
こんにちは。県議会議員
となって、もうすぐ1年を

迎えます大塚愛です。
　「1年（4回の議会）を経験
したら、県行政や議会の流れ
がだいたいわかるよ」と、議員
になった頃によく言われまし
た。当時、私は「岡山県の行
政」という大きな森のような存
在を感じつつ、手探りながら
歩き始めていましたが、確か

に1年経って、その大きな森
の様子や自分の歩き方が少
しずつわかってきたように感じ
ます。
　ご存知かもしれませんが、
私は故・横田えつこさんに託
された思いから議員を目指す
ことになりました。横田えつこ
さんは20年以上にわたり市
民派議員としてがんばってお
られた方で、母の友人でもあり

ましたが、2年
前の秋にご病
気のため急逝
されました。
　生前、私は
横田さんに根
ほり葉ほり質
問をしました。
「県議ってどんな仕事？」「議
会以外の活動は？」「幼児を
育てながらできる？」「外泊す
る頻度は？」などなど。横田さ
んは丁寧に答えて下さいまし
たが、最後にはいつも「やって
みないとわからないわよ。大
丈夫、できるから」とニコニコ
しながら言われていました。
　20代の頃から自給自足の
生活や大工をしてきた私は、
もともと「現場タイプ」の人間
で、抽象的に感じられる「政
治」というものが苦手でした。
しかし、アレコレ悩みながら

も、いろんな方からお話を聞
いたり、沢山勉強したり、議会
質問に毎回チャレンジしたり
しているうちに、その手触りや
力学を少しですが感じられる
ようになってきました。やはり大
切なのは、岡山県に暮らす人
たちが感じている思いを行政
に反映させること、そうして、よ
りよい未来をイメージしていく
ことだと感じます。3人の子育
てをサポートしてくれる夫や
両親にも感謝しながら、ここか
らまた2年目を頑張っていき
たいと思います。
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P.02-03 「防災」と「エネルギー」について質問しました
P.01 議員として歩き出し、1年を迎えました
P.03 おもな活動記録から（2017年7月～10月）

P.04 愛ちゃんがゆく！―県議体験記―／日々 のうごき（2017年7月～10月）

 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。

 第4話

「女性のつながり」

岡山県議会議員
大塚愛 県政レポート［第4号］

発行：2017年10月（2017年9月議会報告）
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最新情報を発信しています

 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

7.18～19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.29～30

8.2～3

8.4～6

8.6

8.8

8.10

8.11

8.14

8.16～17

8.20

土木委員会県内調査（備中）
農産課と三徳園のお話、
南海トラフ地震対策の勉強
エネルギーを語ってみる会、
避難者と県の防災意見交換会
鏡野町議光吉ひとし報告の
つどい
AMDA南海トラフ地震
プラットフォーム会議
常任委員会（土木）、
三徳園の話し合い
竹枝小学校キャンプ、
御津南夏祭り
土木委員会県外調査@北海道
福島県川内村の自宅滞在
8・6平和の夕べで講演@広島

産業労働委員会県内調査
（県警本部他）

常任委員会、
会派代表質問項目整理
建部町納涼花火大会
夏祭り（竹枝、五条、宇甘東）
土木委員会県内調査（美作）　
岡山市操車場跡地の
公園ミーティング、
従軍慰安婦（植村裁判）講演会

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

8.29

8.31

9.3

9.4

9.5

9.8

9.9

9.10

9.12～20

9.16

9.18

9.19

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

常任委員会、「三徳園・小鳥の森
を愛する会」県との懇談会、県
政・市政お話し会@京山公民館
岡山市新斎場の裁判、福島原発
おかやま訴訟、リプロカフェ視察
エネルギーの未来を考える会の
お話
みどり岡山会議、
学童保育運営委員会
常任委員会
NPO移動ネット総会
小学校の奉仕作業、エディブルエ
デュケーション講座@くらしのたね
県政おはなし会@建部、
特別委員会（地域振興・防災・環境
対策）、林原靖さんお話会
エネルギーを語ってみる会vol.2
備前グリーンエネルギー訪問、
教育防災のお話
県総合防災訓練
@西大寺緑化公園
まきび支援学校視察、自然エネ
ルギー勉強会、更生支援講演会
9月議会開会
代表質問（柳田哲議員）
国労定期大会
御津南地区敬老会
一般質問、15日に登壇
カモミール交流会@吉備公民館
岡山市斎場問題フィールドワーク
竹枝小学校運動会
特別委員会、国体壮行式
常任委員会、みどり岡山会議
おかやま希望学園運動会

