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全逓野球大会始球式
6 月 6 日 岡山ドーム
ちなみに球はキャッチャーミットまで
届きませんでした。

年金改革関連法は6月5日午前の
参院本会議で、自民、公明両党など
の賛成多数で可決・成立しました。
国会議員の未納・未加入が前面に
出て、
年金問題の本質論議がないま
ま、
質問の途中で強行採決されまし
た。その主な内容は、保険料の値上
げと給付率の引き下げです。
国民の不信倍増
国民の年金不信を払拭するため
の制度改革にも
かかわらず、制
度の前提となる
147兆円
出生率の予測が
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はずれていたり、一部条文に
修正もれがありました。これ
ではますます国民の不安をあ
おる結果となります。
社会保険庁の問題点
社会保険庁をめぐっては、
年金福祉施設の赤字・事務費
への保険料充当・国会議員ら
の年金加入記録の個人データ
流出等の問題点が次々に明ら
かになり、同庁がこれま
でに徴収した保険料は総
額約370兆円で、
このうち
約5兆6000億円が給付以
外に使われています。
深刻な国民年金未納問題
国民年金の保険料未納率は4割近
くに達しており、
制度の空洞化が指
摘され、厚生年金も、本来加入すべ
き企業が、
保険料負担を嫌って制度
に加入しない動きが広まっており、
空洞化はより深刻です。
国民の年金制度への信頼回復の
ためには、
社会保険庁の抜本的改革
も含め、
年金制度の議論を改めてお
こなう必要があります。

小規模工事での不正行為・納
税者リストの廃棄事件、
さらに
笠井山霊園掃除委託業務の不
正入札が発生しました。
市は担当者の責任問題とし
笠井山霊園
てその処分を行いました。
それ
プライアンス（法令遵守）の理
ぞれの事件には、
なぜそんなこ
念を確立する」として、｢ 行政
とになったか原因があり、
その
執 行 適 正 化 推 進課 」を 設 置
背景にはそれなりの事情があ
しました。
ります。
原因と背景を明らかに
6月には内部告
しない限り、
有効な対策は立て
イベント
発者を保護する
られません。当然のことです
案内
＊第
4 回夏休み親子企画
＊第4
「公益通報者保護
が、担当した職員が最もよく
8月6日（金） 犬島でディキャンプ！
法」が成立しました。
知っていることなので、
真の原
参加費；大人1500円 子ども500円
不祥事の特徴とし
因は何なのか、
それぞれの現場でま
申し込み〆切 8月2日
（月）
「暗黙の了
ずこれを明らかにすべきと思いま て、組織内の
＊このみフォーラム 『市政報告会』
す。その際、コンプライアンスの視 解」がいわれています。
9月4日（土）19:00〜20:30
そこまで踏み込んだコ
点が不可欠となります。
岡山市立東公民館（岡山市高屋344-1）
ンプライアンスの取り
不祥事をなくすために
＊9月議会開会 9月13日（月）〜
今春、岡山市は「市の組織にコン 組みが求められます。
【コンプライアンスとは】
※問い合わせ先 下市このみ事務所
法令やルールを遵守することはもとより、
広く倫理や道徳を
（T＆F086-270-5333）
含む社会的規範を遵守すること。
このニュースは、 「いきいきネットワーク」 の岡山市議会議員 ・ 下市このみによる市政レポートです。
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いらない 水を 売らないで！

乳幼児医療費→県の補助金
引き 上げて ！

利用した覚えがない架空の有料
アダルト番組の利用料や出会い系
サイトの情報料等を請求する文書
が、電子メール・はがき・封書等で
届き、お困りではありませんか？
例えばこんな事例も･･･
Ｑ .「おめでとうございます。宝く
じに当選しました!!」申し込んだ
覚えもないのに、海外からこんな
郵便が届き、保証金を送金したら
高級外国車ももらえるとあります。
本当でしょうか？
Ａ . 申し込んでもいないのに当選
するなどという、おいしい話はあ
りません！絶対に送金しないでく
ださい。
お困りのときは
請求された内容について不明な
点があったり、不安を持った場合
には、相手に連絡したり料金を支
払う前に、消費生活相談室（℡803‑
1109）へご相談ください。

