
２００９年４月に政令市になって９年。

皆さん！変化を感じますか？

変化をあまり感じないのは、新たにでき

た区役所の影が薄いからです。各区役所が

予算と権限が増えて元気になれば、各区が

元気になり、岡山市も元気になります。

２年政令市先輩の新潟市では、区役所は

市民に身近な事業の計画、行政サービスを

担い、本庁は市全体戦略や区役所のバック

アップ機能を担うとしています。岡山市は、

どう考えているのかを尋ねました。

両備グループは、２月８日、岡山県内で

運行している路線バス７８路線のうち赤字

３１路線の廃止届を国土交通省中国運輸局

に出しました。

市議会、県議会で取り上げられ、岡山市

は法定協議会を早急に立ち上げ議論すると

しています。それらを受け、３月１５日、

両備グループは廃止届を取り下げました。

バス路線は存続されますが、将来への運行

不安は消えることはありません。

高齢者にとっては免許返納を迫られ、公

共交通がなくなると生活は成り立ちません。

東京都が１９７３年に全国ではじめて導

入した高齢者「無料乗車証」制度がその後

全国の政令市にも広がりました。

政令市の中では、１２都市（札幌市、仙

台市、横浜市、川崎市、浜松市、名古屋市、

京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、

福岡市）が導入しています。千葉市、静岡

市、北九州市は過去に導入実績があり、現

在は廃止となっています。導入実績がない

のは、相模原市、さいたま市、新潟市と岡

山市です。

高齢社会の中で、バスなどの運賃補助で

外出を促すことは、閉じこもりや介護の予

防に繋がります。今後、岡山市でも買い物

弱者問題が、深刻になると考えられます。

周辺部の生活交通やデマンドタクシーな

どの充実と合わせ、運賃補助制度導入によ

る利用者増で、公共交通の維持をめざすこ

の政策は、一石二鳥の効果があります。
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質問
▼自立的で責任ある区役所となるために、区
の独自予算を増やし、もっと権限を与え、区
長は、庁内で公募してはどうか。
▼福祉の窓口が、一番身近なところに必要で
す。区役所にはなぜ一部しかないのか。
▼市税や国民健康保険、環境、産業、生活安
全など本庁と区役所に窓口が分かれいる。区
役所の窓口業務の拡大を。
▼「区政だより」で区民への情報発信を強め
ては。
▼合併地域の支所を存続する方向で進めて。

答弁
▲区役所の権限、他の局長と同じ。区から直
接予算要求でき、区の活性化に取り組むこと
が可能。区長の選任は、通常の人事異動の中
で適材適所で行う。
▲福祉業務につきましては、６つの福祉事務
所を主の窓口としており、 区役所の窓口業務
は、今後、検討したい。
▲広報紙｢市民のひろばおかやま」に区民のペー
ジを設けている。来年度このボリュームをふ
やしていきたい。
▲合併地区の支所につきましては、新市計画
期間終了を目安に地域センター化する予定。
今後、福祉業務も含めて、サービスのあり方
について検討する。

