
可知幼稚園の預かり保育は、待機児童対

策として緊急な事業ですが、募集人員は３

歳児が５名、４歳児５歳児合わせて１５名

合計２０名となっています。ところが１０

月２日時点で４歳児１名、５歳児１名の受

け入れとなっています。

やっぱり長期休暇に預かってもらえない

ことが、保護者のニーズと合っていないの

ではないかと思われます。
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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。

10月から始める可知幼稚園での預かり

保育は、夏休みなどの長期休暇中は預か

りません。これでは、働く親たちは預け

ることができません。私立幼稚園では普

通に行われている預かり保育は当然夏休

み等も実施しています。なぜ、岡山市の

公立幼稚園ではできないのでしょうか。

長期休暇は預からない状況で保護者の

ニーズに応えているのか。

大森雅夫市長

保護者ニーズという視点からいくとで

すね、様々なものの条件というものがもっ

と良くなったほうがいいには越したこと

はないと思います。長期の休暇、夏休み

とか冬休みとか預かっていただいた方が

いいと思うんですけれども、今、お母さ

ん方は一日も早い、預け先を望んでいる

ところでございます。そういった対応と

して速やかに実施できる事業として今回

打ち出さしていただいたわけであります。

待機児童、未入園児童をお持ちのお子

さんがこういう可知幼稚園の方へ預けて

いただけるような、そういう方があらわ

れてくれば、私としてはありがたいなと

思っております。

質質質質 問問問問

地区図書館研究会主催講演会

における、瀬戸内市民図書館長の嶋田学

さんのお話です。

ある日、「おっちゃん、この虫、なん

ていう虫？」と羽根のきれいな虫を、図

書館に持ち込んだ男の子がいました。司

書さんが「甲虫図鑑」で調べ方を教える

と、次の日にもまた来て「おっちゃん、

魚の図鑑ある？」男の子は、図鑑で自分

の知らない生き物の名前を見つけること

が楽しい、知らないことは本で調べれば

わかるということを学んだのです。

図書館をつくるための準備室で作業し

ていたところ、高齢の男性から「図書館

なんかできてもワシは利用せん」と言わ

れたそうです。いざ図書館ができてみる

と、その方が来られ「こんな本もあるん

か…」と野菜作りや病害虫対策の本を借

りられたそうです。図書館とは、小説や

文学が並んでいるところというイメージ

しかなかったようです。また、70代の女

性が、箸袋の裏に「脊柱管狭窄症」と書

いたメモを持って来られたので、一般的

な家庭の医学書よりもっと専門的に書い

てある本を探して貸し出しをしたそうで

す。その女性は、本の返却のときに「手

術に踏み切れずにいたけれども、読んで

みて、私は手術をした方がいいようだ」

と納得されて帰っていったそうです。人

から言われて判断するのではなく、自ら

知るということで納得ができたというこ

とです。これらのお話を聞いて、図書館

が必要だと改めて感じました。

瀬戸内市民図書館では、市民が主体性

を高められる場、市民が自らの知的欲求

に気づける場、市民の学びを支える場、

市民がつながり地域を活気づける場、ま

ちの魅力を発見し郷土文化の継承と発信

の場が図書館の役割としています。図書

館の役割をどのようにお考えですか。
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岡山市立図書館整備基本計画(平成１４

