、同じように図書館は必要

です。教育長、図書館整備計画を動かして、地区

図書館を整備しましょう。
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既存の市立幼稚園の建物や土地活用
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４月からの総合事業で、介護保険の要支援１・

２の方への訪問型サービス、通所型サービスが

各自治体へ移行されました。岡山市では、従来

型サービスと、低料金の緩和型サービスを加え、

要介護認定に加えて、基本チェックリストで総

合事業対象者となることが可能となりました。

岡山市は「自立の人でも、基本チェックリス

トにより緩和型サービスは使える。サービスの

幅が広がる」「本人の希望は通る」をメリット

としてきました。「ケアプランを立てるケアマ

ネージャーと話しをしてくれ」「ケアプランは、

ケアマネージャーがその人の状態を見て立てる

から」と、必ずしも本人の希望通りにはいかな

いことがありそうな説明に変わりました。

総合事業の導入の狙いは、介護保険にかかる

お金を、増やさないようにするためです。

国は、今年度までの３年間は、総合事業導入

のアメとして、前年度より１０％増の介護保険

予算を認めています。ところが、来年度以降は

７５歳以上高齢者増加率(岡山市では約３％)し

か認めないとしています。

そうなれば、本人や家族の意向におかまいな

しで、低料金の緩和型サービスを押しつけ、保

険財政を増やさないことが優先される恐れがあ

ります。介護保険料は値上げされる一方で、受

けられるサービスの選択の幅が縮小される事態

が起きそうです。

老老介護や、孤立死、育児と介護の「ダブル

ケア」など私たちが直面する不安を安心に変え

てくれる方向とは違うと判断し、介護保険費特

別会計予算案に反対しました。このことでお困

りでしたら、ご遠慮なくご相談ください。

２０１７年度予算案歳入に、後楽館中・高跡

地（４８８４㎡）の最低売却価格７億９８３０

万円が計上されています。

後楽館中・高跡地は２００１年農政局跡地を

１／６減額措置の９億２５００万円で購入した

ものです。当時、評価額１１億１１００万円の

土地です。

不動産鑑定評価書を情報公開請求しましたが、

「公募型プロポーザルで事業者を募集」「不動

産鑑定評価書を当該契約締結前に開示すること

は応募者間に不公平をきたす」という理由で、

非開示通知されました。建物等撤去費相当額も

黒塗りです。これでは、不動産鑑定評価から建

物等撤去費相当額を控除した最低売却価格が、

妥当なものか判断できません。実費じゃないの

は、例の国有地に似てますね。

昨年９月議会市長答弁で「非常にポテンシャ

ルの高い土地。公募による売却を前提に、検討

していきたい」と売却方針を表明。

１１月議会で教育長は「教育委員会では議論

していないので、議事録はない」と答弁。

２月総務委員会では、「政策局、財政局、教

育委員会の担当者が立ち話で方針を決め、市長

レクに臨んだ」という「えぇ！」と驚く答弁。

売却に至る意志形成過程の議事録はなく、最

低売却価格に関する審議に必要な資料の提示も

ないのです。

売買契約が締結された６月下旬以降、土地鑑

定評価書は公開されるそうです。こういうの、

後の祭りというのです。

売却よりも、児童数が急増し、校舎グラウン

ドが狭隘な中央小学校への活用や、耐震改修困

難な旭公民館の移転先検討が優先しませんか？

後楽館中・高跡地売却にかかる歳入予算７億

９８３０万円に反対しました。
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サービスの幅が広がるといいつつ、
選択できるサービスが縮小する!?

