
11月議会で、大森市長は、市長選挙を通

して痛感した中山間・周辺地域の振興に、

新たに35億円の地域振興基金を活用し、コ

ミュニティビジネスの創出などにより、持

続可能な地域を作ると表明しました。多く

の議員が、周辺部の活性化を訴えてきまし

た。こうした地域の声を届ける議員の姿が、

市長の決断を後押ししたと思います。

「岡山市地域共生社会推進計画(地域福祉

計画)(素案)」が、議会に報告されました。

この計画について、他の議員が予算をしっ

かりつけるよう大森市長に求めました。

市長は「健全な財政に心がける。孫や子

の代にツケを残しちゃいけない。その範囲

の中で、社会福祉も大きな要素ではあるが、

全体の予算を整理し、議会に提案する」と

答えました。

「地域共生社会」とは、地域で課題を抱

えている人を孤立させず、適切な支援に繋

ぐためのネットワークが張り巡らされた社

会です。どのような状況になっても住み慣

れた地域で暮らす仕組み作りや、社会福祉

に、手厚い予算をつけるべきです。

岡山市の特別養護老人ホームの待機者数

は、平成27年度は3911人、平成28年度は287

6人、平成29年度は2500人です。行政は、こ

の数字から、単身高齢者や老老介護、育児

と介護の「ダブルケア」などひとりひとり

の生活に想いをはせ、具体的な対策を講じ

なければなりません。数字だけでは見えな

いものが、たくさんあります。

昨年4月の総合事業により、対象となる

「要支援」の方に、どんな変化が生まれて

いるかを把握せずに、向こう3年間の「介護

保険事業計画」が策定中です。市民の事情

は、置いてきぼりですか？

C O N T E N T S
・2 土曜日の保育園事情/フォト日記

・3 スミチオンの配布/身近な有害物質

・4 働くための基礎知識/活動日誌

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） 2018 .1 N o .74 （（（（ 1））））