年改訂)では、岡山市の「すべての地域に

図書館サービスが行き届くこと」を基本方

針に、当面の方向として、 8万冊から10万

冊規模の地域の基幹となる地区図書館を、

北部地域、西部地域、東部地域に新たに建

設するとともに、西大寺図書館については

移転新築する方針を示しています。西大寺

地区は「緑の図書室」が平成２２年に整備

済み、他の３地域での整備が急がれます。

融資対象者は、岡山市に１年以上居住お

よび、勤続１年以上の勤労者です。限度額

は生活維持資金１００万円、生活応援資金

１５０万円で同時には受けられません。返

済期間は７２ヶ月以内、利率は４月１日か

ら１．４５％で半年ごとに見直しがありま

す。別途保証料がいります。

当初予算で、１億１千万円預託し、融資

限度額が４億４０００万円でしたが、融資

額が限度額を超過するため、補正予算で４

０００万円を新たに預託し、融資限度額を

６億円とするものです。融資お問い合わせ

は中国労働金庫岡山支店です。

新斎場に一番近いところに住んでいる方々

の了承は得られないままに、北区富吉に斎

場建設が進められようとしています。

新斎場から 300メートルという小畑地区

の皆さんは小畑町内会を立ち上げました。

小畑地区の皆さんの理解を得られてから

斎場建設は進めるべきと考え、新斎場建設

のための債務負担行為（来年度から 5年間

の歳出予定）限度額50億円設定に反対しま

した。

みずほ住座再生事業の事業契約の締結に

ついては、私立認可保育園・認定子ども園

園長会から「北長瀬みずほ住座再生事業に

おける保育所の建設について」という陳情

が出され、市有地へ併設される認可外保育

園の白紙撤回を求めています。

岡山市ではこれまでも市有地の提供によ

り保育園を作ってきましたが、どれも認可

保育園であり、公募により事業者を決定し

てきています。今回はそうしたプロセスを

省き、 5000㎡の市有地に 342人の認可外保

育園を作るというものです。

透明性の欠如と、全国２位の待機児童を

抱える岡山市の方向は認可保育園の整備で

す。市民ネットとして、当局の連携不足、

説明不足は明らかであり、今議会での同意

はできないと反対しました。

日常的に管を通じて胃や腸に栄養を入れ

たり、たんを吸引したりという医療的ケア

が必要な「医療的ケア児」が増えています。
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菅野和良教育長

図書館の基本的な役割は、市民ひとり

ひとりの知りたい、学びたい、解決した

いという思いにこたえていくことである

と考えております。そうすることが市民

の生活を豊かにし、暮らしや仕事、子育

てや介護など、市民が抱える様々な課題

の解決の支援につながっていくものと考

えております。また岡山市の将来を担う

子どもたちが読書や調べ物を通じて、自

ら学び考えたり、郷土岡山を深く知った

りするうえでも図書館の果たすべき役割

は大きいと考えております。
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政府は 2018年度から、放課後等デイサー

