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子どもが健やかに育つ街ー希望の 2017 年に
「鬼木さん、顔がニコニコしている」と言

選挙の投票率アップにむけて

われています。2017 年を、昨年 10 月の県議
会議員補欠選挙で誕生した大塚愛県議といっ

11 月議会では、選挙についても質問しまし

しょに迎え、どんな活動が皆さんと展開できる

た。18 歳選挙権の導入を契機に、はじめて岡

のか。希望の年にしたいとワクワクしています。

山大学期日前投票所が 1 日だけ設置されまし
た。学生への啓発にもとりくみ、全国的には投

子育て支援の充実を

票数が多く、評価されているということです。

今年の活動のスタートは、
「放課後児童クラ

近隣地域の投票所は津島小学校で坂の上、期

ブ指導員と作業療法士による発達障がい児支

日前投票所は北区役所であり、どちらも弱者に

援」を学びに、倉敷市にある放課後児童クラ

は厳しいとかねてよりご指摘があり思案してい

ブの訪問です。専門家である作業療法士チー

ました。今回の設置に喜ばれる地域の声をア

ムが、指導員の皆さんに現場

チコチから聞きました。今後に

で具体的にアドバイスをする

ついても検討をするということ

ので、指導員は気づきが多

です。
あわせて、高齢化率が高い中

できる、また、実践を客観的

山間地域への対応について。ワ

に評価されて自信にもつなが

ゴン車での移動期日前投票所を

るなど、大きな効果があると

実施した自治体を参考に、地域

いうことです。備中県民局協

の住民・支所と連携しての投票

働事業としての取り組みです

率アップ施策を促しました。

が、全国に広がりつつあります。
私は 11 月議会で、この事業を含め、放課後
児童クラブの障がい児支援について質問。8.5％
の子どもがハンディキャップのための支援が必
要とのことです。岡山市は研修や巡回相談にと
りくんでいますが、国も仕組みを整えつつある
ので、さらに充実を図っていただきたいです。

↑ 大塚愛県議と岡山マラソンを応援

く安心感をもって活動が展開

＊

＊

＊

今年は日本国憲法施行 70 年。改憲勢力が 3
分の 2 となり、憲法審査会が再開されました。
平和憲法を守る正念場を迎えています。いの
ち・みどり・平和を大切にする政治と暮らしを
めざして、今年もよろしくお願いします。
おにき・のぞみ

＊ 11 月議会質問、他は、教育（教育振興基本計画、渋染一揆）、新斎場（工法も必要な対策の検討もこれから。どうして安全だと言えるのか）。

「みどり岡山」のホームページをご覧下さい！ http://midori-okayama.org/

保健福祉委員会から
☆ 4 月から保育料の保護者負担が
軽減されます。11 月議会で条例が
可決されました。岡山市は政令市
のなかで保育料が高いという指摘
を受けての改正です。全体の 8 割の方が軽減になります。
☆岡山市は放課後児童クラブの運営を委託する「運営事
務局（仮称）
」作りをめざしています。放課後児童クラブ
は地域の方々が運営する運営委員会方式で、開所時間、
利用料、指導員の処遇などがクラブごとに違っています。
これらの平準化や運営委員会の負担軽減などが目的です。
各々のクラブが特色ある活動が行える担保が必要だと思い
ます。指導員の待遇改善も求められます。
☆病児保育が拡大します。南区泉田に
「ピオーネ病児院
（仮
称）
」が 3 月にオープン予定です。これで市内 6 箇所にな
ります。

11 月議会陳情から
☆・全ての原発再稼働と増設の中止、
・
「復興加速化指針」
の閣議決定による一方的な避難指示解除をやめる、
・原発
事故の被災者に寄り添い、被害の実態に応じた支援・賠
償等を求める意見書の提出、という原発関連の 3 つの陳
情が出されました。市民ネットと共産党だけの賛成少数で
不採択です。3.11 東日本大震災が与えた大きな被害・影
響を反省することなく支援を縮小し、原発の再稼働までし
ようという卑劣な国の動きにストップをかけるのはもっと
もなことです。故郷を奪われた人など、避難者・被災者の
生活実態と声に真摯に向き合うべきです。
こんなパンフレット
「先生に知ってもらいたい多様な性」
この 1 月に、プラウド岡山（性的マイノリティ当事
者団体）と岡山市教育委員会が市民協働モデル事業で
作成し、市立の小中高校などに配布しました。
LGBT など性的マイノリティの人は、人口の 7.6％い
ると言われ、クラスに約 3 人の割合です。昨年度の市
民協働モデル事業で行った調査で、自分が LGBT だと
捉えるようになった時期として最も多い
のは中学生、自傷行為をしたことがある
人は 46％と、悩んだり、周りの不理解
に苦しんだりしています。
学校での理解と対応が大切です。パン
フレットは岡山市教育委員会指導課 HP
からダウンロードできます。
編集後記★ 御津虎倉の産廃問題で、2015 年 12 月に岡山
市は職権で許可を取り消し、業者は 2016 年 8 月に調整池
容量を増やす補正を提出。岡山市は最初からの
手続きをすることなく、告示縦覧を行いました。
水源地に産廃処分場を作ってはいけません。

のぞみ日誌から
11 月には委員会視察
11 月 9 〜 11 日は保健福祉委員会。
浜 松 市の待 機 児 童 対 策では、H27
年 度 に 1,911 人、H28 に 1,510 人、
H29 にむけて 1,465 人と積極的な保
育園整備です。岡山市同様に市立幼
稚園数が多いのですが、減らす予定
はないとのことです。☆ 15 〜 17 日は特別委員
会。長岡市では、10 年 20 年先をめざして、若
者を地域創生の主役とし、若者との協働で働く
場づくりをしています。写真はガラス張りで杉
の木を用いた長岡市議会議場です。長岡市は全
体的に市民に開かれている印象をもちました。

福嶋浩彦さんを招いて「みんなの自治講座」
11 月 23 日に福嶋さん（元
我孫子市長、元消費者庁長官）
をお招きして、
「地方自治って
なんだ」を開催。大塚愛新県
議といっしょにはじめての講
座です。
「国政は世論に反した
決議、たとえば、安保法制などを制定できるが、
地方自治体では、世論に反した議決は住民投票
で否決出来る」など行政と市民の基本的なあり
方などを整理してくださいました。

嬉しかったチューリップの会報告会
11 月 25 日にチューリップの
会（子どもの社会参加を考える
会 in 京山）の前期報告会があり
ました。子どもたちの報告があ
ちこちに盛り込まれ感動的でし
た。カバヤでの夏休みお仕事体験のサポーター
の私には、私がサポーターをした子どもから「感
謝のカード」をいただき、感激しました。

福居子ども会が年末夜警で感謝状
12 月 28 〜 30 日の夜警（火の用心カチカチ）
の最終日。夜警から戻ったら、津島福居子ども
会の「夜回り活動」に西消防署長か
らの感謝状が贈られました。今は中
高校生になっている子どもたちの分
も合わせてですね。すばらしいです。

ホームレスの皆さんとの大晦日
大晦日は、ホームレスの皆さんと一緒に年越
し蕎麦をいただき、紅白歌合戦をみました。
「岡
山・ホームレス支援きずな」による年末年始
（12.28 〜 1.3）の炊き出しが毎年毎日行われて
います。私の活動の原点です。

＊ 1 月 20 日に市民ネット市政報告会を南ふれあいセンターで行い、貴重な場となりました。報告会を希望される方はご連絡ください。

