
提案した議案は「乙第3号議案岡山市立放

課後児童クラブ条例の一部を改正する条例

の制定について」です。

9月議会で、児童クラブの運営を地域運営

委員会の運営から岡山市に移行し、岡山ふ

れあい公社が運営主体として統一したルー

ルを持って管理運営するという条例が成立

しました。統一ルールとして、設置は小学

校の通学区域ごとに1つを上限とし、利用料

は、一律月額7,500円とし、延長料金2,500

円、おやつ代2,000円が別負担となり、午後

7時までの利用では、12,000円の保護者負担

になります。来年度直営化する22クラブの

うち16クラブが保護者負担総額が増加する

と、当局は答弁しています。

利用料については、保育園と同じように

所得に応じた利用料とするべきです。

新潟市は、所得に応じた月額利用料を徴

収していることも勉強しました。そこで、

11月議会で所得に応じた月額利用料とする

条例改正案を提案しました。今回の条例改

正案は、月額利用料のみを所得に応じた金

額に改定するものです。

この月額利用料は、保育園の認可保育施

設の階層別人数を参考にして、今年5月1日

現在の児童クラブ在籍児童数を7,211人とし

て、提案者が試算したものです。

岡山市が一律で提案した7,500円の月額利

用料の総額も参考として、推計しています。

当局は「児童クラブはこれまでも応益負

担でやってきた。事務処理の簡素化を図る

ためにも応能負担は考えていない。」と答

弁しています。今回の直営化を契機に児童

クラブを福祉施策として、充実させるため

には前例にこだわることなく、保育園の利

用料と同じように、児童クラブの利用料も、

所得に応じた利用料とするべきです。

議会運営委員会では、委員会付託を省略

され、本会議での採決となり、賛成10、反

対35で否決されました。各議員の賛否につ

いては岡山市議会ホームページの岡山市議

会→提出議案・議決結果→議案に対する賛

否でご覧になれます。

岡山市は、直営化に当たり月額利用料、

延長利用料、長期休業利用料について減免

制度を設けています。対象世帯は生活保護

受給世帯、ひとり親世帯（児童扶養手当受

給世帯）、兄弟姉妹世帯です。

しかしひとり親世帯というだけでは減免

対象にならず、児童扶養手当受給世帯のみ

が減免対象です。児童扶養手当は、子ども

が一人だと一部支給でも課税対象額230万円

を超えると支給されません。

減免制度は所得制限を行い、月額利用料

は所得額を考慮しないことは、おかしいと

思います。

子どもの貧困対策の推進を子ども・子育

て支援プラン2020に位置づける方針です。

児童クラブ利用料の所得に応じた見直しは

必ず実現しなければならないと思います。
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児童クラブ直営化で利用料 ７５００円に対し

