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新年あけまして
おめでとうございます

操車場跡地公園事業は、
チボ
リ公園、サッカー場と転々とし
てきましたが、
00年9月、
26億円
の多目的ドームをプロポーザ
ル（提案型）手法で、石本・戸田
共同企業体が受注しました。
石本・戸田共同企業体の提案
の特色は、アクションスポーツ
パークの併設でしたが、アク
ションスポーツパークを管理
運営するエックス社は過大な
初期投資により、
破綻同然まで
追い込まれました。
トマト銀行
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○
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ままです。
民間会社への委託には実
は重大な盲点があったのです。
先頃、
子どもの食にかかわる学校
給食の委託先が民事再生法を申請
しました。
こうした事態の中で、
市民の財産
である岡山ドームの管理運営は
エックス社へ委託という選択はや
め、
現行の公園協会の管理運営で十
分だと思うのですが、
みなさんいか
がお考えになりますか。

01年、
02年の小規模工事に架空工
事が見つかり、
岡山市は刑事告発し
ています。
03年の決算委員会でも同
小規模工事の未施工工事が41
からの短期融資3億円で何とか 様に、
4848万円あることがわかりまし
急場はしのいできましたが、そ 件、
詳細調査はできていないとのこ
の後も収支は改善せず、
金利を払う た。
のがやっという状態が続いていま とですが、
その支出は明らかに不正
02年11月、
エックス社へ
であり、
14年度決
99年度決算で累積赤字85億円を す。
算認定に反対し
抱えた病院事業経営改善のために、 の7100 万円の出資が提案
ましたが、本会議
2000年7月、市長は病院事業管理者 されましたが、このような
でこの決算は賛
を設け、全国初の試みとして、前年 民間会社に税金を投入す
成多数で認定さ
度に対する収支改善額の20％を成 ることは認められないと、
全会一致で否決しました。
れました。
功報酬として支払うことを定めま
今議会では、蜂谷工業が
議会の良識が
した。ところが、02年度の成功報酬
額 は 単 年 度 赤 字 に も か か わ ら ず 3 億円支出し、財務体質が
岡山ドームとアクション 疑われる残念な結
スポーツパーク
果といえます。
8300万円と、
市民の常識とはかけ離 改善されるとし、信義則に
基づいて、
ドームの運営をエックス
れたものとなりました。
それに対し、
岡山市民オンブズマ 社に委託する意向が示されました。 下市このみ事務所 冬イベント
ンが訴訟を起こしました。また、02 これで財務体質は本当に改善され ボウリング大会
エックス社には、1億
年2月議会において、
私を含め、
超党 るでしょうか。
＊1月25日（日） 午後1：30集合
2000万円の未払い金があります。
蜂
派の議員5人で条例修正案（当局が
2：00スタート 4：00頃まで
「未払い金は600万
成功報酬を払うのはよいが、 その 谷工業弁護人は、
＊岡山フェアレーン
それ以
割合を2 0 ％から5 ％にすること、 円あまりを払うだけでよい、
＊参加費 中学生以上1,000円
と強弁してい
遡って適用しないこと）
を提案しま 外は払う必要はない」
小学生以下500円 （靴代別）
した。
議会ではこの修正案は反対多 ます。
※1月20日(火)まで
民間会社に対し、
行政監査はおよ に下市事務所
数で否決されましたが、
今議会で当
（T＆
局より成功報酬廃止提案があり、
市 ばず、議会のチェックも不十分で F086‑270‑5333）
ま
したがってエックス社の財務体 でご連絡下さい。
民の常識に立った私たちの方向に す。
質が改善されたかどうかは不明の
市が動いたといえます。
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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政が好転することはありません。
今
後10年間で、借金残高3000億円が
4000億円程度増加するとしていま
す。
岡山市の財源は市の収入が半分
しかなく、
あとは国・県の交付金・補
助金に頼っていますが、
国の財政も

