真の文明ハ山を荒さず川を荒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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旧後楽館中・高跡地活用提案

５月２６日、跡地活用事業の優先交渉権者に山
陽放送が決まったと、市長が発表しました。
市有財産売却は、競争入札で最高価格での売却
が一般的ですが、今回は岡山市のまちづくりの大
応募したのは２社と１グループ
切な場所と言うことで、「公募型プロポーザル」
という、耳慣れない売却方法を採用しました。こ
５月１９日、応募が山陽放送、石川文化振興財
の方法は岡山市が、「求める跡地活用提案」 ① 団グループ、浅野産業と明らかにされましたが、
中心市街地の活性化、にぎわい創出、回遊性など、 ヒアリングは非公開でおこなわれました。
岡山市の施策に沿ったもの。②岡山市立オリエン
５月２６日、山陽放送決定の市長会見で各提案
ト美術館及び岡山県立美術館に隣接し、周辺には 価格と概要として、山陽１２億円新社屋、石川１
天神山文化プラザといった文化施設がある立地の ４億８０００万円美術館、浅野１０億円新社屋が
優位性を生かし、こうした施設との連携を図ると 初めて明らかにされました。
ともに、文化の創造や発信を行うもの。③良好な
６月６日、総務委員会に、提案価格と合計点以
街並み景観の維持又はさらなる向上を可能とする 外は黒塗りの採点集計表が資料として初めて出さ
もの、あるいは向上に寄与するもの。という条件 れました。提案価格は石川文化振興財団グループ
で提案事業を募集し、最高点者に売却するのです。 が210点、山陽放送は168点、ところが合計点は山
陽放送の大逆転で45点多くなっています。そこの
不動産鑑定評価書を非開示
採点が黒塗りのため、「なぜ逆転したの？？？」
１月１７日の報道で、不動産鑑定の更地価格か
これが「透明性の確保こそが公平・公正な行政
ら建物の撤去費用を引いた７．９億円が最低売却 運営の要である」「政策形成過程を含めた情報発
価格と知り、北区天神町の４８８０㎡の土地価格 信を積極的行なってきた」（大森市長）というこ
として妥当か、不動産鑑定評価書を開示請求しま との現実です。
した。この土地は、農政局跡地で後楽館中高校と
市長は、「恣意的にならないように企画競争委
して利用するため、２００１年、９億２５００万 員会での判断、有識者会の判断をもとに山陽放送
円（学校施設に利用につき１／６減額）で国から に決めた。忖度する余地はどこにあるのか。」と
購入したものです。しかし、不動産鑑定評価書を 激しく答弁しました。しかし、提案事業・価格情
開示することが応募者間に不公平をきたす恐れあ 報は、売却先の決定会見で初めて明らかにされ、
りということで開示されず、更地価格はわかりま 決定根拠の採点集計表が黒塗りでは、とても行政
せんでした。
の透明性の確保とは言えないのではないですか。

誰が採点するの？採点基準は？
跡地活用事業企画競争委員会を設置し、応募者
からのヒアリングや外部有識者の意見を参考に、
採点し、山陽放送の１２億円で土地を購入、新社
屋建設提案が最高得点を獲得しました。
この委員会の構成は、委員長が財政局統括審議
官、副委員長が政策局統括審議官、委員は地域政
策担当課長、財政課長、財産活用マネジメント推

公募型プロポーザルを、より信頼性や
説得力の高いものに変えよう。
企業の財務状況は不利益を被る恐れ等を考慮し
て公表しない、それなら企画競争委員会の構成を、
財務状況を判断する専門家で審査をするべきで、
さらには各分野の専門家と、公募委員を起用し、
専門性と市民目線で決め、より信頼性と説得力の
高いものに変えていくべきです。

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。

＊旧後楽館中・高跡地活用に関する資料は下市このみホームページにあります。黒塗りの採点集計表もご覧になれます。

山陽放送が、１２億円で最
高得点獲得

進課長、都市計画課長、観光コンベンション推進
課長です。
採点基準は事業者の適格性１４０点、基本方針
１４０点、事業の実現性及び継続性１４０点、施
設計画１４０点、事業に期待する効果２８０点、
価格２１０点、合計１０５０点で、岡山市が求め
た３点は、事業に期待する効果の２８０点で全得
点の約１／４で、いくらいい提案でも総合的に見
て選ばれない可能性も想定できます。
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保育園待機児童問題
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で議論となっています。なぜ公立幼稚園で３歳
児保育と預かり保育を始めないのか、保育園と
して幼稚園空き教室を活用しないのかなどの声
があります。
出遅れた保育園整備の切り札は、コストから
見ても幼稚園の活用にあると思います。幼稚園
をもっと活用して、来年４月、希望者みんなが
保育園に入れる岡山市にしていきましょう。