ビスなどの施設がケア児を受け入れ、支払

われる報酬を増やす方針を固めたと朝日新

聞が報じています。

医療的ケア児は、岡山市の学校にも通って

います。彼らには看護支援員を配置するこ

とになっていますが、募集しても応募が少

なく、月曜日から金曜日まで埋まってはい

ません。家族の付き添いを必要とする学校

では、保護者は働くことがままなりません。

差別解消法の施行により、改善方向には

ありますが、具体的な変更までにはもう少

し時間がかかりそうです。

福祉と教育の壁を低くすること、福祉で

できることを教育の現場でできるようにし、

共に生きていく社会を進めていきましょう。

ごみ出しなどの生活のちょっとした困り

ごとを100円、または 500円といったワンコ

インで手助けするサービスが広がっている

という日経新聞の記事が目に止まりました。

体力が衰えてきたひとり暮らしの高齢者

などが対象で、ＮＰＯ法人やシルバー人材

センターなどが手がけているそうです。

岡山市で、こうした困りごと支援の取り

組みをしているのは、北区の三門学区と東

区の平島学区、南区の平福学区の３地区と

お聞きしました。

三門は無料、平島と平福は有償ボランティ

アということで料金を設定しています。２

０人弱のスタッフで様々な活動をしている

ようです。

シルバー人材センターに同じようなサー

ビスがないか調べると、食事の支度や買い

物、お墓の掃除や水やりなど高齢者世帯や

ひとり暮らし世帯へのサービスがありまし

た。

料金設定を聞くと２時間以上で１８００

円程度と、気軽に頼めるサービスとしては

どうかなと思いました。ごみ出しは、ごみ

ステーションの距離との関係もあり、ご苦

労をされている方々がいます。

岡山市のふれあい収集は、要介護３以上

または障害者手帳１・２級と基準が厳しす

ぎます。改善を求めたいと思います。
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⑤④

スーパー、コンビニには、実に多くの「調理

冷凍食品」が棚に並んでいます。消費者の中に

は、冷凍食品は、あまり食品添加物を使用して

いないと思っている人がおられるようですが、

大きな間違いです。

冷凍食品は、マイナス18度以下に保存される

事で、食品の劣化や、腐敗の原因である微生物

の活動ができなくなります。当然のことですが、

保存料を使う必要はない加工食品です。

ところが、化学調味料、加工澱粉、香料など、

様々な添加物は、通常の加工食品と同じように

添加されています。また、食品添加物ではない

ものの、製造過程で発生する不純物の中に発ガ

ン性物質があると国際機関が指摘した「タンパ

ク加水分解」は、ほとんどの調理冷凍食品に使

用されています。

スーパー、コンビニで売られている冷凍食品

は、例外なく輸入品で賄われています。そして、

食品衛生法に違反するケースも目立っています。

抗菌性物質が検出された輸入冷凍鶏肉、抗生物

質の残留基準オーバーや着色料、保存料違法使

用の輸入冷凍エビなどに、基準を越える農薬が

検出されました。輸入冷凍海老シュウマイなど

の食肉加工品、水産練り製品に使われています。

体をこわす添加物、農薬から、あなたの子供や

孫の身体を守りましょう。

おかやま土と健康の会 影山久方

基準を越える抗生物質、農薬、添加物

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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ワンコインで困りごとを支援
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▼議員報酬の使いみち
(17.7月～9月）

収入
議員報酬 2,130,000
計 2,130,000

支出
所得税 182,280
住民税 162,000
国民年金 43,980
国保 296,400
親睦会費等 24,000
事務所維持費 565,378
生活･活動費 855,962

計 2,130,000
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休日は、少なくとも１週間に１日、または４週