運賃補助１２政令市が導入

＊おしゃべりネット
5/8（火）13：00～14：30 東公民館
テーマ「住み慣れた地域で暮らし続けるために。」

～教えて。岡山市は何をするの？～
＊第38回ひまわりマーケット

6/3（日）10：00～13：00 高屋公園
フリーマーケット開催 出店者募集

公共交
通

役 所 を

元 気 に

賃補助を運区

お知らせ



ここ数年の「下市このみニュース」をめ

くると保育園関係の記事がたくさんありま

す。そして未だに解決が図られず、進行中

です。保育園待機児童問題は、市政の最重

要課題です。

昨年は、認可保育園へ４月入園（継続児

をのぞく）申込４８３０人中、３３３５人

が入園でき、１４９５人が入園できません

でした。【落選率３０.９％】

今年は、１次選考の時点で、申込（継続

児をのぞく）４８２７人中、入園内定３０

４５人で、１８０２人の入園が決まってい

ません。（この数字は１次選考段階であり、

２次３次選考で入園内定は増加が見込まれ

ます。）【落選率３６.９％】

新たに保育園を申し込んでも４割弱の入

園希望がかなわない現実に、岡山市は直面

しています。昨年と比べて、あまり改善が

進んでいません。

同じ政令市の新潟市は、申込４１１０人

で、入園内定は３８２８人です。２８２人

が入園できない。実に９割以上の方が入園

できています。【落選率６.９％】

岡山市は、保育園施策に、一層の予算と

人材を投入すべきです。

子ども一人あたり公立保育園と私立保育

園への公費の投入金額を質問しました。

答弁は「園ごとに条件が異なるため、正

確に比較することは困難ですが、公立・私

立保育園、それぞれにかかる運営費の平成

28年度の歳出決算額を同年度の延利用児童

数で単純に割ると、1ヶ月に児童1人当たり、

公立9万6千円余、私立8万9千円余の公費支

出となっています。公立・私立それぞれの

運営費に大きな違いはないと考えておりま

す。」でした。

1ヶ月当たり子ども1人で7千円も違いま

す。単純に12倍したら、子ども一人あたり

年間で8万4千円も違います。しかも保育料

は公立と私立で同額です。これで大きな違

いはないといえるでしょうか。

岡山市のごみ収集は、ステーション回収

で行なっています。ごみステーションまで、

ごみを持っていけない高齢者や障害者の方々

には、玄関前にごみを出していただければ

職員が回収するというふれあい収集を実施

してきました。現在は、その対象者が介護

保険の要介護3以上の方、視覚障害か肢体

不自由2級以上で障害者手帳をお持ちの方

になっています。この範囲を徐々に広げて

いくことを表明しています。

また、粗大ごみのふれあい収集は、家族

全員が高齢・障害等の理由により、家庭か

ら粗大ごみを搬出することが困難な世帯に

代わって、粗大ごみを家庭から搬出し、収

集する制度になっています。

粗大ごみは個別収集で有料になっていま

すので、粗大ごみ受け付けセンターに電話

で申し込みます。このセンターでの応対が

不十分で、４メートル以上の道路まで運び

ださないと収集できないと言われた、とい

う相談がありました。

答弁は、「場所やごみの内容により事情

が異なります。個々の相談内容をよく聞き

取るよう粗大ごみ受付センターを指導して

まいります」でした。こうしたケースバイ

ケースの対応でいいのか疑問です。
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② ③①

公立9万6千円余、私立8万9千円余

この数字、何だと思いますか？

ごみ出し、困っていませんか？

粗大ごみ受付センターの応対、疑問！

４月入園申込（継続児をのぞく）

４割弱が入園できない！



妊産婦や乳幼児に提供する公的サポート

