真の文明ハ山を荒らさず川を荒らさず村を破らず人を殺さざるべし （このみ座右の銘）
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政令市の道険し？
合併期日は
3月22日(火)

げんげ とは春に田
畑一面に咲くレンゲ草
合併関連議案が、12月17日、御津 料金体系見直しで、
水使用量の少な の別称です。
町議会で可決、同21日、灘崎町議会 い世帯
（市の世帯数の約1/4）
が20％
下市このみさんを応援する女性
で可決を受け、
岡山市議会でも11月 もの値上げとなることは賛成でき 達が中心になり誕生した親睦会で
議会の最終日12月24日可決されま ません。
す。おいしいお弁当を食べたり、記
した。今後は県への合併申請、県議
憶力、頭の柔軟、手先の運動と言っ
会の議決を経た上で3月22日の合併
てはゲームやクイズに興じて笑い
を目指すことになります。
▼ジェイアール岡山警備保障（株） 転げたりしています。
「65
万人の政令市」
と
「合併特例区の を指定管理者に
65万
また、
下市議員より行政の事をわ
設置」
同社が、
東岡山駅前自転車等駐輪 かりやすい言葉で話していただい
合併が目指した政令市は、
人口要 場の運営をおこなう。
たり、
ちょっと役立つ耳寄りな話を
件
（70万人）
に到達せず、
実現のめど ▼産業廃棄物を市有施設で焼却
していただいています。
皆さまから
は立っていません。
産業廃棄物
（木くず、
紙くず、
繊維 も身近な問題、市政への疑問・要望
全国初となる合併特例区の設置 くず、廃プラスチック類）は市内事 等、自由に言い合っています。
により、
身近な自治の可能性は生ま 業者が10㎏まで180円、その他の場
今後、皆さまのお声を伺いなが
れました。市民が、よりよいまちづ 合は350円を徴収されます。
ら、食事会、自然散策、公共施設巡
くりにこの合併を活かすことが大 ▼岡山後楽館中・高、旧南方小学校 り、趣味の会等、いろいろ催してい
跡地で整備
切です。
きたいと思います。楽しい輪、元気
岡山市教育委員会は11月25日、
同 の輪が大きな大きな輪になります
方針を明らかにしました。
よう、老若男女！大勢のご参加をお
「大廻小廻
（おおめぐりこめぐり）
待ちしてい
実質賃金が目減りする中、
料金値 ▼
ます。
上げは、極力回避すべきです。苫田 山城跡」整備
岡山市草ケ部と瀬戸町にまたが
（礒見）
ダム完成による、受水費約9億円の
民有地を買
増加を料金に転嫁すること、また、 る同史跡の整備のため、
い上げます。
10 月 24 日
▼ダルマガエル保護
秋のお楽しみ会
イベント
ダルマガエル（絶滅危惧Ⅱ類）な
案内
ボウリング大会
どの生息環境などを保全する保護
（日） 岡山フェアレーン
地として、
岡山市豊地区の土地を市 1月30日
午後1：30集合
土地開発公社から買い戻します。
注：ダルマガエルは日本固有種で、 2：00スタート
体長4〜6センチ。
岡山県内の生息地 4：00頃まで

本年もよろしく
お願いします
下市このみ

は全国で最多の約60カ所を数える。
豊地区では、生息地が、岡山市が開
発を進める新産業ゾーン内の休耕
田にあるため、
岡山市が99年から周
囲をネットで囲ったり、
雨水をため
る人工の川をつくるなど保護に乗
り出した。

※参加費
中学生以上1,000円
小学生以下500円 （靴代別）
※1月20日(木)までに下市事務所
（T＆F086‑270‑5333）
までご連絡
下さい。

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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2004年11月7日、明石より松本誠
さんをお招きし開催しました。
これからのまちづくりについて、
地震の体験等を織りまぜながら、
と
ても貴重なお話を聞かせていただ
きました。

