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大塚愛さんといっしょに歩んでいます

のぞみ日誌から

☆県政市政報告会（5.25）／吉備公民館
大塚愛さんとはじめて二人での報告
会をしました。横田えつこさん所縁の
地です。大塚さんは、フットワーク軽
く現場に赴き、ご自身の心からの言葉
で伝えられます。横田さんは喜ばれて
いるだろうと感慨深いです。6 月議会
代表質問にむけても、ご意見を聴いておられました。
☆みんなの自治講座「議会ってなんだ？」
（6.24）
講師は、福嶋浩彦さん（元
我孫子市長）
。議会は行政の
監視機関だと言う人がいる
が、議会は自治体の意思決
定機関。議会は、
首長（行政）
が議会の決定に基づいて、仕事を行なっているかどうかを
監視するものだと。意思決定機関なので、議員間の討論・
議論で合意を作ることが必要だと。政治の原点をいつも学
びます。

京山ニコニコウォーキング

◎ご存知ですか？
「桃太郎のまち岡山コンポスト」
家庭の生ごみを、岡山市が無料配布するダンボールコン
ポストで堆肥化し、できた堆肥は自分で用いたり、岡山市
が回収して野菜や花の生産に活用するシステムです。岡山
市民は、
「ホームセンター Time」市内各店舗のサービスカ
ウンターで、名前と住所を記入して受け取ることができま
す。回収も「ホームセンター Time」に。お買い物割引券と
交換してくださいます。私も挑戦することにしました。お
問合せは、岡山市環境事業課（086-803-1321）
こんなスポット／消防団伊島分団新機庫＆伊島幼稚園

編集後記★ 友人たちと笠岡・島めぐり（北木島、

真鍋島、白石島、7 ／ 3）
。島で生きる皆さんに
ご案内をいただき、はるか昔からの暮らしや文
化、そして知恵を寄せて地域づくり
にとりくむ様子を学びました。楽し
く息吹あふれる時間でした。感謝。

皆さんと全国市議会議長会からの「表彰状」
全国市議会議長会から
議員として 10 年の表彰
状をいただきました。横
田さんからスタートする
と 22 年間です。これは
私個人にではなく、皆さ
んたちとの表彰状で、事
務所スタッフの小林さんとパチリ。これからもご
一緒に。

岡山弁護士会／共謀罪に反対する集会と
パレードに参加
6 月 11 日、 今、
動かなければと参加
をしました。会場は
多くの皆さんでいっ
ぱ い で、 弁 護 士 の
皆さんの活動に感謝
と敬意ばかりです。
次々とスピーチが行われ、高校生の素晴らしい
発言に満場の大拍手でした。

岡山市市民協働モデル事業報告会＆円卓会議
6 月 29 日に行われ、円卓会議は「里親委託を
推進」と「中学生のキャリア教育支援」がテー
マです。課題解決にむけて、民間、行政、NPO
がテーブルを囲んで話し合うという初めての取り
組み。こういう風景が日常的に見られるようにな
るといいですね。

「子育てカフェ」／京山公民館
7 月 11 日に京山公民館
主催講座の「子育てトー
ク 」 に 参 加 を し まし た。
テーブルアレンジメント
で、公民館がステキなカ
フェになっています。子
育てについてなんでもお
しゃべり。先輩ママたちがいい味を出していて、
皆さんの表情が柔らかくなっていました。

※鬼木のぞみの活動日誌は、ブログ・フェイスブックをご覧ください。http://yaplog.jp/niji_oni/

携帯でもどうぞ。
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ヘルプマークを広げ、使いましょう
みんなで支え合う暮らしを

来年度早々の導入に向けて検討へ

子どもが迷子になったとき、駅員さんが見守っ
てくれていた」など嬉しいエピソードが多い
です。

「ヘルプマーク」ってご存知ですか？ 生活
のなかで、外見からはわからなくても、周囲

JIS（日本工業規格）の案内用図記号にも追加

からの援助や配慮を必要としている方々がい
ます。そういった方々を、みんなで支え合う

2012 年に東京都が導入したことでスター

暮らしをつくるために、
「ヘルプマーク」が

トしたヘルプマークですが、そのニーズから

誕生しました。赤地に白

全国各地で取り組みが始

マークのかわいいデザイ

まっています。岡山県内

ンです。あわせて「ヘル

でもハートエイドという

プカード」があり、いざ

グ ループ が昨 年の 7 月

というときに必要な支援

に結成され、真摯に活動

内容や連絡先を書いて

を進め、急速に広がって

おくものです。

います。

難 病、義足や人工関
節を使用、内部障がい・
疾患、聴覚や高次脳機能などの障がい、妊娠
初期などの方が利用をしています。
ヘルプマークをみたら、必要な場合にお声
かけをしたり、災害のときなどに配慮を心が
けるものです。
「外見ではわからないので、電
車の優先席に座っていると注意されたことが
あった。ヘルプマークで気持ちが楽になった」
「救急搬送のときにかか
りつけ医とスムーズにつ
ながり、一命を取り留め
た」
「知的障がいのある

