
おおつかあい・プロフィール
1974年1月10日生まれ。旭操小学校、
操南中学校、岡山朝日高校、岡山大
学教育学部卒業。99年より福島県で
農業研修。4年間の大工修業の後、自
宅を建て、大工として働く。2011年3
月福島原発事故により一家で岡山に
避難。5月「子ども未来・愛ネットワー
ク」を立ち上げ、避難移住者のサポー
トや福島の子ども達の保養受け入れ
などを行う。北区建部町に夫、3人の
子どもと暮らす。

はじめまして&こんにちは。
　昨年10月より県議会議員
を務めることになりました大塚
愛です。選挙で応援してくだ
さった皆さま、本当にありがと
うございました。一昨年に亡く
なられた横田悦子さんから受
け取ったバトンを、次の世代と
して県政の場へつなぐことが
無事できました。
　3児の母&大工の私にとっ
て、県議への立候補はあまり
に大きな挑戦でしたが、震災

当選後にまず悩んだのは会派
の所属。会派に入るなら、横

田さんがいた「民主・県民クラブ」
と思っていました。しかし、ちょうど同時期に原
発再稼働の陳情が出されることになり、会派に
所属すれば自分の考えに反する行動を取らな
いといけない可能性も出てきました。新米議員
の私にとって、会派に所属してそこで勉強できる
ことは大きな利点ですし、無所属では議会で
の質問回数も限られます。でも、自分にとって大
切なテーマに対して意に沿わない行動はしたく
ない。3週間ほど悩んだ挙句に、「もう入りますっ
て言うてこられぇ。」と奥津先生に言われたの
がストンと胸に落ち、決定。個室から「民主・県
民」の部屋に引っ越して1週間も経たないうち
に、ずっと前からそこにいたような居心地良さを
感じるのが不思議でしたが（横田さんマジック
かな？）、立場や考え、個性もさまざまな9人の会
派の皆さんと、原稿作りを話し合ったり、共通の
テーマの情報交換をしたりして、よい勉強をさ
せてもらっています。懸案の陳情の採決の際に

は、私の思いを尊重するという異例の措置のお
かげで、横田さんも果たせなかった行動を取る
こととなりました。感謝。

自分が選挙に臨んだら、急に気になり始め
たこと。それは、土建業の会社に貼ってあ

るポスターは自民党のものである率がとても高
いこと。それが当たり前の景色になっていたこと
自体に、「あれ？」と思いました。また、「自民党
は仕事（お金）をもたらしてくれる」というような話
を聞く機会が増えましたが、「いや、それって与
党のお金じゃなくて、みんなの税金だよね」と
思うし、そういう関係を無意識に受け入れている
社会があることを改めて意識しています。
　自民党にはあまり良いイメージを持てずにい
ますが、県議会に入ってみたら、政党のカラーよ
りも地域性や個性を
感じる場面の方が多
く、共感を感じる議員
さん達といろんな連
携ができたらいいなと
思っています。
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あいさつまわり
43歳&母66歳の誕生日
チーム♥i会議
足守福谷地区でお話会
民団新年賀詞交歓会、
福山哲朗さん講演会、御津猟友会
吉備中央町出初式、御津西谷区
総会、駅前女性の会など

 子
どもの権利を守っていくために、
岡山のさまざまな現場から国連に

レポートを出す活動に参加し、私は原発
事故に関するレポートを担当しています。
昨年はタウンミーティングが3回行われま
したが、教師、学生、NPO職員、発達障
がいに向きあう保護者などさまざまな方
が参加し、それぞれの熱い想いが寄せ
られました。今後も「子ども」をキーワー
ドに、いろんな人達が集まる場を続けら
れたらいいなと思います。

 福島県須賀川市で交流会を開催し
ました。原発事故後に岡山に避

難した親子、福島に住みながら県外保
養に参加している親子、福島で脱原発
の活動をがんばっている方など約50名
が参加し、おしゃべりに花が咲きました。
原発事故は放射能汚染だけでなく、価
値観の違いから生まれる分断の辛さを
もたらしました。そんな分断を少しでも埋
めたいという思いから企画した交流会で
したが、参加した皆さんにとっても心温ま
るひと時になったようで嬉しかったです。