お話の内容
他人にお任せする時代から、
自ら
が決めていく時代へと変化してき
たことを、
阪神淡路大震災により痛
感させられました。災害は、行政お
まかせ、の観念をうち破ります。
災害が起きたら、最初の3分は自
らの生命を守ることで手一杯。
次の
3時間で、家族や近所の人の安否を
確認し助け出す。そして次の3日間
は、外部の支援はまずないと覚悟
し、地域で支え合うのです。
自らの、
あるいは地域の自立をど
う作り出し、
支え合う仕組みを作り
出すかが大事で、これが「３・３・３

松本誠さん

の原則」です。
自立をめざすため、
新しいコミュ
ニティーづくりやコミュニティー
ビジネス
（地域でダイレクトメール
配達とか、
家庭菜園の野菜を青空市
場で販売するとか）
を行うのもいい
でしょう。
かつては自分たちでやっていた
ことを行政まかせにしていません
か。
地域でできること、
自分たちでで
きることは行政まかせにしない、
今
大切なことではないでしょうか。

≪市政メモ≫
電子町内会で新しい『輪』を！

実際に、
電子町内会での呼びかけ
電子町内会とは、
インターネット をきっかけにいろいろなサークル
を利用して、
町内会などの活動や状 が結成されたり、
地域の問題を自分
況をお知らせしたり、
会員同士で身 たちで解決しようという動きも現
近な情報や意見交換ができるシス れているようです。
テムです。
時間や場所にとらわれないイン
町内会の行事や決まり、
子ども会 ターネットは、
忙しい方にもぴった
などの活動状況を町内外へ広くお り！
「電子町内会」
を利用して新しい
知らせすることができます。また、 仲間づくりを始めてみませんか？
システムを利用して、
世代を超えた
〈問〉市民局市民総務課
会員同士の交流もできます。
5086（803）1029

(‑̲‑)JR高島駅、夜9時以降無人化
新制度後、何も問題なく過ぎて
いるのでしょうか？心配です。
(^̲‑)道路の 障害 点検はいかが？
道路に限らず、地域のいろんな
箇所、それも朝の顔、昼間の顔、
夜の顔、それぞれのシーンを見て
みるのもいいかも。
(?̲?)議員の仕事とは？
議員は、議員にしかできないこ
とをやってこそ、存在意義が強ま
るのではないでしょうか。
(=̲=)誰が三丁目劇場を守るの？
三丁目劇場の道路沿いの看板、
吉本が来てた頃は毎週末の出演者
名や催しなどが書かれていたので
すが、今はまったく何も書かれて
いません。「衰退してます」と自ら
宣言しているみたいで･･･。
(@̲@)シネマクレール
シネマクレールとは岡山市石関
町と丸の内にある単館ミニシア
ター。実は地方都市では数えるほ
どしかないミニシアター。なんと
なく、郷土の誇りです。
(^o^)Ｘ マスイルミネーション
ここ数年、流行してますね。町
内会などでみんなで力をあわせて
イルミネーションでも飾れば、こ
れまた一つのまちづくりでは。
（岡山まち研メーリングリスト抜粋）
※メーリングリストとは電子メールで複
数の人に同じメールを配送できる仕組
み。テーマ討論や意見・情報交換の場に
使えます。

※メーリングリスト参加希望の方は
下市このみ事務所（5086
（270）
5333）
までご一報ください。

11 月 3 日
学童保育ふれあいフェスタ
2004

10 月 16 日
手づくりミュージカル
「ドラネコ座」講演

■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

11 月 7 日
第11回ひまわりマーケット

TEL&FAX (086)270-5333
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2004年12月14日（火） 個人質問
ホームページに全内容を掲載しています

節水目標
▼岡山市民1人当たりの水使用料は
他都市に比べて高い。
節水目標を定
めて、取り組むべきではないか。
〔水道事業管理者〕今のまま、啓発・
啓蒙活動を続けていけば、
県内平均
程度の数字にはなるのかなと思う。

防災対策

質といえる。
なんでも焼けばよいも
のではないのでは？
〔環境局長〕カン・ビン・ペットボト
ル・古新聞などは資源化物として回
収、
雑紙は市有施設等ではすでに分
別収集をおこな
い、極力焼却を抑
制するように努め
ている。