ご家族を通して必要
← ポスターを示しながら質問しました

☆ 5 月 6 日に、岡山市消防団伊島分団の新機庫落成式が
ありました。伊島幼稚園前に 2 階建で移築で
す。耐震性貯水タンクやホース乾燥塔があり
ます。私たちの安心安全の拠点です。
☆そして伊島幼稚園が、夏から
「伊島認定こども園（仮）
」への
改築工事に入りました。2018 年
中に完成予定です。7 月 18 日に
は「園舎お別れ会」が行われ、
園生や保護者、卒園生、勤務されていた先生方、地域の
皆さんに園舎が開放されました。
皆さまに感謝ばかりです。

5 月 13 日に、岡山大学周辺 4 キ
ロあまりを、津島地域の歴史と文化
の話を時々聞きながら歩きました。
健康市民おかやま 21 京山会議主催
です。明誠高校の若者たちもボラ
ンティア参加で案内をしてくださっ
て、盛り上がっていました。

岡山市議会議員

鬼木のぞみによる市政レポートです

性を感じられている私の
友人たちからも、導入をという声がありまし
た。4 月にヘルプカードを導入した岡山市で
すが、6 月議会において、大森市長から「来
年度早々のヘルプマークの導入にむけて検討
をしたい」という答弁があり、
喜び合いました。
7 月には、JIS（日本工業規格）が案内用図
記号に「ヘルプマーク」を追加しましたので、
広がりに弾みがつきます。行政はもちろん、
市民、事業者など、みんなで取り組み、互い
に尊重しあえる暮らしを作りましょう。
おにき・のぞみ

＊みどり岡山では、随時 FAX・メールで催しものなどの情報を発信しています。ご希望の方はご一報ください。

個人質問から

１．人にやさしい街づくり
・ヘルプカードとヘルプマーク（1 面に）
・岡山市役所駐車場 ・男女共同参画〜 DV 対策をメインに
２．ESD、SDGs、国連の持続可能な観光の国際年
３．新斎場 〜 民主的な進め方を 〜

岡山市の待機児童数は 4 月時点で 849 人。昨年に引き続き全国で 2 番目の多さです。
未入園児童も 1,495 人と過去最高です。未入園児童の保護者に市が実施したアンケー
トによると、未入園児童を保護者がみている（49.3%）のうち、
「会社を退職」＋「内定
していた仕事を断った」は 10.4% で、多くのご家庭や女性の人生設計に影響を与えて
おり、本当に辛いです。待機児童解消など子どもにまつわる質問が多い 6 月議会でした。

■岡山市役所正面駐車場
岡山市の顔である岡山市役所正面玄関
には、入口のゲートを経てしか行くこと
ができません。警備員に声をかければ、
体に配慮が必要な方は入場できますが、
その案内はありません。車イスの友人や
全国各地でタクシー運転手をしてきた方
から、岡山市は障がい者を拒否している
感じがすると言われました。

いません。書類なども相談員が作成して
います。正職員の方も、普段からその場

すべきではないでしょうか。
市民協働局長 今年度から、配偶者暴力

とすることが基本方向の一つです。SDGs
のロゴマークも重要なポイントであると

相談支援センターの役割や個人情報の取
り扱い、関係機関との連携等、基本的な

考え、とりくみたい。ESD 推進庁内連絡
会議の委員も、随時充実をはかり、全庁

事項をまとめたマニュアルを作成してお
り、新人研修や日常の業務に活用したい。
鬼木 相談業務は、市民の命にかかわる

的な取り組みをはかりたい。

大切で危険を伴う仕事です。県を参考に、
正職員配置を行ってください。
市民協働局長 毎週 1 回開催のケース会
議に、今年度から本課の管理職も必ず出

で DV 業務を把握していなければ、迅速
に適切な判断・対応ができにくいのでは

席し、協議しています。相談員がやりが
いを感じながら安心して相談業務に従事
するために、どういった取り組みができ

ないでしょうか。

るのか検討していく。

ESD・SDGs
国連の持続可能な観光の国際年

鬼木 ハンディがある方に寄り添う配慮・
工夫の必要があるのではないですか。
総務局長 タクシーを含めて、本庁舎正
面玄関付近で乗り降りができることを駐
車場入口でご案内しています。今後も、
利便性を高めるよう研究をしていきたい。
「ご案内している」という答弁でした
が、実際には看板も広報もありませ
ん。障がい者団体からのヒアリングも含めて、
改善してほしいと再質問をしました。

市民協働局長 総合計画では、ESD の理
念をまちづくり全般に共通する行動指針

今年は「国連の持続可能な観光の国際
年」です。日本での国際観光シンポジウ
ム開催地に岡山市と滋賀県が選ばれ、岡

市としてもこれらを意識したエクスカー
ションを行い、観光ルートを作るべきで
は。ESD 世界大会のように、市民・子ど
も参加型で行うべきではないでしょうか。
大森市長 現段階におけるテーマは「城
と庭、水と緑、そして人とが一体化した
観光モデル（仮称）
」です。屋外のワー
クショップも実施したいと考えています。
ご指摘の SDGs をどう内容に入れていけ
るのかを観光庁と協議していきたい。
経済局長 観光ボランティアガイドや大
学生、児童・生徒など多様な方々に参加
いただける会議にしたい。