おもな「活動記録」から（2016年11月～2017年1月）

 選
挙前に「議員は公人だから大変
よ～」とまわりの人達からいろいろ

言われましたが、楽天的な私は「実際に
何が大変なのか、なってみないと分から
ないなぁ」と思っていました。そして今よう
やく、その「大変」の意味を感じつつあり
ます。選挙で推された者として1万人分く
らいの声を伝えるマイクを持たされてい
るような、「社会」や「岡山の未来」という
ものに常に意識と責任をもっているような
感じで、やはり重責です。身の丈にあわ
ない上着を重く感じることもありますが、こ
の役目を与えられたからこそ見える岡山
の景色、出会える人たち、関われるテー
マがあることに、ワクワクしている自分もい
ます。このマイクや上着がしっかり活用さ
れるよう、いろんな場で皆さんの声を聴
かせてくださいね。

後の支援活動を通して行政
と関わりを持ってこれたおか
げで、「政治」という漠とした
存在を自分につなげて捉える
ことができたように思います。
　出馬を悩んだ2か月間は、
本当にトコトン悩みましたが、
「子育てしている女性が出て
いかないと、政治は変わらな
いのよ。大丈夫、愛ちゃんの
やり方でやればいい。」と笑
顔で話してくれた横田さんの
言葉を何度も思い返しなが
ら、家族との話し合いを重ね、
子育てとの両立を大前提にし

て、スタートす
ることになりま

した。
　それから補
欠選挙まで
の4か月は、い
ろんな方たち
に支えられな

がら歩き出し、温かい人の輪
が少しずつ広がっていきまし
た。街宣では自作の歌を歌っ
たりして、自分らしい自然体の
選挙活動を作っていきました。
「選挙だからと言って無理をし
ない」ということが、次の市民
派選挙に続いていくためにも
大事だと思いました。
　とはいえ、人生初の選挙は
それなりに大変でしたが、たく
さんの方の応援のおかげで、

44,382票という大きな支持
をいただき、みんなで喜びを
分かち合える結果が得られて、
本当によかったと思いました。
　開票速報が届いた瞬間の
横田賢一さんの大喜びは、決
して広島カープが勝っていた
からだけではなく、悦子さんの
分まで2人分喜んでくれたか
らだと思っています。横田悦子
さん、これからしっかりがん
ばっていきますね。

 ［事務所］

 〒700 -0971
岡山市北区野田5 -8 -11
Tel:086 -244 -7721
Fax:086 -244 -7724
e -mail: info@midori-okayama.org
http://midori-okayama.org/
 ［自宅］

 〒709 -3122
岡山市北区建部町吉田321
携帯：070 -5056-3808
e-mail:ai@midori-okayama.org

はじめての街頭宣伝も温かい応援のおかげで乗り切れました!
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P.02-04 はじめての一般質問
P.01 あいさつ「はじめまして&こんにちは」
P.05 おもな活動記録から（2016年11月～2017年1月）

P.06 愛ちゃんがゆく！―県議体験記―／日々 のうごき（2016年10月～2017年1月）

1. 県の所有地にあたる裏山の木が育って自宅に被さってきたのだが、切ってもらえるか？

2. 地域で管理している「緑と水の道に、予定していないフェンス工事が始まった。県の

施設なのでなんとかしてほしい。

3. 昨秋のおかやま国際芸術交流で県の天神山文化プラザの主要会場が2か月間も使

われた。もし3年後も開催するのであれば、地元の芸術活動を押しやらない形にしてほ

しい。

4. フリースクールを始めたいので、参考になる情報がほしい。

5. 学校教員の負担を減らせるようにしてほしい。

6. 発達障がいをもつ子どもや親のためによりよい支援制度を作ってほしい。など。

議員を通さずに解決できる案件も多 あ々ると思いますが、いろんな方からの相談を通して、県
行政の仕組みを勉強しながら、解決した場合には喜びも共有させてもらっています。何か
困ったことがあったら、ひとまずご相談ください。

幸福度指標、発達障がい、中山間地
域のテーマ、電力会社の人達との「争
わない座談会」など。

これから取り組みたいこと！
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 第1話
「会派でいっぱい悩みました」

日々 のうごき
2016年10月～
2017年1月

岡山県議会議員
大塚愛 県政レポート［第1号］

発行：2017年2月（2016年11月議会報告）

–

最新情報を発信してます

 Facebook:

 ・みどり岡山
 www.facebook.com/greenokayama

 ・大塚愛
 www.facebook.com/ohtsuka.ai.3

 みどり岡山ホームページ：
 http://midori-okayama.org

子どもの権利条約
◎岡山の教育タウンミーティング　
2016年11月20日

避難者交流会@福島
◎子ども未来・愛ネットワーク主催
2016年12月29日

議員という上着を着て

たとえば、こんな相談を受けています！

10月16日、選挙3日目の個人演説会@岡山労金ビル
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  はじめての
    　   一般質問

震 災を機に大きく人生を変えることを
余儀なくされた私ですが、昨年亡くな

られた横田悦子さんが、20年来市政県政
の場でがんばってこられた思いを受け継ぎ、
政党や大きな組織に属さない、市民の中の
一人として、この県議会に送っていただくこと
になりました。
　初めての選挙はとても大変でしたが、そ
れ以上に嬉しいことも多 あ々りました。また、
名前が名前だけに、若い人たちがたくさん
手を振ってくれて、選挙に関心を示してくれ
たことも嬉しかったです。今後の市政、県政、
国政の選挙において、「いい政治のための
いい選挙」が行われていくことを望んでいま

すし、私は与えられたこの貴重な場で、しっ
かりがんばっていきたいと思います。

移 住とは、単に住む場所を移す行為で
はなく、大きな災害や価値観の転

換、転職や退職などを機に、生活全てを新
たにリセットしていく営みでもありますので、受
け入れ側にはその背景を汲み取る配慮も
大切になると思います。そして、その最初の一
歩を応援するために、「お試し住宅

（1）

」のよう
な一時的住まいを提供し、かつ近隣地域
の情報を提供できることはとても役立つと思
います。改築費の補助に加えて、利用者へ
の相談対応や下見のアテンドサービスなど

をするための補助制度を作ってはいかがで
しょうか？
　また、住宅支援が打ち切りになったり、県
内で住み替えを必要とする避難者のため
に、全国避難者情報システムに登録してい
る世帯を、利用できる対象者に加えていた
だけないでしょうか？

移 住後の生活がスムーズに進んでいく
ためには、その地域の人達との関係

がとても大きな要素となります。また、検討段
階からその地域で活動している人たちと知
りあえることは、よりスムーズに移住を検討で

きますし、地元の人にとっても、「どんな人が移
住してくるんだろう？」という不安を解消する一
助になったり、移住者とのコミュニケーションを
助けてもらえる存在となります。実際に移住し
た人の「岡山に来てよかった。」という実感が

口コミで伝わることで、さらに新たな移住希望
の方につながっていくと思いますし、いずれ移
住者たちが「ヨソモノ・ワカモノ」の力で、その
地域に恩返しすることもできるのではないかと
思います。今後の移住定住支援において、各
地域で活動している民間組織との連携をは
かり、丁寧な協働を進めていただきたいと思い
ます。
　また、新しく作成された「岡山県移住・定住
ガイドブック晴れの国ぐらし」はとてもわかりや
すく作られていると思いますが、まだそこに掲載

されていない民間団体が多数あります。行政
の人たちがアンテナを伸ばして民間情報をよ
り広く集めて、それらをポータルサイトなどに追
加していくことで、移住者にとってより有益な情
報が増えると思いますので、ぜひお願いしたい
と思います。

原 発事故の放射能被害により、福島
県をはじめとする被災地では、食の

安全が脅かされ、今も風評被害と呼ばれ
る被害に悩まされています。放射線被爆
は、体の外から浴びる外部被ばくより、体内
に取り入れる食材や水による内部被ばくの
方が気をつけなければいけないと言われて
います。汚染を受けた地域で子どもを育て
る親にとって、リスクのない安全なものを子
どもに食べさせることは日々 の中で大きな課
題で、それを重要視して移住を決意した人
も少なくありません。岡山の人にとって当たり

前に感じる「安心・安全」かもしれませんが、
原発事故に遭遇し移住してきた人にとって
は、かけがえのない価値と感じられます。
　そして、今、西日本では2基の原発が再
び動きはじめています。地震や火山活動が
活発になっている昨今、もし鹿児島や愛媛
で、福島と同様の原発事故が起きてしまっ
た場合、その放射能汚染は偏西風の影響
で東に流れる可能性が高く、風向き次第で
は瀬戸内海沿岸地域も甚大な被害を受
けることになると思われます。もしそうなれば
移住の受け入れどころではありません。岡
山の果物も、魚も、米も野菜も、山も川も、工
業地帯もすべて汚染を受けることになり、港
に入ってくる海外の船もいなくなるでしょう。
これは決して夢物語ではなく、周囲数百キ
ロに原発がある限り、現実に抱え続けなけ
ればならないリスクです。その確率がどんな
に小さくても、ひとたび事故が起こってしまえ