▼いつも携帯でき、
年令に応じたわ
生涯学習
かりやすい防災ハンドブックを全
戸に配布し、各家庭、地域で災害に ▼公民館での、高齢者・障害者の生
対して備える心構えを喚起するべ きがいづくりをどのように促進し
ているのか。
公民館のバリアフリー
きと考えるが、どうか。
〔総務局長〕小中学生の参加も含め への取り組みはどうか。
て自主防災会等の地域が主体的に 〔教育長〕生きがい情報センターの
おこなうことのできる啓発方法に
ついて研究していく中で、
防災ハン
ドブック等の活用も考えていく。
▼市民への避難所の周知や、
避難所
「消費期限切れのコンビニ弁
として指定している小・中学校屋内
当や、食品類を豚に与えて悲劇
体操場の耐震性等の情報提供はど
が起きた」北九州地方の養豚家
のような方法で行うのか。
が飼育する母豚25頭に突然異常
〔総務局長〕避難所の周知について
出産が起こった。死産や奇形の
は、市の広報紙・ホームページなど
豚の出産が相次いだのである。
でおこなっている。
小中学校屋内体
人間の羊水もそうだが、健康
操場を避難所として使用する場合
な豚の羊水は透明である。それ
は、その時の被害
が、異常出産した豚の羊水はこ
状況をふまえ安全
げ茶色に濁っていた。飛び上が
性を十分考慮した
らんばかりに驚いた養豚家だ
上で対応したい。
が、すぐ、ある原因に気付いた。
実はこの養豚家は、
3ヶ月前か
ごみの減量化
ら母豚の餌に、売れ残りのコン
▼ごみを燃やしても「煙のように」
ビニ弁当やおにぎり、スパゲッ
消えるわけではなく、
この排ガスも
テ ィ 、惣 菜 、サ ン ド イ ッ チ な
廃棄物であり、残灰と同様、汚染物

活用や高齢者教室、寿大学、知的障
害者のためのパソコン教室、
障害児
とともに生きていくための講座な
ど、高齢者・障害者が公民館を利用
して生きがいを持てるような講座
を実施している。施設のバリヤフ
リー化について、
一部未整備のとこ
ろは、
状況を見ながらできるところ
から整備していきたい。

ど･･･産廃回収業者が無料でい
いからと持ち込んだのを、餌代
が助かると受け入れたのだ。月
に20万円の餌代が浮いたが、1頭
の母豚から10頭の出産予定で、
250頭の子豚を失ってしまい、
逆
に大きな被害を被ってしまった
のだ。
豚は人間に最も近い生体をし
ている。私たちは怖くて食べな
い。食べら
れない。

安全と安心を食卓へ20年
〔おかやま土と健康の会〕
影山久方 ℡086
（279）7854

12 月 5 日
上海戦被害者の証言を聞く集い

11 月 27 日
東部地区図書館を創る会
第4回総会

12 月 4 日
幡多クラブもちつき大会

■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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私たちは、
誰でも気軽に利用でき
る本の充実した地区図書館を東部
地区につくろうという目標を掲げ
て、2001年10月に「東部地区図書館
を創る会」を発足させました。そし
て現在その目標に向け、
定期的に勉
強会を開いています。
今回は、小春日和の11月、東公民
館で、毎日子供たちと接している

今年は、台風・地震と多くの自然
災害がおこりました。岡山県も4個
の台風の影響で甚大な被害に見舞
われました。
そんな中、
「自分に何かできるか
分からないが、
少しでも役に立つこ
とがあれば・・・」と考えていたとこ
ろに、議員さんの一言で、台風16号
により床上まで高潮被害にあわれ
た久々井のお宅に、
家や庭に残った
ヘドロの後片付けの手伝いにご一
緒させていただきました。
短時間でしたが、
助け合いの尊さ
小・中学校の司書の先生を囲んで を実感でき、いろんな人が、どんな
『子供には本が必要か』と言う内容 形でもいいから、
自分にできる助け
で、ミニフォーラムを行いました。 合いをしてみれば、と思いました。
図書館用地は、
高屋公園北側に確
また、これからは、高潮災害に対
保されていますので、
学校の近くに する公的な補償や法整備、防災・救
早く図書館をつくろうという思い 護対策についての諸問題を政治的
がよりいっそう強くなり、
これから に解決してもらいたいと考えます。
も、いろんな図書館の見学や、図書
（一市民）
館について感じたこと・癒される空
▼議員報酬の使いみち
間を創作するために、
みんなで図書
(04.9 月〜 11 月）
館実現に向けて活動していこうと
収入
思いました。
（Shou）
議員報酬
2,130,000
旅
計