条例を提案！所得に応じた利用料へ
直営化で保護者負担総額増加

一律

新潟市、所得に応じて徴収

賛成１０、反対３５で否決

減免制度には所得制限？



11月議会では、私を含めて3人の議員か

ら小学校区ごとの市有施設の偏りを指摘す

る質問がありました。

公民館は中学校区に一つ、コミュニティ

ハウスは小学校区に一つ設置とされていま

す。したがって公民館のない小学校区にあ

るのは、小学校と幼稚園とコミュニティハ

ウスです。そのコミュニティハウスは、21

の小学校区には設置されていません。コミュ

ニティハウスを設置するためには、住民側

が土地を用意する必要があります。これが

ネックとなり、コミュニティハウスの設置

が進んでいません。

「遊休市有地の活用や他の施設との複合

化などの手法を取り入れ、コミュニティハ

ウスを整備していく」と局長は答弁してい

ます。具体的に例えば、幡多学区では東部

地区図書館との複合化など市民協働局から

提案するべきだと思います。

市長は「公民館が偏在しているのは確か

であり、関係者と相談、議論していきたい。

現実的な姿として、全体の公平感が重要で

ある。」「施設の偏在化をどう是正するの

かは重要であるが、財政のこともある。今

は庁舎の基金も積んでいるし、喫緊の課題

もあるし、2020後の景気のこともある。一

つひとつの事案を見ながら、何をどこにど

うしていくのか考えていきたい」と答弁し

ています。

偏在是正の物差しは、小学校区、地域面

積、地域人口、公共交通の有無などと合わ

せて、使う人の利便性が一番大事です。地

域の高齢化と合わせて、歩いていけるとこ

ろに市有施設を作り、そこがくつろげる場

所、相談できる場所として機能することが

求められています。

ところが、中区高屋に図書館用地を確保

したままです。図書館こそこれからの時代

に必要な市有施設です。

公立幼稚園・保育園は、36の公立認定こ

ども園に再編され、その他は民営化か廃止

を検討するとされ、最終的には、小学校区

の市有施設は小学校だけになることも考え

られます。

昨年10月からは3歳、4歳、5歳児の無償

化が始まり、陵南、横井、幡多、富山、福

田、芳泉の6幼稚園で3歳児保育を今年4月

から実施します。このままでは3歳児保育

を実施しない公立幼稚園の園児数が減ると

いう声を聞きます。

公立認定こども園になれない幼稚園の保

護者の皆さんは、地元の幼稚園がなくなる

んじゃないか、子育て広場などの活動がで

きなくなるんじゃないかという心配があり

ます。小学校区には小学校と幼稚園はなく

てはならない施設であり、子どもたちのた

めに確保する必要があると思います。

民間活用として指定管理者制度を導入し

た市有施設は、避難場所として契約してい

ないため、使用に向けての協議中です。

中区沢田里山センターは避難場所として

使えるようになりました。協議を急ぎ、避

難場所として使用可能な市有施設を増やさ

なければなりません。

2020.1 N o .82（ 2）

■発行 下市このみ事務所 岡山市中区高屋187-4 エトワール高屋201号 TEL086-270-5333 FAX086-273-5528

下市このみニュース

①10/10稲刈り（御津草生） ②10/24第70回岡山市敬老会 ③10/29市民ネット市政報告会（岡西公民館）

このみの

フォト日記
秋編

2019年10月～12月 ② ③①

市有施設の配置は偏っている-公平か？

公民館、コミュニティハウス

中区には図書館がない

公立幼稚園・保育園の不安

避難場所としての市有施設



岡山市がん対策推進条例は、私が保健福祉

委員会委員長の時に、委員会で提案し、成立

しました。2011年4月1日より施行されました

が、議員生活の中でも感慨深いものです。

この条例では「科学的知見に基づく適切なが

ん治療をすべての市民が受けられるようにす

る」「がん患者になっても支え合い安心して

暮らせる地域社会の実現」を目的とし、「が

んに対する正しい理解を普及啓発、情報提供」

「市民は必要に応じがん検診を受ける」と書

かれています。

岡山市では職場などで検診・検査を受ける

機会のない、該当する年齢の方を対象とする

がん検診等を実施しています。その検診から

前立腺がん検診（PSA検査）が2018年に外れ

ました。市民へのお知らせは「岡山市保健所

からのお知らせ」で「国の示すがん検診の指

針で推奨されていない前立腺がん検診は、市

のがん検診から外れました。」でした。

前立腺がん検診で以前引っかかった方が、

定期的に受けたPSA検査で、前立腺がんが見

つかり、手術をするということをお聞きしま

した。骨への転移はなかったのですが、やは

り定期的ながん検診の必要性を感じました。

質問「岡山市は、前立腺がん検診を再度実施

すべきではありませんか」

保健福祉局長「任意に個人で受診する検診を

否定しているものではありません」

答弁は、昨年11/23の日経新聞の「死亡率

を下げる利点が大きいと証明された検診に限っ

て推奨。個人が自己負担で受ける場合と異な

り、集団検診では税金が投入されており、限

られた自治体財政の無駄遣いとなる」「これ

が国際標準」に沿ったものです。

「米国予防医学作業部会は、55歳から69歳の

方の前立腺がん健診を推奨しているが？」

「任意で個人で受診する検診を否定はしない。

その意味でアメリカでも年齢を区切って実施

している」どうも意味不明です。前立腺がん

検診は医学的に無益ではないが、税金投入は

無駄遣いということか。

「科学的知見に基づく適切ながん治療をすべ

ての市民が受けられるようにする」という

「岡山市がん対策推進条例」の目的に立ち返

る必要があると思います。
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④11/24第12回下市このみ後援会親睦旅行（出雲神楽見学） ⑤11/28地区図書館研究会「福山中央図書館」見学 ⑥12/1第41回ひまわりマーケットでお餅つき ⑦12/11自治労全国一般岡山地方労組博愛会支部