後楽館中・高跡地の民間売却
最低売却価格は安すぎないか？

売売売売却却却却方方方方針針針針はははは、、、、どどどどううううややややっっっってててて決決決決めめめめたたたたのののの？？？？



週に一度は、顔をあわせるご近所のお一人暮ら

しの女性。お話し好きで、ダジャレや冗談でよく

笑わせてくれます。ある日、「最近、倉庫のもの

がなくなるのよ、物騒だからみんなも気を付けて

ね。」と話してくれました。その次の週も、同じ

話をし、なくなった物を教えてくれるのですが、

本当にそこにあったかどうか、周囲の人にはわか

りません。そんなことが何週か続いたため、「ど

こか変じゃない？」という不安が胸に広がりまし

た。ご近所の方も、同じ思いでいたようです。

しかし、いくら親しくしていても、立ち入ること

にためらいがあり、どこへ相談すればよいのかも

わからず、ただ傍観しているだけでした。

こういうときには、地域包括支援センターへ相

談するとよいということを教えてもらいました。

そこは、地域で暮らす高齢者を、保健・医療・

福祉・介護など、総合的に支える機関だそうです。

早速相談し、地域担当の職員が訪問してくれる

ことになりました。まずは実態把握調査をし、介

護保険の認定申請後、要介護１の認定がおり、今

は、週３回デイサービスに通っています。まずは

一安心というところです。

２０２５年には、６５歳以上の５人に１人が認

知症になると見込まれています。認知症になる可

能性は誰にでもあります。症状が出たらどうすれ

ばいいのか、家族や周囲は、本人とどう接したら

いいのかなど認知症に対する理解を深めましょう。
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⑤④

魚を見分けるには、まずは鮮度。目が赤くなっ

ていないもの。サンマは旬の時期に解凍し、新

鮮サンマと称して販売されることがある。背中

を上に頭を持ち、胴体が水平であれば新鮮サン

マ。解凍物はグニャリと曲がる。サンマは下顎

の先が濃い黄色で、体の色が褪せていない太め

のものが良い。解凍物でも張りがある物。

パック入り締めサバなどは中国産が多く、有

機リン系殺虫剤「ジクロルボス」毒物が残留し

ている恐れあり。マグロで注意する事、トロの

部分には食物連鎖により水銀、ヒ素、カドミウ

ム、ダイオキシンなどの有害物質が蓄積している

恐れもあるので、妊婦は食べないこと。赤身は安

全だが、発色剤、酸化防止剤、などで着色した鮮

やか過ぎる赤色は注意。新鮮と思い込まないこと。

マグロの種類では、汚染の少ないビン長マグロが

安全。サーモンは、輸入物がほとんどだが、合成

着色料の使用を自粛しているノルウェー産を選ぶ

と良い。大量輸入しているチリ産キングサーモン

は、薬漬けの養殖。

冷凍ハンバーガー、コロッケなどのミンチ肉製

品は、食中毒のリスクが高い。成型肉も同様。鶏

肉は国産を。抗生物質は使われているが、輸入ブ

ロイラーよりもリスクは低い。豚肉は国産か、飼

育管理が厳しいＥＵ産が安全。食材選びは時間を

かけて安全で安心できる物を。

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」 ― 魚、肉 ―

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
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ご近所の一人暮らしの高齢者に、認知症の疑
いがあるとき、あなたならどうしますか？

地地地地域域域域包包包包括括括括支支支支援援援援セセセセンンンンタタタターーーーへへへへ相相相相談談談談をををを

おおおおししししゃゃゃゃべべべべりりりりネネネネッッッットトトト2222000011117777

認認認認知知知知症症症症ににににつつつついいいいてててて、、、、ももももっっっっとととと知知知知ろろろろうううう！！！！

５５５５月月月月９９９９日日日日（（（（火火火火））））11110000時時時時～～～～11112222時時時時
東東東東公公公公民民民民館館館館（（（（岡岡岡岡山山山山市市市市中中中中区区区区高高高高屋屋屋屋333344444444----1111））））

地域ケア総合推進センターから主任看護師さ

んにお越しいただき、認知症はどうして起きる

のか、治療法、予防対応などをお話しいただき

ます。体操もあります。どうぞご参加ください。
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▼議員報酬の使いみち
(17.1月～3月）

収入
議員報酬 2,130,000

計 2,130,000

支出
所得税 182,280
住民税 156,300
国民年金 43,980
国保 296,400
親睦会費等 28,000
事務所維持費 783,005
生活･活動費 640,035

計 2,130,000
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TEL&FAX 086-270-5350