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。

住住住住みみみみ慣慣慣慣れれれれたたたた地地地地域域域域でででで暮暮暮暮ららららせせせせるるるる予予予予算算算算をををを

人口減少、少子・高齢化の進行の中で、

高齢者数及び高齢化率の増加や単身高齢者

の増加を見ると、在宅ということに限界が

あると思うが。

高齢者が、医療や介護が必要な状態と

なっても、本人の希望や状態、状況に応じ

て、在宅系サービスのみならず、施設居住

系サービスも選択できるバランスのとれた

提供体制を構築することとしており、現在

政令市でも充実した整備状況にありますが、

今後も必要な整備を計画しています。

質問

答弁

中中中中学学学学校校校校区区区区単単単単位位位位でででで相相相相談談談談窓窓窓窓口口口口配配配配置置置置をををを

福祉事務所、保健センター、地域こ

ども相談センター、地域包括支援センター、

地域ケア総合推進センター、寄り添いサポー

トセンター、産前産後相談ステーションな

ど、どこへ相談すればいいのかわかりませ

ん。相談窓口を整理統合し、住みなれた地

域で暮らす上でも、最低でも中学校区単位

で相談窓口を配置すべきでは。

既存の窓口やそれぞれの専門性を生

かしながら、分野をまたがる複合的な課題

に対応していくことが重要であり、相談窓

口の一本化などの整理統合は考えておりま

せん。

質問

答弁

福福福福祉祉祉祉政政政政策策策策、、、、人人人人にににによよよよりりりり添添添添っっっってててていいいいまままますすすすかかかか？？？？

（総合事業について）従来型からの

移行件数、新規契約件数を知りたかったが

そういう数字はないと言われる。福祉政策

は、一人一人に寄り添ってこそ意味がある

のに、寄り添ったデータがない。

今年度開始した総合事業については、

分析についてまだ十分ではございません。

質問

答弁

地域共生社会を作る！



保育園のなかには、土曜日午後1時まで

の保育や、午後5時まで保育というところ

があると伺いました。土曜日が仕事の場合、

おじいちゃんおばあちゃんのところで見て

もらう。土曜日仕事が休みでも、用事があ

るときなどは、仕事へ行く格好で、仕事へ

行く時間に、保育園に子どもを預けに行く

という、笑い話のような話も耳にします。

とにかく土曜日に保育園へ預けることに

たいして、見えないプレッシャーが、保護

者の肩にのしかかっているのではないかと、

思われます。

「保護者の理解」による開所時間短縮の

ケースを初めて認めました。とても問題で

す。保育園探しの段階で、「土曜日は短縮」

と言われ入園すると「保護者のご理解を得

て」となるの？「保育のニーズ」があれば、

土曜日もちゃんと開園すべきです。保育園

問題は、待機児童数にばかり目を奪われず、

保育の中身もしっかり見ていきましょう。

町内清掃のときに、側溝や水路に薬をま

いて、魚やザリガニが死んでいた、薬はま

かないほうがいいと思うという市民の方の

お話を聞いて、調査しました。この薬はス

ミチオンであり、町内会の要望に応じて区

役所で配布していることがわかりました。

今回の魚が死んでいたことと、スミチオ

ンが直接関係があるかどうかは、わかって

いません。

また、ある方からは、スミチオンのよう

な有機リン系殺虫剤によって、体調が悪く

なるというお話もお聞きしました。

スミチオンという商品名で販売されてい

るフェニトロチオンは、有機リン・有機硫

黄系殺虫剤の一種で、農耕地や街路樹など

のアブラムシ・ガをなどの害虫に用いられ

る他、家庭用殺虫剤としてハエ・蚊の駆除

などに使用されます。摂取した場合には、

倦怠感、頭痛、吐き気、多量発汗、視力減

衰など有機リン剤に共通な中毒症状がみら

れ、最悪死亡に至ることがあるため、取り

扱いには十分注意する必要があります。

岡山市では、平成29年度、スミチオン

（ 1.8㍑ 400倍希釈して使用）を北区で324

本、東区で13本、南区で14本、中区127本、

町内会に配布しています。
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①10/15第34回竜之口スポーツ少年団ソフトボール部交歓大会始球式 ②10/18ボランティアで和太鼓 ③11/6DV防止啓発パネル展＆DV被害者支援バザー

ここここののののみみみみのののの
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2017年10月～12月
② ③①

このままスミチオンの配布を
続けますか？

スミチオンの取り扱いは注意が必要

配布後の管理はこれでいいの？

土曜保育の有無を、木曜に確認して

いるが、月～金と何か違いがあるのか。

違うものではない。児童の保育利用

率が約3割、職員の半数が休日となり、配

置基準を満たすなどのために、土曜保育利

用を把握している。

（保護者の）ニーズがなければ、開

所時間は短縮できるのでしょうか。

土曜日の開園時間は、不適切な事例

が判明すれば指導している。土曜日の時間

短縮は、保護者のニーズを正しく把握した

上での短縮は可能です。

開所時間を短縮しているケースはあっ

たのですか。

保護者のご理解をいただいて閉めた

ことはあると聞いています。

利用ガイドの内容に間違いはないか。

事業者に確認依頼を行った上で作成

しています。
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配布している目的、法令根拠は？

蚊に刺されて発症する感染症の予防
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■平成11年4月に薬剤配布の根拠となる伝染

病予防法が廃止され、感染予防指針（感染

症の予防の総合的な推進を図るための基本

的な指針）に基づいて配布しているとのこ

とです。

配布後の管理については、「鍵のかかる

場所で厳重に保管・管理を行うこと、各家

庭への小分け配布等をしない等」と記載さ

れた注意書きを配布時に渡し、その後の管

理は町内会に一任となっています。

■確認をせずに、目的を達成していると、

どうして言えるのか、不思議です。

平成23年には埼玉県越谷市において自治

会が殺虫剤をお茶のペットボトルに小分け

し、これを誤飲した女性二人が意識不明と

なる重大な健康被害が発生しました。

千葉県木更津市では、平成27年6月スミチ

オン配布を終了しています。理由は誤飲等

による健康被害を引き起こす恐れや「殺虫

剤等を配布する行為」には使用管理の適正

化や不適切な配布の厳禁を求める通知など

を総合的に判断したそうです。「やむを得

ず使用するときは」害虫駆除業者に依頼す

るか、医薬品販売許可を受けたものから説

明を受けて購入し、適切な使用管理を行う

ようホームページで広報されています。

木更津市と比べて岡山市のスミチオンに

対する危険性の認識が、甘いと感じます。

スミチオンなどの、環境ホルモン農薬の

大量使用が、男性生殖機能の低下を招いて

いるとの指摘もあります。早急に配布をや

めるべきです。
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④11/7活力と魅力あふれる調査特別委員会さいたま市視察 ⑤11/12JP労組退職者女性の集い⑥11/23下市このみ後援会第10回親睦旅行