＊ 月議会個人質問・答弁（６月 日）は下市このみホームページでご覧になれます。

新たな４月入園希望者は、７割し
か入園できなかった岡山市！

2 0 1 7 .7
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岡山市の待機児童数は、８４９人と、昨年に
引き続き全国で２番目でした。（朝日新聞より）
また保育園に入園できなかった１５０８人の
保護者アンケートによると、保護者が見ている
４９.３％、認可外保育所などを利用４３.６％、
育児休業を延長したなど４４.２％でした。さら
16
に退職や内定を断ったなど、保育園に入れない
ことが保護者とくに女性の生活に与える影響は
３月３１日付けの文科省の通知
相当大きいと言えます。
を受け、「新入学児童生徒学用品
新しく４月入園をめざした希望者は、岡山市 費等」を引き上げる補正予算4400
は４８３０人。入園は３３３５人でした。つま 万円が計上されました。小学校一年生の保護者
り約７割しか入園できない岡山市の実情が浮か には40,600円、中学校一年生の保護者には47,40
び上がります。政令市の中で２番目に低い数字 0円を支給されます。
です。最高は新潟市で、９８％の方が入園です。 さらにこの通知は、入学前に支給できるよう
６月１日、保育事業計画を見直し、今年度か に補助金交付要綱を改正したとあります。
ら３年間で３４００人定員を増やすと発表しま
福岡市や北九州市では小学校・中学校ともに
した。今年度は１５００人増やす計画ですが、 すでに３月に支給されています。岡山市は、こ
早急に具体的な実行計画を、保育の質も重視し れまで通り９月支給と答弁し、来年３月には間
てつくらなければなりません。
に合わないといいます。理由は債権回収の問題
保護者は、認可保育施設への期待が強く、企 とのことですが、これでは何年経っても変わり
業主導型保育所という認可外保育所が、保護者 ません。できない理由を述べるよりも、他都市
のニーズにマッチしているかどうか、また３歳 ですでに実施していることが、岡山市にできな
児までが通う小規模保育所から、継続する保育 いはずがないという気概で、来年３月から実施
園が確保されているかという３歳児の壁は、ク する方法を検討してください。
リアできるのかなど不安があります。
新入学用品を、入学後の９月に買う人がいま
すか？市民の生活に寄り添う行政が大事です。

入学準備のための就学援助は、入
学前に支給してほしい

岡山市、なぜ保育園が足りないか

岡山市は、前市長２代にわたり待機児童はゼ
ロという状況が続きました。保育園に入れない
児童はいるにもかかわらず「保留児」とされ保
護者の「わがまま」ととらえられ、保育園整備
が遅れたのです。大森市長が、待機児童の定義
見直しにより、全国２位に躍り出たのです。

岡山市、なぜ幼稚園を活用しないのか
公立・私立幼稚園の空き教室の活用が、議会

通学区域制度弾力化見直し
岡山市は、学校の特色を活かし、市民の皆さ
んに選んでもらえる学校づくりを目指し、隣接
している小中学校に入学できる制度を2005 年
（平成17年）から実施してきました。
この制度を来年度から、中学校はそのまま存
続し、小学校のみ廃止となります。この制度に
より、小規模の小学校がますます児童数が少な