大変ですから、
むしろ今後減らして
きます。
今までも支出の見直し、
削減を進
めていますが、
到底追いつくことで
第1回岡山市 第2回早島町 第3回山陽町
はありません。試算によると、合併
して政令市になっても、
あまり効果
近隣10市町の有志議員に呼びか
はありません。
市は改めて財政
け、
市町村合併について真摯な意見
改革をやるべきです。例えば、
交換を行っています。
ここで問題に
大型事業において、
計画を収入
なっていることの一部を挙げると、
に見合った規模に縮小すると
・本来、合併の是非は合併を活かし
か、
お金を使うことだけではな
た新都市の将来像を描いて、
これを
く、
収入を増やすことにも力を
住民に問うべきであるが、
こういう
入れるべきだと思います。
議論が出てきてない。
11月28日 第3回合併情報交換会（山陽町）
・合併の是非の議論が全く住民に伝
わっていない。住民も関心が薄い。
・将来のまちづくりについての重大
な決定であるから、
住民の意思表示 障害児をお持ちの保護者の方からご意見をいただきました。
が必要である。
（このことは住民し 健常児と障害児が共に保育を
定員増、利用年限の延長が課題
か責任が持てないから）
下市議員さん他関係各位の協力
昨年、
市から発表された指針から
・今の合併協議会の議論は、結局の 見て、
今春から障害児学童保育の
今年度は期待できる程の変化 を得て、
ところ各市町への利益誘導に過ぎ はありませんでした。わずか4ヶ所 試行が始まりました。
学区児童クラ
ず、
住民が判断に必要な情報をなか 程度の小学校での新設、
内容を変え ブへの障害児加算、拠点クラブ「さ
なか作れない。
ての暫定的な保育園の認定、
障害児 くら児童クラブ」の開所です。度々
などがあります。
ご存知の方も
だけの集団を作ろうとして始めた 報道されているので、
合併論議はどんなまちづくりを 新たな障害児の中間報告、どれを 多いかと思います。
するかを考える、
いい機会だと思い とっても最終目的には程遠い内容
しかし、拠点クラブで言えば、定
ます。岡山市も、市民を含めて時間 でした。実施主体が市町村も認め 員10名なのに5名しか受け入れない
をかけた充分な議論を期待してい ず、
実施内容は理想に程遠いのが
現場の意見に合わせて事業の推 など、
ます。私たちも、これからの地方自 進をしようという消極的な姿勢を 現実です。
定員増、
拠点の拡充、
利用
治のあり方について提案していき とっているようです。
学区児童ク
岡山市は真正 年限の延長が課題です。
たいと思っています。
入所を断られても不服申
面から一日も早く、
小学校の中での ラブでは、
次回は1/29真備町で開催します。 健常児と障害児が共に保育ができ し立てもできず、
泣き寝入りせざる

岡山市は、
現在１年間に使う予算
のおよそ1.5倍の借金があります。
市民感覚からいえば、
こんなに借金
があって今後どうするのか、
大いに
関心がありますが、
市は最近、
合併・
政令市構想の資料として、
今後20年
間の合併した場合、
しない場合の収
支・借金残高を試算しました。
これによると、心配していた通
り、毎年、収入より支出が多いため
借金をしていかなければならず、
財
■発行

下市このみ事務所

市が希望者を把握する
る、
市が委託した運営委員会方式の を得ません。
児童クラブを、
全小学校に作ること 仕組み、補助金の増額、指導員を支
制度の前進
を強力に押し進めなければならな える研修等が必要です。
には、市民の方の支えも重要です。
いと思います。
障害の種別や程度により、
配慮す ご支援よろしくおねがい申し上げ
（03/12/14）
べき方法は様々ですが、
集団になじ ます。
増田知代
めないということはなく、
運営委員
会は偏見的にならず、
入会を前提と （たんぽぽネットワーク会員・さく
する前向きな話し合いをしてもら ら児童クラブ保護者会長）
いたいものです。
児童クラブに直接
関係のあるなしに関わらず、
地域の
方々にはそれぞれの立場でできる
支援をお願いしたいと思います。
（03/12/15）
水島孝一・恵

岡山市高屋187‑4 ビテンタカヤビル201号

TEL&FAX (086)270‑5333
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2003年12月8日（火）市民ネット代表質問
ホームページに全内容を掲載しています

合併・政令市

地産地消の推進

市市市市市政政政政政一一一一一口口口口口メメメメメモモモモモ ▼新型肺炎ＳＡＲＳ相談窓口 岡山市保健所 保健課 ０８６︵８０３︶１２６１

▼政令市をめざす上でのポイント ▼学校給食における地場産野菜の
は、
どれだけ行政区へ権限移譲され 使用割合を高めるために、
契約栽培
るかという点ではないか。
の方法を導入するお考えはないか。
〔企画局長〕
区長権限の強化、
区の企 〔経済局長〕学校の献立サイクルと
画立案能力の強化、
区の自主予算の 合わないことから
増加、港湾・林業などの産業政策面 現状では難しい。
に着目した本庁機能の区への一部 〔教育長〕
献立作成
移転などが任意協議会で検討中。
を、現在の3ヶ月ご
とから少し延ばす
財政状況
ということは研究
▼岡山市の財政状況は厳しいもの 課題とする。
の、一部に改善の兆し」ということ
特別支援教育
の理由は。
〔市長〕
急速な悪化が止まり、
悪化の ▼
「個別の教育支援計画」
の策定・実
程度が緩やかになった程度で、
急速 施・評価の重要性についての構想は
な改善にまでは至っていない。
どのようなものか。

