
福井市教育支援プラン［福井市議会］ 6つの重点目標
福井市教育支援プラン

5つの力量アップ

基本目標
地域を支え、世界に羽ばたく人材の育成
̶福井の人づくりプラン

①郷土福井について学ぶとともに、世界に目を向け
た教育への支援
②学びの場としての学校の教育環境づくりへの支援
③食の楽しさを感じる食育への支援
④保幼小中の連携への支援
⑤家庭・地域・学校の連携への支援
⑥教育活動の基盤となる施設・設備の充実への支援

日本一の教育システム整備を掲げている福井市では、社会
の変化に対応できる教育環境づくりを目指しているそうで
す。わが岡山市も、不登校・暴力問題等いろんな課題があり
ますが、やはり地域と家庭、そして学校の三つの連携がとて
も大事であると感じました。

公共交通を軸とした
コンパクトなまちづくり［富山市議会］
コンパクトシティを目指す富山市では、日本初の本格的LRT
「富山ライトレール」として広く市民に理解され、約8割以上
の市民の皆様に評価されています。岡山
市でも、JR吉備線を含めた岡山LRT構想
はありますが、現実にはまだまだ遠い状
況です。

金沢市観光戦略プランと、歴史都市金沢のまちづくり［金沢市議会］

岡山市議会 議員定数の削減

金沢は藩政時代のまちなみや歴史的建造物が今も街中に息づく、伝統に裏打ちさ
れた格調高い文化が香る街です。また、金沢21世紀美術館やファッション産業都市
づくりなど、新しい文化の創造も進めています。岡山市でも後楽園を拠点に観光戦
略プランを作り、文化と伝統をアピールする重要性を感じました。

今回わが政隆会が、6月定例会で議員定数削減案9
人減を提出しましたが持越しとなり、9月定例会にて
他会派提出の6人減の案が可決しました。

岡山市議会 議員報酬の削減
政隆会が提案しました、議員報酬 一人月額4万円減
の案が、全会派賛成で可決されました。

緊張感とわくわく感を感じながら、市議会議員として初め
ての視察へ北陸に行ってきました。
福井市（人口約２７万人）、富山市（人口約42万人）、金沢
市（人口46万人）と岡山市より人口は少ないですが、と
ても近代化されたシステムや街づくりに、情緒あふれる街
並みが同居し、大変参考になりました。

環境モデル都市と、
自転車市民共同利用システム事業［富山市議会］
富山市は環境モデル都市として、低炭素都市を先進的に行
い表彰も受けています。また、市内各所に設置されたステー
ションから自由に自転車を利用し、任意のステーションに返
却できる自転車市民共同利用システム「アヴィレ」が、市民
に広く利用されています。
岡山でも同様のシステムを現在試験的に行っていますが、
誰もが使いやすいシステムにできるように、さらに検討する
必要があると感じました。

３・11の東日本大震災。信じられない光景が今でも頭をよぎります。
被災された方 に々対し、心からお見舞い申し上げます。
あれからもう７か月半過ぎました。日本人の絆を再確認し、早期復興に
向けて大きく動き出そうとしてる今、岡山市も台風１２号による大雨で
大災害が危惧されました。今一歩のところで雨は上がり、本当に良かっ
たと思います。今回の災害では岡山市の防災対策に、多くの問題が浮
かび上がりました。この教訓が生かされるように、私もしっかり見守って
まいります。
さて、私は皆様のご支援により岡山市議会議員の職を受け、心から感
謝しています。あれから早、半年が過ぎ、大変忙しい毎日を一日一日、
一生懸命頑張っています。
岡山市は政令市となり、めざましい発展をしてくれると市民の皆様も私
も期待していましたが、なかなか思うようには前に進まない現状です。
年々扶助費は増え続け、きびしい財政状況の中、岡山市当局の方 も々
岡山市議会議員も、市民皆様の安心・安全のため、日々努力していま
す。今後とも、ご指導ご鞭撻賜りますよう、よろしくお願いします。
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挑戦します！
　地域のために。

自転車市民共同利用システム「アヴィレ」 「アヴィレ」の試乗

福井市役所前 教育支援プランについての説明

環境モデル都市
についての説明

伝統的建造物群保存地区

平成23年9月2日現在

岡山市の選挙人名簿登録者数と議員定数
区 分 人 数 現在の定数

北区（20）

南区
（11）

東区
（6）中区

（9）

改正後の定数
北 区
中 区
東 区
南 区
岡山市計

230,232人
113,421人
79,048人
134,907人
557,608人

21人
11人
7人
13人
52人

20人
9人
6人
11人
46人



吉備地域センター及び吉備公民館の
早期整備計画について

個人質問

吉備地域センターは昭和13年、吉備公民館は昭和46
年建築のため、大変老朽化しています。吉備地域センター
は防災の面でも大変危険な状態で、吉備公民館も耐震補
強されていません。対策を早期に計画し、一刻も早い完
成をお願いしたい。