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）

労働相談なんでもライン
TEL&FAX 086‑270‑5350

16

17

10
日

12

南古都の土壌汚染説明会
第 回岡山県内合併情報交換会
︵里庄町︶
岡山地区労女性協定期大会
幡多学区敬老会
第 回岡山市民体育大会
藤原町内会電子町内会説明会
市民オンブズマンおかやま第９回総会
第 回岡山ハーモニカクラブ定期演奏会
経済委員会
全逓岡山地区退職者組合第 回定期総会

ＤＶ一日電話相談勉強会
第 回岡山県内合併情報交換会
︵船穂町︶
経済委員会視察︵京都市・富山県︶
ＤＶサポートシステムをつなぐ会・岡山
講演﹁医療関係者とＤＶ被害者の連携﹂
ピースサイクル講演会
﹁
﹃無防備地域宣
言﹄
てなあに？﹂
日 岡山国体・スポーツ振興調査特別委
員会視察︵袋井市・仙台市︶
日 岡山市農業委員会視察
︵北淡町︶
講演会
﹁えっ！フライパンから放射能？﹂
第 回沢田柿まつり
里山フェスティバル
︵里山センター︶
経済委員会
地球村・アフリカ報告会
﹁こども兵と小型
武器﹂︵倉敷市︶
月議会開会
19

11

10

24 22 17 16 14 11 10

20

33

63

11

241,800
143,190
144,600
39,900
152,490
77,100
147,000
707,832
561,088
2,215,000

９月
１日 経済委員会
４日 このみフォーラム
﹁市政を語る﹂︵東公民館︶
５日 台風被害ボランティア
︵久々井︶
８日 第７回岡山県南政令市構想合併協議会
︵灘崎町︶
日 地域再生支援センター設立シンポジウム
日 ９月議会開会
日 経済委員会台風被害現地調査
〜 日 本会議
〜 日 本会議
日 本会議
日 第８回 岡山県南政令市構想合併協議会
︵岡山市︶
日 ９月議会閉会
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月
月月月月
４日
５日
７日
日
日
日
日
日
日
日

14

月
月月月月
１日
４日
８〜
日

16

日

28 26 23 21 20 18

〜

〜
日
日
日
日
日

日

29

相談無料･秘密厳守

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

85,000
2,215,000

30

25 24 21 16 14 13 10
22 17

下市このみ活動日誌︵抄︶

11月7日 ひまわりマーケット会場
で東部地区図書館を創る会の宣伝中

費

二〇〇四年の世相を象徴する漢字は
﹁災﹂
︒
本年はハッピー☆な漢字が選ばれますように♪ 本年もご愛読をお願いします︒︵は︶

子どもに本は必要か？
ミニフォーラム開催

法が公布され、
岡山市でも2001年に
「岡山市男女共同参画社会の形成の
促進に関する条例」
が制定されまし
た。
学校教育の男女平等教育を今ま
で以上に進めていくため、
意味のな
い男女区別も見直されました。
岡山
市の混合名簿は、
幼稚園ではそのほ
とんど、小学校でも7割を超えてい
ます。中学校ではまだ1/4とやや遅
れています。
お近くの学校の名簿がどうなっ
ているのか、
調べてみてはいかがで
すか。

編集後記

皆さんが子どもの時、
学校の名簿
はどういう順番だったでしょうか。
たぶん多くの方が、
男女別々で男子
が先、女子が後だったことでしょ
う。でも、それってなんか変じゃな
いですか？
1999年に男女共同参画社会基本
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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。

