地域の声がカタチになりました！

皆さまのご支援により、初当選から早 4 年が過ぎようとしてい
ます。その間、いただいた大切なご意見を市政にお願いして

岡山市立吉備公民館の建て替え
総工費約 7 億円、延床面積 1,427㎡。現在と同じ場所に平成
28 年度完成予定で建設されます。吉備・陵南の市民サービス
および、生涯学習の拠点となります。

まいりました。その中でできたこと、まだまだ時間がかかるもの
など色々ございますが、これからも、
もっと多くの皆さまにご意
見をいただき、その期待に応えられるよう頑張ります。

43年間

赤木一雄のプロフィール

ありがとう！

昭和 33 年（1958 年）9月15日生まれ

岡山県立岡山工業高等学校土木科 卒業
元 株式会社赤木組 代表取締役

赤木一雄
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市政報告
─ 地域の声を市政に ─

元 吉備商工会 青年部部長

元 陵南小学校・吉備中学校 PTA 会長

解体前の吉備公民館

陵南ミニバスケットボールスポーツ少年団 団長

平成28年度 完成予定

岡山吉備ライオンズクラブ 会長
岡山市議会議員 一期目活動中

庭瀬駅東踏切 市道平野延友線の拡幅工事
踏切、道路ともに幅が狭
く安全面で不安がありま
したが、拡幅工事により、
歩行者と自転車が安心
してわたれる、安全な踏
切に生まれ変わります。

岡山市議会議員

会派：自由民主党岡山市議団・無所属の会（政隆会）

委員会：市民文教委員会

特別委員会：市民協同・男女共同参画調査特別委員会 副委員長

平成27年春選挙の議員定数

拡幅前の庭瀬駅東踏切

平成27年度 完成予定

北区
（20）
東区

中区 （6）
（9）
南区
（11）

吉備・陵南学区の雨水対策

平成 26年9月2日現在

岡山市議会 議員定数の削減

政隆会が議員定数削減案 9 人減を提出し、6 人減で可決しました。

岡山市議会 議員報酬の削減

政隆会が提案した議員報酬 一人月額 4 万円減が可決されました。

あなたの意見をお聞かせください。

県道川入巌井線交差点に児童待機場所を整備

あ

岡山市議会議員
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お

赤木 一雄

〒701‑0135 岡山市北区東花尻 340‑1 レジデンスイタノ1F
TEL
メール

086‑292‑1077

FAX

086‑292‑1099

kazusan̲915@ybb.ne.jp

ホームページ
Facebook

http://akagikazuo.com/

https://www.facebook.com/kazusan1958
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選挙区岡山市北区

撫川グランド西南にある、吉備排水機場への流入水路の浚渫
および樋門の改修を行い、吉備排水機場の能力が最大限活
かされる状態にしました。

通学の児童であふれて
いた交 差 点も、児 童 待
機場所が整備され、安
全に通学できるように
なりました。

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 改正後の定数
20人
21人
223,851人
北 区
9人
11人
114,823人
中 区
6人
7人
78,563人
東 区
11人
13人
135,455人
南 区
46人
52人
岡山市計 562,692人

岡山市都市ビジョン 新・岡山市総合計画 平成26年度実施計画より

人にやさしい都市交通網の構築

知・徳・体の調和のとれた自立する子どもの育成

都市の活力を高め、超高齢社会に対応するために、公共交通を
中心とした人にやさしい都市交通網を構築し、自動車優先から
人優先のまちに変えていきます。

確かな学力と豊かな心の育成

岡山にふさわしい移動手段の活用
■自転車先進都市おかやま事業
温暖で晴れの日が多く、平
坦な地形を有するなど、自
転車に適した岡山市の特性
をいかし、自転車先進都市
おかやまの実現に向けた取
組を戦略的に進め、まちな
かでの自転車利用環境の向
上を図ります。

確かな学力、豊かな心、健やかな体の「知・徳・体」の調和がとれ、
社会の中で自己実現できる「自立する子ども」を育むため、保・幼・
小・中の連携による連続性を大切にした一貫教育の推進、規範意
識や向上心を備えた豊かな心の育成等を進めます。
中学校区ではぐくむ！学力アップ事業
習熟度別サポート事業
防災教育の充実
親子環境学習サマースクール