吉備地域センターは応急的な補修、修繕等を行ってきまし
たが、根本的な対策には至っていません。吉備公民館につ
いても耐震対策が検討されています。
岡山市では、市有施設全体の整備の方向性を出す必要が
あると考えており、できるだけ早く検討結果をお示しでき
るよう努力する考えです。

庭瀬駅南側の道路整備及び
土地区画整理事業について
庭瀬駅南地区は南北及び東西の幹線道路は非常に狭く、
慢性的な渋滞が続いています。
庭瀬駅東踏切拡幅工事について、現在の進捗状況と今後
の予定をお聞かせください。
また、庭瀬駅南側整備と北長瀬の北側の土地区画整理事
業を今後どのように取り組みをするのか？

庭瀬駅東踏切拡幅工事については、踏切の安全な通行確
保を目的として踏切及び前後の道路に歩道を設置する方
向で、ＪＲ西日本や地域の方々と協議、調整を図っていま
す。早期に用地買収や工事に着手できるよう、地域や関係
地権者の方々の御協力を得ながら、事業の推進に努めま
す。
庭瀬駅南側道路整備については、踏切を改良し、川入・巌
井線と吉備津・松島線を整備による改善効果を見きわめ
ながら検討します。
土地区画整理事業につきまして、庭瀬駅南側は解決が難
しい課題も多く、今後地域の意向や動向に注視してまいり
ます。北長瀬駅北地区は、良好な居住空間をつくり出し、
安全・安心なまちづくりを進めてまいります。また、一部の
地権者から大型商業施設を誘致し組合で施行したいと聞
いておりますが、岡山市では区域全体を市施行で実施す
べきものと考えており、説明を行ってまいります。

吉備地区周辺の公園及び
スポーツ広場等の整備について
吉備地区では多くの皆さんがスポーツを愛し、楽しんで
います。しかし吉備地区はもとより岡山市西部には、総合
公園もスポーツ広場もありません。スポーツ広場や総合
公園、体育館等のスポーツ施設を整備していただきたい。

吉備地区にはスポーツ広場規模のものとして、撫川公園
グラウンドがあります。総合公園やスポーツ広場など相当
規模のスポーツ施設の整備については、岡山市全体の施
設配置のバランス、施設規模や施設内容などを検討する
必要があり、現在策定中のスポーツ振興基本計画の中で
一定の整理を行います。
御意見等を参考に検討いたします。

吉備の中山を観光という観点から
どう考えるか
吉備の中山は岡山県、岡山市にとって大変貴重な文化資
産で、吉備の歴史の上でも重要な場所です。地元の方々
によって大切に守られている吉備の中山を、観光という
観点からも、もっと多くの方々に散策して楽しんでいただ
きたいと思っています。
また、西花尻から御陵へ上がる道が大変傷んでおり、歩
行者が安心して歩けるような安全対策が必要です。

吉備の中山は、観光面からも吉備路の散策に欠かせない
エリアであると同時に、古代から神奈備山としてあがめら
れてきたパワースポットで、吉備津彦神社と温羅の物語に
まつわる桃太郎伝説の舞台ともなっております。
また、健康志向のトレッキングコースなどとして魅力的な
資源でもあります。今後、映像コンテンツを制作、活用する
などして国内外に向けて新たな情報発信をしてまいりた
いと考えております。
また、県立自然公園ということもあり、さらに吉備の中山
の魅力を楽しんでいただくために遊歩道の整備等につい
ても、「吉備の中山を守る会」との連携や、効果的な方法を
調査研究していきます。
西花尻から御陵へと上がる市道の安全対策ですが、幅員
の狭い坂道となっていることから、今後まず現地の状況等
を調査してまいりたいと考えております。
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景気対策について

個人質問

岡山市の景気対策を教えてください。昔は景気対策に公
共工事を行っていましたが、今後の公共事業量の方針は
どうなりますでしょうか？また、岡山市の新しい成長戦略
はどうお考えですか？