の多くは、行政の担当部署や施設が異なっ

ています。妊娠から出産、子育て支援、虐

待防止、保育など幅広い分野で継続的な支

援が必要です。

岡山市は、昨年4月、おかやま産前産後相

談ステーションを保健福祉会館に設置しま

した。妊娠から出産後１年未満の産婦と乳

児、その家族を対象とした相談窓口であり、

母子保健型です。

今秋には、各ふれあいセンターに産前産

後相談ステーションを開設する予定です。

相談に来られた方一人ひとりの個別プラ

ンを作成していきます。今後はすべての妊

産婦さんの個別プランを作成するため、親

子手帳の配布場所をこのステーションに限

定しようと考えています。

岡山市のこのプランは、あくまでも母子

保健型で出産後１年未満が対象となってい

るのですが、子どもの年齢を問わない基本

型とは程遠いものです。子育ては１年で終

わることはなく、

支援も継続が重要

です。

今後、改善すべ

き多くの課題を、

残している事業と

言えます。
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⑤④

アスパルテームは、アミノ酸由来の人工甘味

料で、砂糖の二百倍の甘さが有り、「アセスル

ファムＫやスクラロース」と並び(人口甘味料御

三家)と、呼ばれています。

米国で開発され、日米とも１９８３年に食品

添加物に指定されましたが、当初から毒性が問

題になっている甘味料です。アスパルテームを

摂取すると、体内で神経毒と言われる有害物質

のメタノールが形成され、様々な健康被害を引

き起こす恐れがあります。白血球の減少が見ら

れるからです。そしてフェニルアラニン尿症患

者が大量摂取した場合、健康に及ぼす影響は重

大です。特に新生児の場合は深刻と言われてい

ます。

アセスルファムＫも、砂糖の二百倍の甘さが

あり、甲状腺異常、肝機能障害、アレルギー症

状が出る人もいます。

スクラロースは英国で、農薬の研究中に偶然、

発見された人口甘味料。砂糖の六百倍の甘さで、

１９９９年に食品添加物に指定されました。分

子構造に塩素を含み、有害毒物ダイオキシンに

近い性質があります。ワシントン大学のヤニナ・

ベビーノ博士は、甘味料とブドウ糖を一緒に摂

取すると、インスリンが多く分泌され、糖尿病

のリスクが高まると警告しています。

おかやま土と健康の会 影山久方

ロカボとは、糖質制限した低糖質食品や食

事内容の事を言います

身近な有害物質
ロ
カ
ボ
食
品

の
落
と
し
穴

⑦⑥

出産から育児まで、ワンストッ
プで支援
窓口が増えます

連絡先窓口

おかやま産前産後
相談ステーション

TEL086-803-1201

出前講座
女性活躍について市民にどのように啓発するかに

ついて。新規事業として、これからライフプランを
考える若い世代が、固定的な性別役割分担意識にと
らわれることのない生き方を選択できるように、大
学とも連携し出前講座を実施する予定、と答弁。

就学援助
＊新入学児童生徒学用品費は、これまで新入学をし
た年の9月に支給されていましたが、来年2019年度新
入学児童生徒から、2018年度内に支給することにな
りました。
＊岡山市の就学援助のうち、学校給食費の支給割合
は、政令市でも最低、県内でも最低の約50%になって
います。これからも、引き上げを求めていきます。

市政メモ
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2018年1月～3月

▼議員報酬の使いみち
(18.1月～3月）

収入
議員報酬 2,130,000
計 2,130,000

支出
所得税 195,200
住民税 162,000
国民年金 43,980
国保 296,400
親睦会費等 28,000
事務所維持費 738,624
生活･活動費 665,796