おかやまイングリッシュビレッジ事業

岡山っ子スタート・サポート事業
はぐくむ心・あったかハート事業
ユネスコスクール推進事業
犬島 ESDキャンプ

学校問題の未然防止・早期解決
コミュニティサイクル「ももちゃり」

コミュニティサイクル「ももちゃり」の充実
自転車の走りやすい空間作り
北長瀬駅歩行者連絡通路・駐輪場整備事業
自転車利用のルール遵守やマナー向上のための取組強化 等

女性が輝き、安心して子育てできるまちづくり
女性の力が最大限に発揮され、女性が輝くまちづくり
職場をはじめ家庭・地域など社会のあらゆる場面において、性
別にかかわらず市民一人ひとりの個性がいかされる男女共同参
画社会の実現に向けた取組等を進めることで、地域経済の活性
化の鍵となる女性の力が社会の中で最大限に発揮され、女性が
輝くまちづくりを進めます。
女性が輝くまちづくり事業
母子生活支援施設に入所中のDV 被害者等の自立支援

いじめ、不登校、暴力行為等、学校が抱えている様々な課題の未然
防止や早期解決を図るとともに、子どもが落ち着いて授業を受けら
れる学校環境づくりを進め、子どもの学ぶ意欲の向上と問題行動
等の減少を図ります。
ストップ・ザ学校問題 ̶学びの場充実事業̶
スクールカウンセラー
配置事業

未然防止

共に成長し合う
学級集団づくり推進事業

早期発見・早期対応
不登校児童生徒支援員
配置事業

学びの場充実
問題行動等
の減少

教育相談室
適応指導教室整備事業

支援体制
強化

市民一人ひとりが生涯を通じて心身ともに暮らせるよう、疾病
予防や相談機能の強化などにより、市民の主体的な健康づく
りと健康寿命の延伸を図ります。
「健康市民おかやま21（第2次）」の推進
医療費適正化事業
がん総合対策推進事業
歯と口腔の健康づくり条例関係事業

文化・スポーツの振興
多彩な芸術文化やライフステージに応じた多様なスポーツに
親しみ、楽しむことができる環境づくりを進め、市民一人ひと
りが健やかで心豊かに生活し、一体感の持てるまちづくりを進
めます。岡山市民会館については、文化の薫まちづくりの拠点
にふさわしい施設の再整備を目指した取組を進めます。

深刻化防止
学校問題解決
サポート事業

災害に強く安全・安心な都市基盤づくり

いじめ専門相談員
派遣事業

教育に関する総合調査

主体的な学びを支える教育環境の整備

子どもの健やかな成長を地域社会全体で支えるため、子ども・
子育て支援新制度の本格施行に向けて子育て環境を整備する
など、安心して子育てできるまちづくりを進めます。

様々な学習機会の提供や安全・安心の教育環境づくり等をハード
及びソフトの両面から進めることで、子どもや市民の主体的に学び
続ける意欲を高めます。
家庭教育支援事業
ESD 関連図書等整備事業
操山地区公民館建設事業

心身ともに健康に生活できるまちづくり

新岡山市民会館等整備事業
「おかやま国際音楽祭2014」の開催
オリエント美術館特別展の開催

安心して子育てできるまちづくり

子ども・子育て推進事業
保育士・保育所支援事業
放課後児童クラブの充実
「風しん」対策事業
子育て応援サイト「こそだてぽけっと」による情報発信

住みやすい
安全・安心で、
めに、
た
の
り
く
づ
ち
ま
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り
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公民館におけるESD 活動の推進
学校圏耐震改修整備事業

おかやまマラソン（仮称）
岡山市競技力強化事業

人命を守ることを最優先に、最悪の被害を想定した災害に強
く安全・安心に暮らせるまちづくりを進めるため、市有施設の
耐震化・長寿命化や老朽施設の更新、浸水対策の強化、防災・
消防救急体制の整備等を進めます。
吉備・陵南学区においては、足守川の改修と、吉備・白石排水
機場の整備等を、市・県・国が一体となって問題解決を図るべ
く努力してまいります。
市有建築物の耐震化
ライフラインの整備

橋りょうの耐震補強・長寿命化
震災対策ため池一斉点検事業

防災・消防救急拠点の整備

岡山西部総合公園（仮称）整備事業

下水道による浸水対策事業
河川改修事業
高潮対策

内水排除用ポンプ配備
岡山市地域防災計画の修正

緊急情報の収集・伝達体制の整備
東山斎場再整備事業
新斎場整備事業
生活道路の整備「暮らしの道づくり事業」