お湯に溶かすだけで、かつおの旨味を味わ
えると言う｢かつお風味だし｣。今では味噌汁、
煮物などの和食料理には定番の調味料になっ
ている。スーパーやコンビニでも各メーカー
の商品が棚に並んでいるが本当にかつおが入っ
ているのだろうか、と疑問に思っている人は
多いはずだ。

JAS規格では、風味原料のかつお節が 内容
量の2.7%以上含まれていないと｢かつお風味だ
し｣の名称は使えないことになっている。わず

かなかつお節にもかかわらず、市販の｢かつお
風味だし｣から、強いかつおの香りがするのは、
“かつお節エキス”が使われているからだ。
このエキス類も風味原料に化学調味料が添加
されている。これが｢かつお風味だし｣の正体
である。

しかもこのエキスを作るには、安くて品質
の悪い輸入かつおを使うため、味や風味が悪
く、化学調味料を多く使うことになってしま
うのでとても危険です。

家ではかつお節や昆布等から出汁を取るよ
うにしましょう。

おかやま土と健康の会 影山久方

かつお節エキスは、ほぼ化学調味料だ。

身近な有害物質 ｢
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⑥④ ⑤ ⑦

これでいいの？
前立腺がん検診、市のがん検診から外れる

前立腺がん検診（PSA検査）が消えた！

定期的なPSA検査で、前立腺がん発見！

アメリカ、前立腺がん検査を年齢で推奨



SDGsとは「Sustainable Development Goals

（持続可能な開発目標）」の略称で、2015年9月

の国連サミットで全会一致で採択された、30年ま

での世界の開発目標のことです。「地球上の誰一

人として取り残さない」をスローガンに、「貧困

をなくそう」「飢餓をゼロに」など17の目標を掲

げています。

NPO法人「人間の安全保障」フォーラム[編]の

「全国データSDGｓと日本」では、90余りの指標

データから地域ごとの課題を可視化し、都道府県

別に良い面と課題を示しています。

岡山県は、女性の平均寿命が、長野県と並んで

第1位（87.67歳）、男性は13位（81.03歳）です。

しかし、健康寿命が女性21位（75.09歳）、男

性37位（71.54歳）となっており、男女とも10年

以上にわたり、日常生活に困難がある「不健康な

期間」ということになります。しかも、高齢者単

身世帯割合（65歳以上）が3位（9.060％）と上位

にあるため、支援が必要な高齢者の一人暮らしが

多いといえます。

取り組み課題のひとつに、健康診断受診率が岡

山県は43位で28.9％と低いため、受診率を改善す

ることがあげられています。

会社は、社員に対し健康診断実施義務があるた

め、正規職員であれば健康診断を受診しますが、

非正規職員や無職では健康診断を受ける機会が少

なくなりがちです。女性の受診率が男性に比べて

低いと示されているデータもあり、経済的な負担

や仕事、家事、育児をこなしていて時間がないな

ど、理由はありますが、健康の男女格差をなくし、

男女とも健康診断受診率を上げるための対策が必

要です。

地域ごとに可視化したデータを活かし、誰も取

り残さない社会を目指さなければいけません。
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▼議員報酬の使いみち
(19.10月～12月）

収入
議員報酬 2,130,000
期末手当 1,895,700

計 4,025,700

編
集
後
記

新
し
い
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。
ぼ
ー
っ
と
し
て
い
た
ら

一
年
な
ん
て
あ
っ
と
い
う
間
で
す
。
時
間
を
有
効
に
使
う
こ
と
が
今
年
の
私
の
目
標
で
す
。

（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！）

10月
3日 人とペットの共生に関する条例(案)プロジェクト会議/ 企業会計決

算審査特別委員会/会派会議
4日 幡多幼稚園運動会
5日 岡山平和交流会/藤原町内会お祭り
6日 幡多学区体育大会/第39回竜之口学区民体育大会
7日 地区図書館研究会教育長と懇談「図書館建設お願い」/里親説明会
8日 立憲主義と地方自治を守る議員の会世話人会
9日 企業会計決算審査特定委員会/女性議員と女性記者の懇親会
13日 竜之口スポーツ少年団ソフトボール交歓大会/第115回幡多敬老会
14日 第77回岡山市民体育大会
15日 女子会ランチミーティング/熟年者ユニオン
16日 岡山県市議会議員女性の会要望書提出/たんぽぽネットワークと岡