苫田ダム完成に伴う岡山県広域
6月議会で乳幼児医療費助成の対
水道企業団からの受水量倍増（05
年度から年間 9 億 2000 万円増加） 象を 4 歳未満児まで引き上げる改
正案が成立しました。
で、岡山市の水道
しかし、合併協議を進めている
料金が、05 年度か
御津町や灘崎町との年齢格差はま
ら値上げされる公
だ埋まっていません。その主な原
算が大きくなって
因に、岡山県の補助金が、3 歳未満
きました。
財政の見通しでは、05 年度から の乳幼児の医療費を無料化してい
の4年間で、収益的収支は37億4000 る市町村に対し原則2分の1なので
万円、資本的収支は 188 億 8600 万 すが、財政力指数の高い岡山市、倉
敷市は 5 分の 1 に抑えられ、さらに
円の赤字になります。
激変緩和措置が切れる来年度には6
企業団からの受水費は１㌧当た
り 103 円で、これまでの給水原価 分の 1 に引き下げられるというこ
（02年度150円）より安くなるので、 とがあります。
「受水した分だけ水需要が増えた さらに引き下げ？
他県では、岡山県のように市町
ら、経営改善につながる」
（経営管
村ごとに補助率を変えている例は
理課）わけですが、水需要は低迷し
ており、財政見通しでは横ばいと ありません。補助率の格差を付け
る基準としての財政力指数は、地
見込まれています。
≪市政メモ≫
岡山市 県広域水道企業団に申し 方交付税制度における財源調整機
公園遊具はここ数年、
減る一方で
能により、すでに一定の是正がな
入れ
▼数年前の箱形ブランコの撤去
いらない水を買わなくてすむよ されており、単県制度の補助率に す。
うにと、岡山市からの県広域水道 格差をもうける合理的理由とはい に始まり、今年4月の回転遊具の事
故後には24機の遊具が撤去されて
企業団に対する基本水量の減量申 えません。
▼百間川緑地の木製
このままいけば、御津町・灘崎町 しまいました。
し入れについて、石井知事は「企業
岡山市は
との合併により、両 遊具の破損の問題もあり、
団から報告を受けている
「『小学生
町の分も合わせて来 「危険な遊具は置かない」
が、岡山市のみ減量を行
用』
『幼児用』
という看板を遊具につ
うと、他の市町村の負担
年度からは 6 分の 1
ける」
ことにしました。
▼遊具の安
に引き下げら
が増加し、同意を得られ
全には、
地域の見守りが欠かせませ
れることにな
ない」と、企業団側とし
ん。市民一人一人と協働して、みん
りそうです。
ては現段階では「不可
なが楽しめる公園づくりを進めて
能」と判断しているよう
子どもたちの未来のために
いきましょう。
です。
4 月 21 日
全逓OB旅行

4月2日
原爆ドーム視察（広島市）

■発行

下市このみ事務所

岡山市高屋187-4 ビテンタカヤビル201号

5月2日
あくら工房作陶展

TEL&FAX (086)270-5333
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2004年6月15日（火） 個人質問
ホームページに全内容を掲載しています

市営住宅

学校給食費
〔市長〕
従来の管理看板に併せて、
市
▼市営住宅の高齢化についての認 と委託業者の電話番号も表示をし ▼学校給食費の滞納について調査
識は？対応策として、
どのようなこ ようという方向で調整中。
結果の説明を。また、悪質な滞納に
とが必要だとお考えか。
ついては、
公金とみなして特別徴収
合併政令市
〔市長〕コミュニティ関連施設や在
班に引き継ぐことはできないか。
半数より多い学校で滞納
宅介護支援機能を合わせた複合化 ▼政令市の行政区だけではなく、 〔教育長〕
14年は給食費全体で約
等も考えながら、ハード・ソフト両 もっと小さな範囲での住民自治の が生じてる。
面から対策の可能性を探っている。 考え方を取り入れ、
｢地域自治区｣を 850万円、率にして約0.3％の滞納。
▼市営住宅の入居を望みながら、
10 設置するよう検討してはいかがか。 給食費は公金ではないので特別徴
すでに、
住民サービスの 収班に引き継ぐことは考えていな
回以上選考にもれた方については、 〔総務局長〕
何らかの配慮をする必要があると ほとんどを支所でおこなうことが いが、悪質な場合の
でき、
町内会の組織を通じて地域の 支 払 い 方 に つ い て
思うが、いかが。
〔市長〕誰かを優先すると他の人た 要望をしっかりと承る仕組みもで は、支払い督促とか
ちの優先度が下がるというだけの きているので、
地域自治区の設置や 訴訟等の法的な措置
話で難しい問題。しかし、今後の検 岡山市モデルの構築については考 も考えられると思っ
えていない。
討課題にさせていただく。
ている。
学校支援ボランティア
▼子ども達のためにもっと動きた
いとおっしゃるボランティアの
方々のために、
学校が必要としてい
るボランティア情報をすばやく手
に入れることができるよう、
ホーム
ページ等の改善を。
〔教育長〕ボランティア情報は岡山
市ホームページのトップページ、
「生涯学習マナビネット岡山」から
発信している。学区別・活動分野別
のボランティア検索システムにつ
いては、現在検討を進めている。