ばその被害があまりに大きいことは、福島原
発事故の費用総額試算が20兆円超えと
いう報道からもお分かりだと思います。
　私はもう二度と、この人生で原発事故を
経験したくない、子どもたちに安心して住め
る自然を残していきたいと願っています。こ
れは、原発事故を機に避難・移住をしなけ
ればならなかった数十万人の、そして被災
地で今もなお苦しみを抱えている人たちの、
深い悲しみと実感を伴った願いでもありま
す。
　原発の問題は国政の大きな課題であり
ますが、岡山県も無関係ではありません。国
民の過半数が原発をやめていく方向を望
んでいる今、原発を推進する側と反対する
側が対立を超えて、ともに課題を解決して
いかなければならないと思います。また、具
体的なエネルギーシフトを目指して、新しい
技術を取り入れながら、自治体ごとのエネ
ルギー自給率を高めていくことも大切だと思
います。
そして何より、原発事故を教訓にして、経済
最優先で進めてきた政治や社会の在り方
を見直し、いのちや心も大切にする視点に
転換していってほしいと思います。

移 住定住支援の現場では、まだまだ物
件が足りていません。特に中山間地域

では貸し物件が少なく、その地域に移住した
い人が来ても、そして、その地域に空き家はたく
さんあっても、実際に借りられる家がないという

ケースが多 生々じています。特に子育て世代
は最初から物件を購入するよりも、まずは賃貸
物件に住みたい人が多いため、現在ある空き
家の活用を進めて賃貸物件を増やしていくこ
とが求められています。また空き家の利活用
のためには、空き家の持ち主に連絡や情報
提供をして、診断・管理・物件提供などの選
択肢を勧めて、ほったらかしになるのを防ぐこと
が大事です。県の空き家等対策推進協議会
を通して、市町村における空き家の持ち主へ

の連絡や情報提供を進めていってほしいと
思いますが、いかがでしょうか。
　また新しい取り組みとして「借主負担DIY

型賃貸借契約」というものが、平成25年度に
国交省のガイドラインより発表されています。
これは簡単に言うと、「安く借りて、自己負担で
好みの模様替えを行う新しい契約形態」で
す。岐阜県各務原市では、この契約を用いた
モデル事業を実施しており、空き家の所有者
と借主のマッチングや契約までの流れを、行

政、デザイナー、大学などが協力してサポー
トする事業を行っています。また、借主が専
門家からリフォームのアドバイスを受けるこ
とができたり、空き家ツアーやD

（2）

IYワーク

ショップなどを開催しています。実際にワー
クショップを開催してみると、移住者だけで
なく、地元の若い世代の参加者も多いとい
うことで、今の若い世代が求めている「家を
買う気はないけど、自分らしい暮らしを作っ
ていきたい」というニーズに応えた、新しい
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 1.
自己紹介

  3.移住支援における
    民間組織との協働、
    情報の開拓

5. 
原発災害を
繰り返さぬために

 2.お試し住宅

 4.
空き家対策

12月8日、当選後44日目にして一般質問にチャレンジ。
机の上の水が注げないくらい緊張しましたが、
傍聴の皆さんの応援にも助けられ、
自分らしい初質問ができました。

形が実現している事例だと思います。ともす
れば空き家には暗いイメージもありますが、
やり方によっては明るく楽しい営みの対象に
なる、この「Do it yourself」の空き家活用
法を、ぜひ岡山県でも普及させていけたらと
思います。

Ohtsuka Ai  “IPPO  TSUSHIN” [no.001] 2017.2

隣の空き地に作った遊具にて子どもたちと
@建部町 in 2015

–
註：
1. お試し住宅
現在16市町村にて運営。HP「おかやま晴れの
国ぐらし」にてご覧ください。

–
註：
2. DIY
Do It Yourselfの略語で、専門業者に任せずに
自分で修繕工事などをすること。

◎2017年2月議会の日程：2月22日（水）／開会、24日（金）／代表質問、28日（火）～／一般質問、3月17日（金）／閉会
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＊質問と答弁の詳細は、県議会のHPでみることができます。＊大塚愛は、2月議会でも一般質問に立ちます。

自分で建てた自宅@福島県双葉郡川内村