すべての業務を ESD 視点で行うこ
とが重要との答弁。達成目標とその
ためのロードマップの具体化が必要です。

新斎場

イノシシ PHOTO 日誌

5 月 31 日／島根県中山間地域研究センター
を訪問し、イノシシについて学びました。
担当研究員の方と。
７月９日／東公民館講座
で、イノシシの話をしま
した。岡山県職員の講演
のあとの話題提供です。

人にやさしい街づくり

鬼木 新人研修や業務について、本課が
責任をもってマニュアルを作成し、実施

岡山市北区富吉を候補地とする新斎場
計画において、岡山市は 2016 年度 2,200
万円、2017 年度 5,000 万円の斎場施設
関連整備費補助金を計上しています。私
はこの補助金が、事業に賛成すれば支給
され、そうでなければ出さないという、
人の心を操るかのような方法を行政がし
ていいものかと考えますが、すれ違いの
答弁です。
新斎場火葬炉施設の設計が終了した段
階（2019 年度末を目途）で、排気ガス
の拡散シミュレーションを行い、工事が
完了し火葬炉が稼働した段階で排気ガス
の測定を行うとのことです。私は火葬炉
施設の設計にもとづき、形質変更のガイ
ドラインに沿った調査を行うべきだと考
えます。

7 月 19 日／岡山県ヘルプセンターにて、
イノシシ皮細工の手ほどきを受けまし
た。初チャレンジです。

山市では10 月15日〜17日に行われます。

鬼木 岡山市は第六次総合計画におい
て、 持 続 可

国連では、2015 年に持続可能な開発
のための 2030 アジェンダが採択され、
17 の目標と 160 のターゲットからなる

能なまちづ
くり の 視 点
が盛り込ま

岡山市は、旧後楽館中高跡地の売却
先として山陽放送を選定しました。売
却希望価格は 12 億円です。議会に諮

方が売却価格を 2.8 億円高く提案して
いましたが、それを逆転するほどに、
どの部分が評価が高かったのかが示さ

務は経験と知識の蓄積による専門性が必
要とされます。相談員が安心して相談業
務に専念し、スキルアップする環境が必

SDGs（持続可能な開発目標）が掲げら
れました（ロゴは上掲）
。各国は、あらゆ
る形態の貧困に終止符を打ち、不平等と

れています。

ることも市民に問うこともないままの

れる必要があります。

要です。県市とも相談員は嘱託ですが、
県は複数名の正職員が相談員とリンクし
てすべての相談を把握し、DV 書類作成

庁内の各課
と し て は、
ESD や SDGs

売却という方針の決め方に問題ありで
すが、選定過程にも異議があります。
単なる入札ではなく公募型プロポー

企業が不利益を被る恐れ等を考慮し
て公表しないとのことですが、それで
は本末転倒ではないでしょうか。透明

みを進めることになります。このアジェ
ンダと SDGs に基づく観光の国際年です。

をどのよう
に意識して
取り組んで

ザル（提案事業も募集）で行われ、3
者からの応募。採点結果は、価格と総

性・公平性が確保され、市民と議会が
検証・判断できるような行政運営が行

合点以外はすべて黒塗りで、公開され
ませんでした。1 位より 2 位の企業の

われなければなりません。

■ＤＶ対策施策〜相談業務について〜
配偶者暴力相談支援センターの相談業

の事務なども行っています。岡山市では、
配暴センターのお部屋に常駐の正職員は

闘い、気候変動に対応するための取り組

鬼木 こうした背景をもつシンポジウム
を、どのようなテーマで行うのか。岡山

いますか。

路面電車まつりと SDGs（下欄参照）

＊これはないでしょう ～ 旧後楽館中高跡地売却にあたって ～＊

＊「路面電車まつり」に掲示されていたポスターです。
「路面電車まつり」が SDGs の 8 つの目標と関わることを示しています。すべての業務でこうした位置付けをするとわかりやすいのではないでしょうか。

＊就学援助制度の入学準備金が 2 倍近くに増額されました。また、支給時期についても入学前に前倒しができるよう検討するとのことです。現在は 9 月支給で、それでは入学準備金にはなりません。

6 月議会
質問項目

＊岡山市議会では、議長任期を申し合わせで 2 年と決めていますが、宮武博議長は任期が来ても辞めていません。5 月臨時議会には不信任決議、6 月議会には議長辞職勧告決議が可決されています。

＊待機児童・未入園児童の増加を受け、岡山市は保育の確保量を 2019 年度までに約 3000 人増やす計画の上方修正を行い、今年度は 1500 人分を整備する計画です。子どもの成長は待ってくれません。幼稚園の空き教室の活用、更なる保育士確保施策など、岡山市自身の施策が求められます。