ファシリテーション講座
「残したい仕事と人づくり」のお話
@建部

9.26

9.27

9.28

9.29

9.30

10.1

10.2

10.3

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.13

10.14

CAP「性の加害と被害」講座、
「子育て真っ最中女性議員と
語る未来」トークイベント、
次女3才誕生日

9月議会閉会
通所付き添いサポート隊出発式、
フードバンクのお話@建部公民
館、いっぽ通信打ち合わせ
メガソーラーの環境影響のお話
@岡山理科大学　
後楽館中学高校文化祭
わっしょい和んさか吉備高原フェ
スタ
息子風邪ひき
県内調査（総合教育センター）、
学童運営委員会
御津エヌエス日進産廃の
設置許可取消提訴、劇映画「母」
エコエネ技術士ネット訪問
@児島、水素セミナー
水彩画連盟展、
里親・社会的養護のフォーラム、
お月見会@御津河原邸
建部町吉田地区秋祭り
（息子は初の獅子舞）

横田えつこさんを偲ぶ会　
事務所作業、タイの女性と子ども
の支援報告会@金光
常任委員会
御津産廃阻止同盟の決起集会

日々 のうごき
2017年7月～10月

岡山県議会は54名のうち7名が女性議
員（10月に1名減）。それぞれ政党や会派

は違いますが、年に数回一緒に勉強会や視察
をしていて、この夏は性犯罪厳罰化の刑法改
正の勉強会や倉敷まきび支援学校の視察を
しました。女性は「いのち」や「子ども」に対す
る思いが近いせいか、垣根をこえて話し合える
場が生まれ、また議員として意欲的な方が多く、
よい刺激になっています。また、先日の「子育て
真っ最中 女性議員と語る未来」のトークイベ

ントでは、高
松市議として
活躍する元
気なお二人
をお迎えして、
女性ならでは
の本音トークが盛り上がりました。世の中の半
分が女性ならば、政治の場でも女性の視点が
必要ですし、そのようなバランスや調和がこれか
らの社会により必要なのではないでしょうか。

倉敷まきび支援学校へ女性県議6人で

きれいな神輿に見入る子ども達と@建部町吉田秋祭り

偲ぶ会では、在りし日の温かいエピソードが溢れました
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 ［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



「おかやま新エネルギービジョン」では、地球温暖化防止、産業

振興、地域活性化のための新エネルギー普及を進めること

とし、今後期待される新たな視点として水素の利活用、熱の有効利用、

蓄エネの導入を加えています。また、3年後の新エネルギーの電力の

目標を21.1%（現在7.6％）としていますが、その目標を達

成するためには、省エネと新エネ普及の両面から、さま

ざまな取り組みを進めていかなければならないと思い

ます。

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」

 原発を止めるには、持続可能な自然エネル
ギーを増やすことが必要。そのために何

ができるかを考え、さまざまなエネルギーにまつ

 自力で運転できない高齢者の方が、週1

回の交流の場に参加できるよう、住民が
2人1組で運転付き添いのサポートをする活動
が吉備中央町で始まりました。車両は社会福
祉法人や町が提供し、町は1組に1日2,000円
の補助をします。自宅から出かける機会の少な

わる情報交換をして語りあいました。3・11以降
に自然エネルギーは増えてきましたが、まだまだ
課題もあり、「地域経済につながる持続可能な
エネルギーをいかに作っていけるか」がこれか
らの鍵になると思います。講師の方など交えなが
ら、今後も皆さんと学んでいきたいと思います。

い方たちの楽しみや体力維持につながったり、
サポート隊の方たち自身もやりがいを感じられ
る活動になればと、私も関わり応援しています。

人口減少に向
かう社会に向
けて、こんな助
け合いの取り組
みが広がってい
くとよいですね。

おもな「活動記録」から〈2017年7月～10月〉

エネルギーを語ってみる会
@コットン古都夢（7月21日・8月29日）

通所付き添いサポート隊出発式
@吉備中央町（9月28日）

9月定例会一般質問で「防災」と「エネルギー」について質問しました。〈2017年9月15日登壇〉

◎2017年11月議会の日程：11月30日（木）開会／12月5日（火）代表質問／5日（火）・8日（金）・12日（火）～14日（木）一般質問／22日（金）閉会＊質問と答弁の詳細は、県議会のHPでみることができます。

30 年以内に70%の確率で南海トラフ巨大地震が起こると言わ

れる今、東日本大震災から岡山に避難移住してきた方たちか

らは、「このままの防災で大丈夫だろうか」という不安

の声もあります。災害の少ないこの岡山県でも、しっか

り備えていかなければならないと思います。

「
防
災
」

　  東日本大震災では、子ども達の命を守れるか否かが学校
の判断に大きく影響されました。いざ大災
害が起きた時には、学校敷地内だけでな
く学区内に起こるさまざまな状況を想定し
た判断が求められますが、それらに対応す
るためには学校安全を担う教員が日頃か

ら地域の方のお話を聞いたり、専門的な
防災研修を受けたりしておくことが必要だ
と思います。学校安全の研修において、地
域との連携を促したり、特に県南地域で
は南海トラフ巨大地震を意識した地震対
策を研修に加えてはい
かがでしょうか。
 ̶

A2. 地域との連携を働き

かけると共に、専門家によ

る災害対策や被災者の

体験談を取り入れて研修

の充実に取り組みたい。

Q2.