計 2,130,000

編
集
後
記

今
年
は
、
桜
が
パ
ッ
と
咲
い
て
パ
ッ

と
散
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
慌
た
だ
し

く
お
花
見
も
終
わ
り
、
少
し
寂
し
く
も

あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
は
、
桜
を
楽
し
め

ま
し
た
か
？

（ま
）

TEL 086-270-5333

TEL&FAX 086-270-5350

FAX 086-273-5528

月曜日～金曜日 9:30～16:00（留守電・FAX24時間OK！）

４月から社会人になった方は、新しい環境への

期待や不安が交錯していることでしょう。この時

期に、知っておきたい知識を紹介します。

募集要項には、業務内容、労働時

間、給与や社会保障に関する内容が

記載されています。内容を確認して

みましょう。

例えば、「初任給２０万円（残業手当４万円を

含む）」は、金額だけを示しているだけで、残業

何時間含まれているかわかりません。「初任給２

０万円（３０時間分の深夜割増しを含む）」は、

時間数だけを示しているだけで、基本給と深夜割

増しの額がわかりません。「初任給２０万円（３

０時間分を超えた時間外労働には別途手当あり）」

では、基本給がいくらかわかりません。「初任給

２５万円」は、基本給がいくらかわかりません。

会社説明会では良い面だけを強調する企業も多

いため、入社３年後の離職率や平均勤続年数など

客観的な情報をみることが大切です。

育児休暇の取得率では、この数字の分母に出産

前に会社を辞めた人は含まれません。女性が働き

やすい会社かどうかを判断するには、女性の平均

勤続年数を確認しましょう。

厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」

は、男女の平均勤続年数や管理職に占める女性労

働者の割合などの情報が、企業ごとに閲覧できま

す。（http://positive-ryour

itsu.mhlw.go.jp/positived

b/）

選考が進むうちに、正社員の募集だったはずな

のに、途中で契約社員でもいいかという企業もあ

るようです。募集要項は保存しておきましょう。

1月
2日 澤田自警団初出
5日 岡山市中央卸売市場初市
7日 岡山市新成人の集い
10日 竜之口小学校訪問／自治労全国一般岡山地方労組新春旗開き
11日 岡山市連合婦人会新年互礼会
12日 1月臨時岡山市議会／連合岡山2018新年交歓会
13日 幡多学区新年互礼会
14日 岡山市消防出初式／視覚障害者協会新春文化祭／竜之口学区

新春の集い／地区労旗開き
15日 高梁図書館見学（地区図書館研究会）／北区長訪問
16日 通級指導教室親の会「はばたき」と教育委員会との懇談会
17日 市民ネットで江西幼稚園を訪問
18日 立憲主義と地方自治を守る議員の会
20日 ＪＰ労組中国２０１８年新春互礼会
21日 ＪＰ労組岡山支部２０１８年新春旗開き／高島学区新年互礼

会／岡山フィルハーモニック管弦楽団ニューイヤーコンサート
22日 地区図書館研究会／当初予算意見交換会
23日 小規模校ＩＣＴ授業見学小串小学校訪問
24日 幡多クラブ運営委員会
26日 映画上映会「毎日母さん」（下市このみ事務所）／オレンジカ

フェ（東公民館）
27日 図書館の充実をめざす会
28日 第8ブロック婦人ソフトバレーボール大会／ＪＰ労組東備支部
新 年旗開き／新社会党旗開き
30日 熟年者ユニオン／市民ネット「市政報告会」(岡山市立北公民館）
31日 市民ネットで区役所訪問（中区・東区・南区)

2月
1日 連合岡山2018春季生活闘争開始宣言集会・学習会
3日 たんぽぽネットワーク定例会
4日 関北成年会餅つき大会／市民劇場「毒薬と老嬢」
6日 津山市長選挙応援
7日 市民ネットで岡山シティミュージアム見学、倉敷市歴史資料整

備室訪問
8・9日 2018地方財政セミナー
12日 第1回岡山市立公民館大会
13日 会派代表者会議
18日 中国残留孤児国家賠償岡山訴訟終結10周年のつどい／おかやま

協働のまちづくり賞表彰式
19日 市民文教委員会
21日 2月定例岡山市議会（～3/16 3/1市民ネット代表質問・下市こ

のみ 3/9・12市民文教委員会）／DV防止サポートシステムを
つなぐ会

23日 あっ晴れ岡山市議会撮影（岡山空襲展示室）／祝6.15南北共同
宣言17周年記念講演

25日 第33回坪田譲治文学賞贈呈式

3月
3日 2018春季生活闘争岡山県中央総決起集会／東公民館文化祭（３

日和太鼓・４日仕舞）
5日 幡多幼稚園PTA要望書を岡山っ子育成局長に提出
10日 民進党岡山県連第3回定期大会／3.8国際女性デー岡山県集会／

連合岡山3.8女性デー街頭宣伝
11日 第8ブロックのグランドゴルフ大会
13日 竜操中学校卒業証書授与式
14日 幡多幼稚園卒業証書授与式
15日 幡多小学校卒業証書授与式
20日 社日（藤原婦人会）
22日 故矢山有作さんを偲ぶ会
24日 幡多クラブ卒所式・入所式
25日 第3回岡山市婦人バレーボール春大会
29日 市民ネット「高松市平和記念館」視察／ウェルネストホーム見

学
30日 げんげの会お花見会(沢田里山センター）
31日 コミュニティカフェ全国交流会

ポイント⑧ 働く前に知っておきたいこと

働くための基礎知識

平均勤続年数、要チェック

募集要項、内容を確認しよう

正社員、要チェック！

なんでも労働相談

ダイヤル

0120-154-052
連合