山県の懇談会
19日 J P労組岡山連絡協議会第12回定期総会/J P労組岡山連絡協議会退

職者の会第5回総会/竜清祭/関町内会秋祭り
23日 藤原町内会老人会中庸会「みんなでランチ」/岡山市女子会懇親会
24日 第70回岡山市敬老会
25日 会派代表者会議/DV防止サポートシステムをつなぐ会
26日 フジワラテクノアート労働組合第46回定期大会/J P労組岡山支部

退職者の会第5回定期大会
27日 岡山市視覚障がい者協会ふれあいバス旅行
29日 幡多幼稚園にてこども園勉強会/新庁舎整備調査特別委員会
30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

11月
1日 岡山県視覚障害者センター見学
3日 幡多学区グランドゴルフ大会/操山公園里山センター開園20周年記

念の秋の里山実りのフェスティバル
4日 藤原団地北町内会どんどん祭り/ 瀬戸内海海ごみフォーラムinおか

やま
5日「動愛法、どんでん返しを防げ！～本当の動物愛護を推進するため

に～」院内勉強会
6～7日 新潟市視察(児童クラブ・公共交通)上尾市視察(児童クラブ)
10日 おかやまマラソン2019/竜操ふれあいフェスタ
11日 J P労組岡山連絡協議会退職者の会女性の会/地区図書館研究会
12～14日 子ども文教委員会視察（戸田市・さいたま市・成田市）
15日 連合岡山第22回定期大会/幡多学区地区懇談会
16日 J P労組第11回地方組織内議員会議
17日 第31回沢田柿まつり
18日 DV防止啓発パネル展&DV被害者支援バザー
18～20日 新庁舎整備調査特別委員会視察（習志野市・横浜市）
20日 質問検討会（下市このみ事務所）
22日 第53回自治体議員ネット/会派代表者会議
23日 幡多学区防災訓練
24日 第12回下市このみ後援会親睦旅行
26日 財政勉強会/新庁舎整備等調査特別委員会/熟年者ユニオン第14回

総会/幡多クラブ運営委員会
27日 子ども・文教委員会
28日 地区図書館研究会で福山中央図書館と松永図書館見学
29日 11月定例岡山市議会（～12/17・12/10下市このみ個人質問・12/1

2子ども・文教委員会）
30日 岡山貯金事務センターOB会/県日中女性委員会

12月
1日 第41回ひまわりマーケット/第7回「市民と議員のための公開講座」
4日 岡山県平和・人権・環境労組会議2019「年末懇親会」
7日 幡多クラブもち祭り/中国郵政退職者連盟忘年会/連合岡山東部地

域協議会第11回定期総会/おかやま分権自治フォーラム総会&交流
会/ 竜之口学区年忘れ会

8日 幡多学区ロードレース大会/ママさんバレー試合（アーバンカップ）
12日 幡多学区町内会忘年会
13日 女子会ランチミーティング/全国一般岡山地方労組しらゆり支部第

9回定期大会
15日 高井たかし国政報告会
16日 人とペットの共生のまちづくり条例プロジェクト会議
18日 作って食べて語ろう会/連合岡山東部地域協議会制度政策要求市

長と懇談及び当局と勉強会
19日 視覚障害者協会要望書提出と懇談会
20日 新庁舎整備調査特別委員会
21日 第50回婦人バレーボール大会
22日 幡多学区体協忘年会
25～26日 人とペットの共生条例プロジェクト視察（川口市・ 世田谷区）
28日 歳末警備警戒

2019年10月～12月

支出
所得税 560,252
住民税 202,500
国保 319,800
親睦会費等 48,500
事務所維持費 869,269
積み立て 1,200,000
生活･活動費 825,379

計 4,025,700

地球上の誰一人として取り残さない社会へ

都道府県別では、岡山県は21位

健康診断受診率改善が課題