公園の管理
▼遊具の破損に気がついた方が、
す
ぐに連絡できるよう、
連絡先の電話
番号を公園内のよく見えるところ
に設置してはいかがか。

これから暑い季節を迎え、
清涼飲料水を買い求める機会
も増えますが、最近ペットボ
トルの破裂事故が目立ってき
ています。その内容は、｢ 飲み
残しのキャップを開けようと
したらキャップが突然目に飛
び込み、眼球が傷ついた｣ ｢ 手
首や顔面に切り傷」
「破裂して
複雑骨折と切り傷で入院｣ と
いったものです。これは飲み
残しに混入した微生物が、炭
酸ガス（二酸化炭素）
を発生さ
せ、ボトル内に充満すること
が原因です。特に果汁や炭酸
を含むものにブドウ糖・液糖

が多く含まれているため、二酸
化炭素を最も多く発生する酵母
が発育しやすく、ガスが充満し
やすいようです。食品類にはも
ともと酵母を含むものが多く、
直接口をつけて飲むことで酵母
が飲み物に移ってしまいます。
事故を防ぐポイントは ①直接
口を付けて飲まない ②飲み残し
たら冷蔵庫に保存する、などに
気を付けましょう。
環境面からも、健康の面から
も問題の多いペットボトルは、
利用そのものを控えることが求
められます。
〔おかやま土と健康の会〕
影山久方 ℡086
（279）
7854

6月3日
松元ヒロソロライブ「イラク派兵と
憲法改悪を吹き飛ばそう!!」

5 月 30 日
瀬戸内海国立公園指定70周年記念
のつどい（せとうち児島ホテル）

6月5日
「大娘（ダーニャン）たちの戦争は
終わらない」ビデオ上映会

■ホームページ http://ww3.tiki.ne.jp/˜s-konomi/ ■メール s-konomi@mx3.tiki.ne.jp
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世界の国々でこのような悲惨な
戦争は二度とおこしてはならない
という「平和」をテーマにした創作
絵本です。
絵本をご希望の方は事務
局〔電話086（429）2900〕までお知ら
せください。
1冊500円
（送料込み）
で
お送りします。
アジアの子どもに「絵本を贈る会」
代表 佐々木 幸子

図書室

★小6女児の同級生殺人事件に
思う
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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まで。ニュースへのご意見・ご感想をお寄せください。

編集後記 ﹁スタッフ通信﹂もよろしくお願いします︒下市このみのホームページからご覧いただけます︒︵は︶
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日
月議会本会議︵ 月 日開会︶
東公民館文化祭
憲法を生かす会岡山総会
日 本会議︵下市このみ個人質問︶
岡山地区労合併問題学習会
合併問題集中審議
日 経済委員会
月議会閉会
月議会報告会
︵赤田︶
﹁保育サービスの第三者評価﹂視察︵愛
知県高浜市︶