市立3病院

〔教育長〕特別支援コーディネー
ターが中心となり、保護者・医療福
祉関係者と情報を共有しながら作
成する。その推進に当たっては、学
校全体の支援体制を整えて進めて
いく。
一人一人の教育的ニーズに応じ
た支援を進める上で、
様々な関係機
関との連携は重要なので、
具体的な
事例に対応する中で今後検討する。
▼誰が、どのように「特別支援教育
コーディネーター」
の役割を果たす
のか。
〔教育長〕校内委員会を作りその中
で適任者を選び、
それで調整してい
くという形になると思う。

「表示や広告等で法令違反が多い」

▼病院事業の将来ビジョンを確定
していくために検討委員会（仮称）
を設置し、
結論を出す期限も設ける
べきだと思うがどうか。
〔市長〕
検討委員会を設置して、
一定
の方向性を出した上で、
パブリック
コメント等で市民の意見を入れて
いくことを想定している。

資源ごみ対策
▼資源ごみの持ち去りで市民は不
安を感じている。
危険な状態等があ
ればすぐに対応をしてほしい。

〔市長〕
市民の安心・安全に関する条
例の中や環境消防水道委員会等で
でご議論いただきたいと思う。

けています。
なかでも91年に制度
健康食品が売れています。成
ができた特定保健用食品（特保）
分の安全性や表示・広告などに
は「厚労省許可」が消費者に信用
問題のある商品が市場にあふれ
される要素となって宣伝効果を
ています。東京都が2003年5〜6
あげているようです。
「健康エコ
月におこなった健康食品の試買
ナ マヨ ネ ーズ タ イプ 」が「マ ヨ
調査では、
95％が表示・広告等の
ネーズ」
ではないのは、
「健康エコ
法令違反、または違反の疑いが
ナ」がJAS法の基準に基づく植物
ありました。
「ダイエット」
「血糖
油脂に当てはまらないからです。
値を下げる」
「アレルギーを改善
これからは、
特保の許可を得たの
する」
等を標榜する製品や、
健康
で「体に脂肪がつきにくい」と表
茶では特に違反が多く見つかっ
示されることになりますが、
健康
ています。
食品によくある過剰摂取には気
にも関わらず、これら健康食
をつけたいものです。
品の市場規模は、5000億から1兆円 〔おかやま土と健康の会〕影山久方
を超えるともいわれ、
さらに伸び続
０８６
（２７９）
７８５４
10 月 5 日
第34回岡山貯金事務センター
後楽会

9 月 25 日
第21回岡山地区労
女性協議会定期大会

11 月 15 日
平和憲法の会総会講演会

■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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お寄せいただいた声

市政 ・ 市民相談
下市このみ事務所まで

TEL&FAX 086‑270‑5333
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）
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30 27 25 24 16 13 11 8 6 5
第三回岡山県南政令市構想合併協議会傍聴

11

13 12

241,800
151,500
143,190
39,900
152,490
67,500
147,000
683,672
572,948
2,200,000

月月月月月
日 経済委員会
国民体育大会岡山市選手団激励壮行式
財政勉強会
下市このみ市政報告会︵東公民館︶
月議会開会
日 本会議
全国地区労交流会︵ロイヤルホテル︶
日 本 会 議 ︵ 日下市このみ個人質問︶
このみフォーラム﹁市政検討会﹂
月議会閉会
幡多小学校運動会