⑤④

今、若者たちに大流行なのが「レアハンバー

グ」です。中まで完全に火を通さずレアで食べ

るメニューですが、これは極めて危険です。肉

にはＯ１５７などの大腸菌やカンピロバクター

などの細菌が付いています。

ハンバーグは肉を細かく切断して、混ぜるた

め、表面の菌がハンバーグの中に紛れ込む可能

性が高い。加熱すれば菌を死滅させることがで

きますが、生ハンバーグは菌が死滅せず、残り

やすいので食中毒のリスクが高まります。

日本で最初にＯ１５７による死者が出たのは、

スーパーで、冷蔵ハンバーグを購入して食べた

幼児でした。堺市の、Ｏ１５７による学校給食

で悲惨な集団食中毒事件が起こる一年前のこと

です。

また、人気のある「熟成肉」も非常に食中毒

のリスクが高い食品です。

熟成肉は肉全体を腐敗寸前まで保存するため、

病原性の菌やカビなどが肉に付きやすく、長期

保存で、より菌が増殖します。菌は、７５度で1

分以上加熱すれば死滅しますが、レストランで

熟成肉がレアな状態で出された場合は注意が必

要です。

他にも鹿や猪、鴨肉などの野生鳥獣肉（ジビ

エ）は、食用に育てたものではないので、解体

時に病原菌が付着する可能性が高く、要警戒の

肉です。他にも口に入れる生の食べ物には充分

注意しましょう。

おかやま土と健康の会 影山久方

この時期でも生ものには注意を！！
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誤飲による意識不明事故が発生や不快害虫と呼ばれるユスリカの駆除を目

的として配布している。その根拠は、国が

定めた感染症予防指針であり、市独自の配

布要綱などは定めていない。

その目的は達成されているかどうか、

検証していますか？

町内会が薬剤を散布することで、達

成していると考えている。

質質質質問問問問

答答答答弁弁弁弁
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▼議員報酬の使いみち
(17.10月～12月）

収入
議員報酬 2,130,000
期末手当 1,895,700
計 4,025,700

支出
所得税 569,381
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 587,054
生活･活動費 842,885
積み立て 1,500,000

計 4,025,700
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TTTTEEEELLLL 000088886666----222277770000----5555333333333333

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！！！！））））

これまでの「正社員」という働き方に加え、派

遣や契約社員など働き方が多種多様になってきて

います。働き方によって、決まり事にも違いが出

てくるため、労働法等をきちんと理解しておくこ

とが大切です。

派派派派遣遣遣遣社社社社員員員員

派遣会社の社員として採用され、契約先の企業

に派遣されて働く人のことです。派遣は、労働者

に賃金を支払う会社と指揮命令をする会社が異な

るという複雑な労働形態をとっていることから、

労働者派遣法において派遣社員の細かいルールを

定めています。社会保険（健康保険、厚生年金）

は要件※を満たしていれば適用されます。

契契契契約約約約社社社社員員員員

企業などと期間の定めのある労働契約（有期労

働契約）を結んで働く人です。期間の定めのある

労働契約は、労働者と会社の合意により契約期間

を定めたものであり、契約期間の満了によって労

働契約は自動的に終了することとなります。1回当

たりの契約期間は、一定の場合を除いて最長３年

です。更新により契約期間が延長することなども

あります。社会保険（健康保険、厚生年金）は要

件※を満たしていれば適用されます。

パパパパーーーートトトトタタタタイイイイムムムム労労労労働働働働者者者者

パートタイム労働法で定義されている「短時間

労働者」のことで、1週間の所定労働時間が同一の

事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働

者のことを指しています。社会保険（健康保険、

厚生年金）は要件※を満たしていれば適用されま

す。

業業業業務務務務委委委委託託託託（（（（請請請請負負負負））））契契契契約約約約をををを結結結結んんんんでででで働働働働いいいいてててていいいいるるるる人人人人

注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支

払われるというものなので、注文主の指揮命令を

受けない「事業主」として扱われ、基本的には

「労働者」としての保護を受けることはできませ

ん。そのため、自分で社会保険（健康保険、国民

年金)へ加入しなければいけません。

11110000月月月月
1日 第20回DVシェルターシンポジウム2017in東京
5日 一般会計決算審査特別委員会（10/6,10,13,16～18）
8日 竜之口学区民体育大会/ 第113回幡多学区敬老会
9日 幡多学区体育大会
11日 幡多幼稚園運動会/稲刈り
12日 岡山市敬老会/津村啓介個人演説会
14日 フジワラテクノアート支部定期大会/たんぽぽネットワーク