このみの
フォト日記
夏編
2017年4月～ 6月

①

②

③

①4/6 げんげの会お花見会（沢田）②4/22 サンノゼ市・サンフランシスコ市行政視察 ③5/6 連合岡山第28回岡山県中央メーデー
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くなる、また地域の子ども会にも入らなくなる等 クといい、スナック菓子の袋もこれにあたり、
の弊害が議会でたびたび議論となり、今回の見直 資源化物として分別収集している自治体があり
しとなりました。
ます。政令市で分別収集していないのは、福岡
今後は、地元学区以外の小学校への入学は、指 市、静岡市、千葉市と岡山市（ 建部地区は資源
定学校変更許可基準に基づいてのみ可能となりま 物扱い）です。
す。この基準によると、共働き等の預かり先があ 有料可燃ごみから資源化物へ
る地区の学校へ通学を希望するなどの場合に、学
対象は、ほんの一例ですがシャン
区外の小学校への入学が可能となります。通学は プー、リンス、洗剤容器、肉や魚の
できなくなります。また小規模特別指定小学校や トレイ、カップ麺容器、ヨーグルト
イマージョン教育推進校(石井小学校)は従来通り 容器、卵やイチゴのパック、りんご
で募集があります。詳細は教育委員会へお尋ねく やももの保護ネット、菓子袋、発泡スチロールな
ださい。
ど、このマークがついています。ごみ減量をおこ
教育委員会は、小規模特別指定小学校にはICT なうために容プラの資源化物として分別収集を実
（情報通信技術）の予算化などおこなっています 施すべきです。
が、小規模校の良さを活かし欠点を補うスタンス
で、これからの小規模校のあり方について方針を、 ス プ レ ー 缶 や カ セ ッ ト ボ ン ベ の 穴 あ け
は 、 とて も 危 険 な 行 為 で す
はっきりとするべきだと思います。
岡山市では使用済みスプレー缶は、穴をあけて
ス ナ ッ ク 菓子 の 袋 は ま だ 可 燃 ご み ？
資源化物として出します。平成２７年６月環境省
スナック菓子を食べた後、空き袋は何ごみです は、穴あけ事故発生を受け各自治体へ穴あけしな
か？岡山市民は可燃ごみで有料ゴミ袋へ捨ててい いよう通知してます。政令市でも、穴をあけは岡
ます。 プラスチックでできた入れもの（容器） 山市、仙台市、神戸市、相模原市のみ。岡山市も、
や、包み（包装）のことを容器包装プラスチッ 穴あけなしに早く変更してください。

身近な有害物質

コンビニ弁当などに付いているマヨネーズは、
全部マヨネーズもどき。正式名称は半固体状ド
レッシングと言う。パーム油が主成分、砂糖類、
醸造酢、卵黄、食塩、食物繊維、増粘多糖類、
調味料(アミノ酸等)、香辛料注出物を原材料と
して製造されています。
多くの食品業界では、「本物を使うとコスト
がかかるので、代替品は出来ないか」とコンビ
ニや外食産業からの要望で開発されたのがこの
マヨネーズもどきです。生卵は使わずに安いパー
ム油と添加物マジックでマヨネーズに近づけた
のが半個体状ドレッシングです。卵黄は中国製

コンビニ弁当の実態

パーム油と添加物で固めたマヨネーズ「も
どき」

の粉末卵黄が使用されています。そして添加物の
中でもいちばんウエイトを占めるのが、味を付け
るアミノ酸等で、この調味料アミノ酸にグルタミ
ン酸ナトリウムが使われていますが、原材料に表
示されている調味料「アミノ酸等」には10品目程
の添加物が使われています。食品衛生法で調味料
として使用が認められている添加物は、グルタミ
ン酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウムなどの化
学調味料のほか、体内のカルシウムの働きを阻害
するリン酸塩も「調味料アミノ酸等」に使って良
いことになっています。そのためリン酸塩隠しと
しても、よく利用されています、リン酸塩は増量
効果や保存性も高まるからです。アレルギーや骨
粗鬆症など、人体への悪影響があります、食べな
い方が賢明です。
おかやま土と健康の会

影山久方
∿

6/4

⑤

⑥

⑦

④5/9 おしゃべりネット(東公民館) ⑤5/27 DV防止サポートシステムをつなぐ会総会 ⑥6/2自然エネルギーの取り組み視察(小田原市)
■ホームページ

http://ww3.tiki.ne.jp/~s-konomi/

■メール

s-konomi@mx3.tiki.ne.jp

ひまわりマーケット

④
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働くための基礎知識

ポイント⑤

休憩

2017年4月～6月

人は、仕事を休みなく続け
ていると疲労がたまり、健康上の問題や思わぬ事
故を引き起こす恐れがあります。そのため会社は
労働者に休憩を与えることが義務付けられていま
す。労働時間によって決められており、１日の労
働時間が6時間を超える場合には４５分以上、８時
間を超える場合には１時間以上の休憩を、勤務時
間の途中で与えなければなりません。休憩時間は、
原則として、一斉に与え、かつ自由に利用させな
ければいけません。（労働基準法第34条）
休憩時間は原則として自由に使えます。休憩時
間は労働時間ではないため、給料が支払われませ
ん。しかし、休憩中に電話対応や来客対応を指示
されている場合は、休憩時間ではなく労働時間と
みなされます。