岡山市では景気対策として経済雇用対策予算を編成し、
各種事業に取り組んでいます。この6月にも木造住宅耐
震改修補助事業、企業用地等調査事業等を予算化し、こ
れらの事業を含め公共事業の早期執行に努めています。
公共事業費については、補助事業費は国の予算編成方針
に沿い、単独事業は地方財政計画での伸び率をもとに決
定しております。最近では経済対策による公共事業の追
加で、対前年度比7.7%増（平成21年度）、13.8%増（平
成22年度）、3.6%増（今年度予算）となっています。今後
も国の動向や、市の財政状況で方針を決定していきます。
岡山市では岡山市都市ビジョンを掲げ、実現に取り組ん
でいます。その中で、産業振興ビジョンを策定し、市内企
業の新分野進出や既存事業の高付加価値化などの成長
戦略を図り、新たな分野に挑戦する事業者の支援等を行っ
ていきます。
資金問題に対しては、中小企業の緊急保証制度等による
支援を行っており、対象業者についても見直しをしており
ます。また、中小企業家金融円滑化法の延長期限が今年
度末で終了で、今後、国の動向に注視しつつ、岡山市とし
ても適切で効果的な融資等の施策を検討していきます。

岡山市西部地区整備について
岡山市西部地区の幹線道路整備と、総合公園の設置に
ついてお聞かせください。

西部地区のおもな幹線道路はいずれも朝夕著しい渋滞が
発生しており、国と連携を図りながら解消に努めています。
現在、県道川入・巌井線は今年度の、吉備津・松島線は
平成27年度の供用を目指して拡幅工事を実施し、国道2
号、180号、総社・一宮バイパスも改良・整備を実施して
おります。これらの事業の整備効果を見極めながら、都心
と西部地区を結ぶ幹線道路の整備を検討してまいります。
総合公園は岡山市に5ヶ所あります。西部地区にはありま
せんが、同等の規模・機能を有する山田グリーンパークが
あります。こちらの使用状況を見つつ検討いたします。
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雇用対策と就労教育について
岡山市の雇用対策の基本方針と、子どもたちの就労教育
について教えてください。

中小企業の経営基盤強化により、雇用の受け皿づくりと、
企業と若者たちのマッチングを図ることが大切だと考え、
緊急雇用事業や就業体験と研修を行い、地域の企業等で
就業に結びつけるための地域人材育成事業等を実施して
います。また、就労教育については、学校教育そのものが
社会に出て自立していくための教育ですが、その中でも
キャリア教育という形で工場見学、職場体験学習や校外
での体験学習等に取り組み、進路を考えるきっかけや勤労
観、就業観の育成をしております。
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子ども手当について
子ども手当の制度の内容と、支給される時期について教
えてください。

10月分から来年3月分までの子ども手当については、支
給月額が3歳未満は1万5,000円。3歳から小学校修了
前の第1子、第2子は1万円、第3子以降は1万5,000円。
中学生は1万円。所得制限はありません。支給時期は、こ
れまで同様10月分から1月分までを平成24年2月に、2
月・3月分を6月に支給します。また、新たな支給要件とし
て、子どもの国内居住要件の設定、児童養護施設等に入
所している場合は施設設置者等に支給などがあります。
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防災拠点整備と災害対策について
防災拠点の現状と災害時連絡網の整備について教えて
ください。避難勧告と避難指示の違いと出る基準につい
ても教えてください。

岡山市の水防倉庫は、拠点となる今水防倉庫をはじめ、各
地域センター、各消防署など市内に55ヶ所設置していま
す。今回の災害対策対応の問題を真摯に受け止め、水防
倉庫の場所、資機材の備蓄状況、不足資機材の調達方法
等の周知、関係部局と連携を行い早期対策します。
避難指示は避難勧告後に状況が悪化または突発的に災
害が発生し、直ちに避難行動を開始しなければならない
等、被害の危険が目前に迫っている場合に発令されます。

Q

A

平成23年
6月定例
岡山市議会

その他の

活動

平成23年
9月定例
岡山市議会

岡山市内施設視察 岡山市水道記念館視察 岡山市水道記念館視察 岡山市西消防署視察 市政報告会（平成23年7月20日） 市政報告会（平成23年10月27日） 小学校運動会見学

私はこのたび、市議会議員に成らしていただき、先生と呼ば
れることに戸惑いを感じながら、責任の重さを身にしみて思
い、地元の皆様・市民の皆様のご期待に応え、本当の意味
で、先生と呼ばれるように、そして、政隆会の一員として岡山
市政発展のため、この４年間全力で頑張ってまいります。
どうか、よろしくお願いいたします。

台風12号で被害に遭われた方々に対して心からお見舞い申
し上げます。また、市民の安全のため全力で活動されました消
防局・消防団、町内会長・各種団体関係者、当局の皆様、本
当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。
今回で二回目の質問です、一回目より少しでも良くなるよう
にがんばりますので、よろしくお願いします。