定例会
15日 第34回竜之口スポーツ少年団ソフトボール部交歓大会
19日 活力と魅力あふれる区づくり調査特別委員会
21日 ＥＳＤフォーラム/ＥＳＤ岡山アワード2017
26日 幡多子育て広場/幡多クラブ運営委員会
28日 ＪＰ労組岡山支部退職者の会第３回総会/ふれあい祭り
29日 自治労全国一般岡山地方労組第61回定期大会
30日 幡多幼稚園こども園勉強会/地区図書館研究会
11111111月月月月
2日 日本郵政グループ労働組合結成10周年レセプション
3日 第9回J P労組地方組織内議員会議
5日 第37回ひまわりマーケット
6日 ＤＶ防止パネル展＆バザー/会派会議/連合岡山地区協役員と

組織内議員との政策協議
7～９日 活力と魅力あふれる区づくり調査特別委員会視察（さい

たま市、横浜市、大阪市）
9日 岡山県・岡山市民生委員制度創設100周年記念大会
12日 おかやまマラソン/ＪＰ労組退職者の会女性の会
13日 ＪＰ労組退職者の会グランドゴルフ大会/会派会議
14日 市労連総決起集会/市民ネット市政報告会
17日 連合岡山第20回定期大会
18日 学校図書館・公共図書館の充実を図る会
19日 第29回沢田柿まつり/百間川一の荒手改築工事起工式/グルー

プホーム「泰山荘」開所式
20日 連合岡山地域協議会2017年度「政策制度要求と提言」岡山市

申し入れ
21日 第44回岡山市文化奨励賞表彰式/熟年者ユニオン総会/ＤＶ 防

止サポートシステムをつなぐ会運営委員会
22日 会派代表者会議/白百合支部第７回定期大会
23日 第10回下市このみ講演会親睦旅行「舞鶴の旅」
24日 議員ネット/会派会議
25日 市民劇場「田母神家の一族」鑑賞/おかやま分権自治フォーラ

ム総会
26日 第49回婦人バレーボール大会
28日 市民文教委員会
30日 11月定例岡山市議会（～12/21 12/14下市このみ個人質問

12/18市民文教委員会）
11112222月月月月
1日 会派会議／質問検討会
2日 幡多クラブもちつき大会/郵政中国退職者連盟忘年会/たんぽ

ぽネットワーク定例会/日本善行会秋季善行伝達式/竜之口学
区年忘れ懇親会

9日 岡山貯金ＯＢ会忘年会/連合岡山・東部地域協議会第9回定期
総会

10日 幡多学区ロードレース大会/アーバンカップママさんバレー
ボール大会

11日 岡山県平和・人権・環境労組会議2017年末懇親会
12日 幡多学区連合町内会忘年会
13日 全国一般地方労組博愛会支部第28回定期大会
16日 第33回岡山市文学賞市民の童話賞表彰式
17日 岡山市視覚障害者協会忘年会/岡山市体育協会表彰式/新しい

芸術施設シンポジウム/オペラ「銀のロバ」
20日 野菜市/作って食べて語ろう会/会派会議
21日 連合岡山・東部地域協議会「第1回委員会」
24日 幡多スポーツ少年団の餅つき大会／幡多体協忘年会
25日 あっぱれ岡山市議会撮影（東部地区図書館用地）/たんぽぽ

ネットワークと岡山県の懇談会
28日 配偶者暴力相談支援センター/歳末警備警戒巡視

ポイント⑦ 多様な働き方

働くための基礎知識

※一日又は一週間の労働時間及び1か月の所定労働日数
が通常の労働者の4分の3以上の労働者（ただし2か月
内の期間を定めて働く臨時の労働者などは加入の対
象になりません。）が加入の対象になります。