忙しすぎて休憩時間が取れない！
１時間の休憩時間が与えられていても、実際に
は３０分しかとれないとか、ひどい場合には休憩
時間がとれないまま終業時刻となってしまうとい
うことがあるようです。そのことを同僚や上司に
相談すると「休憩がうまく取れないのは、あなた
の仕事が遅いからじゃない？」と言われたり、誰
にも相談することもできず、一人で頑張ってしま
うなど、心身に異常をきたすことにつながる危険
があります。会社側は、労働者が休憩時間をきち
んと取れるような環境を整える義務があります。
決まりが守られていないと感じたら、労働基準
監督署などに相談してください。

ゲリラ豪雨などへの備えは万全ですか？

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

5月
6日 連合岡山第28回岡山県中央メーデー
7日 立憲主義と地方自治を守る議員の会第1回定期総会
9日 おしゃべりネット「認知症についてもっと知ろう！」
10日 野菜市
13日 津村啓介「躍進のつどい」
幡多学区交通安全対策協議会総会
14日 岡山市現業退職者会第34回定期総会
岡山市視覚障害者協会懇親会
15日 通級指導教室親の会はばたき総会/会派会議
16日 第36回ひまわりマーケット実行委員会
17～19日 5月臨時議会
20日 たんぽぽネットワーク「みんなの思いを伝えよう」
幡多学区連合町内会総会
23日 富吉の新斎場についての公聴会を傍聴
24日 平成29年度第1回女子会
26日 幡多学区社会福祉協議会総会
第43回自治体議員ネット意見交換会
27日 ママさんバレー市長杯
DV防止サポートシステムをつなぐ会総会
日本善行会岡山支部総会
29日 地区図書館研究会/第1回東公民館運営委員会/質問検討会
6月
1日 ごみ減量化について勉強（横浜市）
2日 自然エネルギーの取り組みについて勉強（小田原市）
3日 連合組織内議員懇談会第25回総会
4日 町内清掃/第36回ひまわりマーケット/岡山市平和交流会
5日 発達障害の子どもたちの現状について （まな星クリニック）
6日 市民文教委員会
8日 期成会合同総会
7日 陸運支局跡地の要望書について中区長と懇談
8日 6月定例市議会（～26日 6/16下市このみ個人質問 6/21市
民文教委員会）
10日 中国郵政退職者連盟岡山支部通常総会
市民劇場「おかしな二人」鑑賞
11日 幡多学区婦人ソフトバレーボール大会
18日 ママさんバレー東ブロックこどもやCUP大会
22日 幡多クラブ運営委員会
27日 幡多学区の要望について政策局長と連合町内会長、副会長と
懇談
29日 岡山市戦没者追悼式
30日 こども園勉強会（財田幼稚園）
第12回食育推進全国大会inおかやま

▼議員報酬の使いみち
(17.4月～6月）
収入
議員報酬
期末手当
計
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
積み立て
計

2,130,000
1,767,900
3,897,900
543,285
158,300
43,980
296,400
24,000
724,571
707,364
1,400,000
3,897,900

編集後記 「
」 とい
う言葉をご存知ですか？社会のあ
らゆる分野において、
年
までに指導的地位に女性が占める
割合を少なくとも ％程度にする
という政府目標です。あと 年で
％、実現可能でしょうか。（ま）

気象の変動により、近年は岡山市でもゲリ
ラ豪雨などが頻繁となっています。
市民意識の啓発と浸水被害軽減をめざし、
４月１日より雨水貯留タンクへの助成が始ま
りました。
製品代の２／３。上限は３万円。下水道河川
局へお尋ねください。

4月
4日 市民劇場「柳橋物語」鑑賞
6日 げんげの会お花見会（沢田里山センター）
9日 幡多スポーツ少年団入団式/ 視覚障害者協会29年度総会
10日 真庭市議会議員選挙の応援
11日 竜操中学校入学式
12日 幡多小学校入学式
13日 幡多幼稚園入園式
14日 第72回岡山市連合婦人会総会
配偶者暴力防止センター相談員さんと女性議員の懇談会
15日 グリーンシャワーの森を守る会総会/ 幡多体協総会
16日 関北町内会総会
19日 新竹市政府視察団歓迎夕食会
20日 配偶者暴力防止センターの現状と課題について勉強会
21～27日 岡山市議会サンノゼ市友好親善・サンフランシスコ市行
政視察訪問団
29日 岡山県日中友好協会総会・丹羽宇一郎氏講演会
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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へ。ニュースへのご意見・ご感想をお寄せください。