FAX 086-273-5528

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！！！！））））

長時間続けて働くことは、心身ともに大きな負

担となります。労働時間には決まりがあり、１日

８時間以内、１週間で４０時間以内と労働基準法

で定められています。（労働基準法第３２条）

法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合に

は、あらかじめ過半数労働組合、過半数組合がな

い場合は従業員の過半数代表者との間に、「時間

外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働

基準監督署に届け出なければいけません。（労働

基準法第３６条「サブロク協定」）３６協定を締

結したからと言って、無制限に残業させられるわ

けではありません。残業時間には「時間外労働の

限度に関する基準」が定められており、例えば１

か月４５時間、１年３６０時間などの限度が示さ

れています。

８時間を超える場合（時間外労働）は２５％、

休日労働の場合には３５％、午後１０時から午前

５時までの深夜労働の場合には、さらに２５％上

乗せした割増賃金を最低でも支払わなければなり

ません。この割増賃金は、雇用形態に関わらず、

すべての労働者に適用されます。

サービス残業は、支払うべき賃金を正当な理由

なく支払わない行為であるため、労働基準法違反

です。みんなやっているからなど許されるもので

はありません。労働時間やサービス残業などにつ

いて、決まりや法律が守られていないと思ったら、

労働基準監督署に相談しましょう。

政府は、残業時間の上限規制で、繁忙月１か月

の特例上限を１００時間未満とする法律改正を行

う方針です。ひと月の労働日数を２０日とすると、

１日５時間残業で、午前９時から午後６時が定時

とすると、毎日午後１１時まで働くことが法律で

認められることになります。

家族の団らんや、家事や育児をする時間がどこ

にあるでしょうか。睡眠時間を取ることさえ、ま

まなりません。残業時間の上限を、１００時間未

満と決めたことで、過労死が増えないか心配です。

1111月月月月
2日 澤田自警団初出
5日 岡山市中央卸売市場初市/会派会議
6日 龍華婦人会新年会/ 第33回保育園児作品展
7日 J P労組中国2017年新年互礼会
8日 岡山市消防出初式/視覚障害者協会第43回新春文化祭/岡山

市新成人の集い
10日 横浜市男女共同参画センター「フォーラム南太田」ガール

ズ支援について勉強
11日 フェミニスト議員連盟第6回女性議員パワーアップ集中講座
12日 世田谷区で待機児童について勉強/自治労全国一般岡山地方

労組新春旗開き
13日 1月臨時岡山市議会/女子会ミーティング/ 会派代表者会議/

東公民館運営委員会/ 連合岡山「2017新年交歓会」
14日 幡多学区新年互例会
15日 竜之口学区新春の集い/2017岡山地区労新春旗びらき
16日 会派会議/地区図書館研究会
17日 映画上映会「あん」（下市事務所）
18日 野菜市/幡多婦人会新年会/会派会議
20日 予算編成について勉強会/市民ネット「市政報告会」(南ふ

れあいセンター）
21日 子どもに育てよう「思いやりの心」研修会
22日 J P労組東備支部新春旗開き/JP労組岡山支部新春旗開き/高

島学区合同新年互礼会
24日 おしゃべりネット「介護保険を聞こう！」（東公民館）
28日 子ども読書活動推進の会
29日 第8ブロック一般女子ソフトバレーボール大会/晴れの国岡

山駅伝/2017新社会党岡山県本部新春旗開き
30日 総務委員会/会派会議
31日 市民ネット視察（大田区臨海斎場）

2222月月月月
1日 市民ネット視察(千葉市・生ごみリサイクル)/女子会懇親会
2日 市民劇場「オペラ死神」鑑賞
3日 連合岡山「労働相談ホットライン」街頭宣伝
4日 2017新春岡山社会文化会館講座
7日 熟年者ユニオン定例会
11日 映画「みんなの学校」上映会と木村泰子先生の講演会
15日 防災対応力調査特別委員会
17日 総務委員会
19日 第8ブロック一般男女卓球大会
21日 2月定例市議会（～3/17 3/8下市このみ個人質問）
23日 第42回自治体議員ネット/2017岡山市地区春闘
25日 岡山中央郵便局集配課OB会
26日 幡多学区連合町内会研修旅行

3333月月月月
2日 2月定例市議会市民ネット代表質問
4日 東公民館文化祭(～5日)/ 3.8国際女性デー連合岡山街頭宣伝
12日 第8ブロックグランドゴルフ大会/火葬場について考える会
14日 竜操中学校卒業式/総務委員会/DV防止サポートシステムを

つなぐ会
15日 幡多幼稚園卒業式
16日 幡多小学校卒業式
17日 市民ネット「市政報告会」（岡山市議会棟）/子ども劇場
18日 藤原町内会社日祭/RACDA総会・ゼミ
19日 幡多スポーツ少年団卒団式/立憲自治の会世話人会
20日 幡多体協歩く会/岡山県日中友好協会理事会
23日 龍華婦人会総会
24日 映画上映会「ペコロスの母に会いに行く」（下市事務所）
25日 幡多クラブ卒所式・入所式
26日 「日本原の紙芝居」（東公民館）
28日 会派代表者会議
31日 岡山一般弘徳学園支部第19回定期大会

ポイント④ 労働時間のきまり

働くための基礎知識

残業時間の上限規制で過労死増えませんか？