　  南海トラフ地震発
生時の津波は、県内
で一番早い備前市

で約2時間（遅い所では3時間以上）と予想
されており、東日本大震災の状況とは違う
岡山バージョンの津波対策が必要です。
津波の到達予想時間を市町村ごとに周
知するとともに、たとえ液状化が起こって移
動が困難になったとしても、到達時間を考
慮した上で落ち着いて移動すること、津波
は川や用水路沿いに上がってくるため避
難時に通らないことなどを伝えていく必要
があると思いますが、いかがでしょうか。

 ̶

A1. 岡山県特有の被害想定や被災地の教

訓を丁寧に周知して、取り組んでいきたい。

Q1.
　  県有施設のうちで、新エネルギーの熱利用を導入している施設は
何か所ありますか。特にお風呂や温水プー
ルを使用している施設では、太陽熱の利用
により燃料費や温室効果ガスの削減が可
能になると考えられますが、その導入のため
の施設診断を行ってはいかがでしょうか。
 ̶

A2. 県有施設で熱利用している施設はな

い。風呂や温水プールを利用する施設には省

エネ効果が高いと考えられるので、管理者へ

熱利用の意義を周知し、施設診断のための

情報提供をしていきたい。

Q2. 村における補助制度導入の働きかけを進め
てはいかがでしょうか。
 ̶

A3. 太陽温水器の効率の良さや経済性につ

いて、今後も様 な々機会に周知していきたい。

今年度から市町村に省エネ設備への県補助

制度を創ったところであり、引き続き市町村の

取り組みを促進していきたい。

　  家庭用の太陽熱温水器は、従来と比べてデザイン性や性能
が向上しており、6～8年分の燃料代で設置
費用が賄えるほど経済的に優れたシステム
と言えますが、今後より積極的なPRや市町

Q3.

　  パリ協定では、今
世紀後半には温室効
果ガス排出を実質ゼ
ロにすることが合意さ
れており、公共施設の
ゼロエネルギー化は

近い将来行わなければならない課題となっ
てきます。県内でも倉敷市や津山市では、公
共施設のゼロエネルギー化や省エネ、熱エ
ネルギー導入検討などを進めているところ
です。公共施設を代表する県庁舎の耐震
改修工事においても、省エネと新エネル
ギー導入を進められるよう、専門的知見をあ
わせた診断と検討を行っていただきたい。
 ̶

A1. 来年度から行う基本・実施設計において

省エネ診断を受けることにしており、新エネル

ギー導入もあわせて検討していきたい。

Q1.

　  2011年に固定価格買取制度
（FIT）が創設され、それにより太

陽光発電をはじめとする新エネルギー発電
設備は急増しましたが、その中では住民との
トラブルや違法な開発行為が起こるケース
もあり、ともすれば「ソーラー発電＝自然破
壊」という構図すら感じられる現象が起き
ています。
　今年4月から新たに国のガイドラインが義
務づけられ、トラブル防止の一助になると思わ
れますが、大規模な開発において防災や自
然保護、景観などさまざまな観点において、地
域住民の合意形成が伴う開発を進めてい
くためには、環境アセスメントが実施できるよ
うにするべきと考えますが、いかがでしょうか。
 ̶

A4. 環境アセスメント以外の法令により、災

害防止や自然保護等の適切な措置を求めて

いるところであるが、貴重な自然や住民に悪

影響を及ぼすことのないよう努めたい。

Q4.

　  発達障がいや自閉症をもつ方は、いつもと違う状況で不安に
なる、困っていることを言葉で伝えられない、
感覚過敏などさまざまな特性を持っているた
め、災害時の避難所においても、それらの特
性を理解した上での配慮が必要になります。
過去の震災でも、障がいをもつ方たちが避
難所を利用できずに過ごしたことが問題と
なってきましたが、いま県内に住む発達特性
や障がいをもつ子の保護者たちも、「大地
震が来た時に、我が子とどのように行動すれ
ばよいのか？」と心配しています。
県内市町村では作成が進んでいる避難所
運営マニュアルにおいて、災害時要配慮者
のそれぞれの特性にあわせた配慮事項を
加え、地域組織の避難所運営に反映される
よう、市町村にしっかり働きかけていただき
たいと思いますが、いかがでしょうか。
 ̶

A3. 市町村と連携して、新たな避難所運営マ

ニュアルのモデル

を作成していると

ころであり、先進

事例や国のガイド

ラインを参考にし

て配慮事項を記

載するようにして

います。

Q3.

自宅の太陽熱温水器、「NO NUKES」は手描きです

災害時の移送に活躍する「ジンリキ君」

南海トラフ巨大地震における予測
津波高 海面変動影響開始時間
岡山市 2.6m 170分
備前市 3.0m 116分
浅口市 2.8m 252分
南海トラフが起きた際の死者数見込み300名（地震
で堤防が壊れた場合は、プラス2700名）
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