間を通じて４日以上与えなければなりません。

（労働基準法第35条）。休日に労働させる場合に

は３６協定を締結し、届け出が必要となります

（労働基準法第36条）。

年次有給休暇とは､所定の休日以外に仕事を休ん

でも賃金を払ってもらうことができる休暇のこと

です｡労働者の心身のリフレッシュを図るためにも､

まとまった休暇の取得は大切です。

要件としては、雇い入れの日から６か月以上継

続して勤務していることと、全労働日の８割以上

を出勤していれば､１０日間の年次有給休暇を取る

ことができます。さらに勤続年数が増えていくと、

８割以上の出勤の条件を満たしている限り、１年

ごとに取れる休暇日数は増えていきます。総日数

は２０日が上限です。

また､派遣社員やパートタイム労働者など正社員

以外の働き方をしている労働者でも、①６か月間

の継続勤務②全労働日の８割以上の出勤③週５日

以上の勤務という３つの要件を満たせば､有給休暇

は正社員と同じだけ付与されます。たとえ、週４

日以下の勤務であったとしても､週の所定労働時間

が３０時間以上であれば､正社員と同じだけ有給休

暇が与えられます｡また､契約社員の継続勤務につ

いては､更新によって契約期間が延長した場合､更

新前の期間中の勤務も含みます。

週の所定労働時間が４日以下で､週の所定労働時

間が３０時間未満の場合は､その所定労働日数に応

じた日数の有給休暇が付与されます。

派遣社員の労働時間､休憩､休日等の労働条件の

決定については､派遣元が責任を負っており､その

決定を守ることについては､派遺先に監督責任があ

ります。

原則として有給休暇は､休養のためでも利用目的

を問われることなく、取得することができます｡会

社は有給休暇を取得した労働者に対して､不利益な

取扱いをしてはいけないことになっています。

7777月月月月

2日 新社会党岡山県本部第23回定期大会
4～6日 市民ネット会派視察（函館市、二戸市、六ケ所村）
9日 第5回山陽新聞者杯岡山市ママさんバレーボール大会
10日 地区図書館研究会/ 幡多学区地区懇談会準備会
11日 市民ネット市政報告会（操南公民館）
13日 洛陽市歓迎夕食会
17日 第42回岡山市婦人バレーボール大会
19～21日 市民文教委員会視察（三鷹市、柏市、静岡県）
23日 J P労組東備支部第10回定期大会/子どもの居場所づくりネッ

トワーク交流会/今谷町内会夏まつり
25日 おしゃべりネット「地域包括支援センターって何？」
28日 映画鑑賞会「愛を積むひと」
29日 第36回全国夏季セミナー岡山大会「人間と性」教育研究協

議会/岡山市現業労働組合第55回定期大会
30日 幡多学区少年少女球技大会/ＪＰ労組岡山支部第１０回定期

大会

8888月月月月

3日 岡山市外国人市民会議傍聴
4日 発達障害者支援センターについて勉強 /都市計画審議会傍聴

/自治労岡山市現業労働組合教育支部第41回定期総会
5日 たんぽぽネットワーク定例会
6日 「富川市民友好親善訪問団」歓迎夕食会/団地北町内会盆踊り
7日 学校図書館問題研究会第33回全国大会(岡山大会)
10日 ごみ政策について勉強（横須賀市、逗子市）
11日 配偶者暴力相談支援センターで勉強（横浜市）
13日 沢田盆踊り
18日 質問検討会（下市このみ事務所）
19日 竜之口学区ふれあい夏まつり/赤田町内会夏まつり
20日 立憲主義と地方自治を守る議員の会市民公開講座vol.3
22日 北斎場の裁判傍聴/自治研ネット/熟年者ユニオンと岡山市と

の懇談会
23日 第48回岡山県市議会議員研修会/立憲自治の会世話人会
26日 幡多クラブ夏まつり/ＪＰ労組岡山連協第１０回定期大会
27日 幡多学区一般ソフトボール大会/ 嶋田学瀬戸内市民図書館長

講演会
28日 市民文教委員会
29日 映画鑑賞会「一枚のハガキ」
30日 8月議会開会（～9/15 9/8下市このみ個人質問 9/12市民文

教委員会）/ たんぽぽネットワーク岡山市と懇談会
31日 地区図書館研究会と教育委員会との懇談会

9999月月月月

3日 ママさんバレーボール第43回O H K杯岡山地区予選会
4日 ＪＰ労組岡山連協退職者の会第３回定期総会
9日 竜之口学区グランドゴルフ大会/加計問題を考える会
13日 会派会議/自治労岡山一般観光協会支部団体交渉
14日 女子会ミーティング
16日 高屋パークフェスティバル
17日 第22回幡多スポーツ少年団バレーボール部交歓大会
18日 北斎場フィールドワーク（北区冨吉）
20日 藤原町内会社日祭/日立デジタルソリューションセミナー
24日 関北町内会祭り（和太鼓で出演）/第43回幡多スポーツ少年

団ソフトボール部交歓大会/市民劇場「ブンナよ、木からお
りてこい」鑑賞

25日 地区図書館研究会
26日 映画観賞会「種まく旅人」/DV防止サポートシステムをつな

ぐ会岡山運営委員会
27日 野菜市/会派会議/北斎場見学会
29日 第20回DVシェルターシンポ（～10/1）

ポイント⑥ 休日 休日労働、有給休暇

働くための基礎知識

年年年年次次次次有有有有給給給給休休休休暇暇暇暇はははは、、、、派派派派遣遣遣遣ややややパパパパーーーートトトトのののの人人人人
もももも使使使使ええええまままますすすす