28

29

月月月月月
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日
日
〜
日
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・
日
日
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月月月月月
日 第 回岡山県内合併情報交換会
︵玉野市︶
日 住民投票を考える集い
︵山陽町︶
日 ﹁女性の会﹂
例会
︵沢田里山センター︶
日 まちづくり研究会︵下市事務所︶
日 農業委員会旭東部会
〜 日 中国洛陽市視察
日 このみフォーラム︵東公民館︶
日 ﹁
﹃いずしかん﹄の存続と充実を求める市
民のつどい﹂︵旧出石小学校︶
日 第 回百間川ふれあいフェスティバル
日 経済委員会
岡山市学童保育連絡協議会第 回総会
日 ピースウォーク

3 1 5

公務非常勤問題を考える講演会
第 回 ・ 憲法記念日岡山県民のつど
い﹁輝け！日本国憲法集会﹂
岡山県南政令市構想合併協議会
︵御津町︶
農業委員会総会 農地部会
大原・吉田裁判傍聴
足守川パイプライン裁判傍聴
第 回岡山県内合併情報交換会
︵岡山市︶
臨時議会
︵下市事務所︶
まちづくり研究会
犬島視察
東部地区図書館を創る会定例会
︵東公民館︶
福祉オンブズおかやま総会
笠井山霊園視察
質問検討会︵下市事務所︶
オンブズマンアカデミー
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日

月月月月月
日
日

日

日
日
日
日

日
日
日
日
日
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下市このみ活動日誌︵抄︶

今回の事件は、戦後、大人社会が
どっぷり浸かった利便社会の歪み
の表れといえます。
①普通と思われる子どもでも、
今の
社会構造の中では
「カッとなって異
常行動を起こす」
落とし穴がたくさ
ん用意されています。
「人間都市クリチバ」
②基本的には、現実の歪みについ
服部圭郎 著
て、今の学校も親たちも、さらには
戦争の愚かさを訴える
政治・社会全般が全く自覚していな
絵本「コッペパンの思い出」
まちづくりの成功
いことが問題なのです。
例として語られてい
③今の子どもの遊びの様式は、
少子
アジアの子どもに「絵本を贈る るブラジルのクリチ
化と親の共稼ぎもあって、
人間相手
会」では、アジアの子ども達に日本 バ市。成功に導いた
ではなく、機械相手になっている。
の絵本を贈る活動や、
創作絵本を創 レルネル元市長は、
④人間性を育てるには、
生の人間同
り日本とアジアの国との交流をし その秘訣を「市民を
士のぶつかり合い、
すなわち直接の
ています。
そして国々の文化を知る 尊重した結果、
人々が都市を創造す 人間関係を体験しなければ身につ
事により平和の大切さを理解して ることを支援したこと」
と語ってい きません。
つまり、
現代は、
家庭を初
もらう事を目的としています。
ます。自分のまちの行政を思うと、 めとして社会的コミュニケーショ
2003年6月に、戦争の愚かさ悲惨 まちづくりへの果敢な挑戦の数々 ンの不足。
これを抜本的に改めてい
さを伝えようと岡山大空襲の体験 には うらやましさ 悔しさ と く必要があると思います。 （I）
を創作絵本「コッペパンの思い出」 いった思いを禁じえませんが、
読み
▼議員報酬の使いみち
として出版し、市内の小・中学校等 進むうち、
次第に元気な思いがわき
(04.3 月〜 5 月）
に配布しました。そして、多くの 上がります。
私たちの まちづくり
収入
方々から好評をいただき今年は第2 も、
あきらめず挑戦を！
（O）
議員報酬
2,130,000
旅
費
100,000
版を出版しました。
（学芸出版社 2310円）
計
2,230,000
また英語版を出版し、
アジアを中 市政 ・ 市民相談
支出
心に国際社会に戦争と平和の問題 下市このみ事務所まで
共済掛金
241,800
所得税
143,190
を考えていくために、
活用していた TEL&FAX 086‑270‑5333
住民税
151,500
国民年金
39,900
だければと願っています。
英語版も 開設時間 月曜日〜金曜日 9:00 〜17:00
（上記以外は留守電・FAX での応対です）
国保
152,490
日本では中学生位から、
外国でも10
親睦会費等
76,500
事務所家賃
147,000
歳位から読めるように書かれてい 労働相談なんでもライン
事務所維持費
786,444
TEL&FAX 086‑270‑5350
ます。
生活・活動費
491,176
相談無料･秘密厳守
計
2,230,000