29 22 21 20 19

31

支出
共済掛金
所得税
住民税
国民年金
国保
親睦会費等
事務所家賃
事務所維持費
生活・活動費
計

日
日
日
〜
日
〜
日
日
日
日

11

16 9 7 3 11

月
月月月月
日 第二回岡山県内合併情報交換会
︵早島町︶
日 幡多幼稚園運動会
日 ﹁尾崎糸萌さん﹂
を偲ぶ会
日 ﹁学童保育における障害児受け入れに関
する要望書﹂
を提出
日 幡多学区体育大会
日 岡山市民体育大会
たんぽぽネットワークの講演会
岡山ハーモニカクラブ演奏会
将来ビジョン基本目標検討小委員会傍聴
足守川パイプライン勉強会
このみフォーラム﹁市政検討会﹂
日
︵ 月 ・ ・ ・ ・ ・ 日︶
一般会計決算審査特別委員会

28 27 26 24 21 19 11

相談無料･秘密厳守
日
日
日
日
・

月
月月月月
日 東部地区図書館を創る会総会
︵東公民館︶
日 ネットワーク﹁地球村﹂講演会
日 ひまわりマーケット︵高屋公園︶
日 沢田柿まつり
障害児の親たちの交流会
日 このみフォーラム﹁市政検討会﹂
日 国体スポーツ振興調査特別委員会
日 ＤＶの早期発見と暴力の未然防止研修会
日 市民ネット会議
日 農業委員会研修視察
︵松江市︶
日 現業女性部学習会
日
月議会開会
第三回岡山県内合併情報交換会
︵山陽町︶
日 ﹁全逓岡山貯金支部﹂解散大会

29

労働相談なんでもライン
TEL&FAX 086‑270‑5350

2,130,000
70,000
2,200,000

18

12

9

9

16

4 9

下市このみ活動日誌︵抄︶

場所もあらたに高屋公園をお借り
しての開催。商売上手な子どもた
ちに、おとなも顔負けでした。

収入
議員報酬
旅
費
計

スペースが足りなくなったので一言だけ︒今年も読んでくださいね︒︵は︶

れを助けるのは当然です。た

編集後記

だ、
日本には 戦争放棄 を国是とし
た平和憲法という他国にない厳し
★手続きを簡単にして！
図書館が、
幼稚園や小学校・中学校の い制約があります。
このことを一番
テレビのごみ収集を市に頼んだ ある教育施設の近くに、一日も早く よく知っているのは米国のはずで
ら、手続きが面倒でびっくり！高齢 できることを願っています。
す。だとすれば、人道的支援を目的
者にはつらいものでした。 （Ｈ）
（一市民） としても、
現に戦火を交え実質的に
は戦場となっている外国へは、
自衛
★幡多の地に図書館がやって ★こんなことも市に言っていい 隊は出向けないのです。日本は、別
くる！
の？
の形と方法で、
イラク国民が喜んで
高屋公園北側で現在竜操中学校
戸籍謄本、本籍地まで行かなくて くれる道を選ぶべきです。
小泉首相
が利用している土地
（土地公社が所 も、近いところでも取れるようにし は、
真剣にブッシュ大統領に話せば
有 2,450㎡）に、地域の基幹となる て！ 雨の日の夜、車運転するのに道 わかってもらえるはずです。
べく地区図書館建設が進んでいる。 路のセンターラインが全然見えなく
あくまで、
基本計画どおり実行し
そこには文化財が眠っているため て危ないので、クッキリ見える夜光 た結果として自衛隊員に犠牲者が
に、昨年度試し掘りを行い本年度 センターラインにして！
（Ｕ） 出れば、
小泉首相は確信犯としてそ
は、
事業費としてボーリング調査費
うちの父親が家の前の道を全部舗 の責任をとらねばなりません。
300万円を組み、12月12日に工事入 装してほしいって、ぼそっと言って
（一市民）
札を行った。
徐々にではあるが夢が ました。詳しいことはわからないけ
ある地区図書館の建設に向けて進 ど、道幅全部舗装できてなくって変 ★市職員に物申す！
んでいるようだ。
な道なんですよ。
（Ｋ）
中小企業の社員より優遇されて
赤ちゃんから高齢者まで誰でも
いるんだから、
よりちゃんと仕事を
気軽に楽しく利用できる、
くつろげ ★イラクへの自衛隊派遣に思う してほしい。
全てにおいて
「モラル」
る、
相互コミュニケーションが生ま
小泉首相のブッシュ大統領への私 を正してほしいものです。 （Ｉ）
れる生涯学習の場である夢のある 的な友情が、日本の将来に大きな陰
を落としています。米国は、日本に
にぎやかに
▼議員報酬の使いみち
11月9日（日）
とって大切な友好国であり同盟国で
(03.9 〜 11 月）
す。友人が困っている時に、こ

■ 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。

