この通信は、岡山市議会議員

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

トーク「子育て真っ最中・女性議員たちと語る未来」
高松市議会議員の
植田まきさん、太田
あゆみさん を 招き、
岡山県議会議員の大
塚愛さんと 3 人を
パネラーに、参加者
全員を含めてのトー
ク・イベントを 9 月 26 日に行いました。みんなの自治講座・
特別編です。
議会も「多」様にと、議会改革・情報公開という議会の
肝をグッと市民目線でつかむ植田さん。
「普」段感覚で政
治とつながることの大切さを度胸たっぷりに語る太田さん。
対話を一「歩」ずつ重ねていこうとしなやかな大塚さん。
すべてが安心できる暮らしへの大切な価値ですね。
「 」内
は、それぞれが大切にしたいことの漢字です。
子どもたちと対話をしながらの議会活動がステキです。
子どもたちと 10 年、20 年先をいっしょにみながら、また、
グローバルに暮らしがつながる地球全体の子ども達にも思
いを馳せながら。
参加者の皆さんにも好評で、また持ってほしいと、多く
のお声をいただきました。お楽しみに。

大塚愛さん

植田まきさん

太田あゆみさん

こんなスポット／「芝楽 SHIBARAKU」

8.15 平和の鐘を鳴らそう in 長泉寺
岡山ユネスコ協会主催
で、 毎 年、8 月 15 日 に
行われます。私自身とし
ては 21 回目です。友人
たちが、子どもやお孫さ
んと参加をされていて、
感動しました。暮らしの
なかで、想いをこめてできることをと。

「津島はっさく踊り」は大盛況
津島小学校運動場で今年も行
われました。これからの元気の
糧になります。地域の皆さまの
お力に敬意と感謝ばかりです。
この夏もアチコチでお祭りを楽
しみました（8/20）
。
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草の根自治体交流が平和につながる
ています。これらを支えているのが市民活動

今、韓国の行政施策が頼もしい

であり、その実力と広がりには感心しました。

2017 年 7 月に全国の皆さんによる「市民

韓国からの行政視察が増えています

と議員による韓国政策調査」に参加しました。

大塚愛さんと一緒に、県政・市政お話し会

2011 年に誕生した朴元淳（パク・ウォン

一方通行ではなく、
「お話し会」をしたい。私
たちの活動の原点です。今回は、京山公民館で
行いました（8/21）
。たくさんのお話が出て嬉し
かったです。どうしたら納得する形で県政・市政
を進めることができるのか。民主主義に通じる根
幹の話題となりました。

スン）ソウル市長が進める自治体政策には、

れ、8 月に韓国・蔚山（ウルサン）広域市で

注目をしています。例えば、待つ福祉から訪

開催された「第 19 回日中韓 3 か国地方政府

問する福祉へ。2015 年から始まった「訪問

交流会議」に、前開催都市の市長として出席

する洞住民センター」は、一般的な行政サー

した大森市長に感想を求めました。会議当日

ビスを提供する機関から

には、北朝鮮が弾道ミサイ

社会的養護・里親制度についてのフォーラム

困難に直面した市民を訪

ルを発射していました。

「よかった」
「すべてが素
晴らしい内容
だった」と参
加した友人た
ちの声。
「考えよう、私たちにできること」をテー
マに行われ、
今回のポイントの一つは、
当事者（施
設出身者、里子経験者）の生の声を聞くことでし
た。岡山市と一般社団法人ぐるーんの市民協働
推進モデル事業です（10.7）
。

横田えつこさんを偲ぶ会・2 年祭

ふだん事務所に出入りされ
ている皆さまを中心に行いま
した（10/9）
。横田さんは、天
国から私たちにエネルギーを
与え続けてくださっています
編集後記★ 皆さんに可愛がっていただいた我が
ね。発行されたばかりの「プー
家のネコちゃん・フムが、静かに天国に召されま
さん文庫の絵本の時間 〜 選書
した（10/ ３）
。24 歳と半年です。動物とこんなに
＋プログラム＋ぶんぶんワク
仲良くなれるとは思いもしませんでし
ワク」を手に取ると、横田さ
た。私が幸せだったから、きっとフム
んの文章満載で、横田さんの
も幸せだったと思うことにします。フム、ありがとう。 あのステキな声が聞こえてきました。
※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。

私は 8 月議会質問において、韓国調査に触

ねて問題を解決する機関

市長は、文（ムン）大統

にと移行しました。さら

領統一外交安保特別補佐

に、住民参加による住民

官による、北東アジア地域

密着型福祉の視点も加わ

の平和と安定のためには、

り、高齢社会を見据えて

日中韓 3 か国が互いに覇

一歩先んじていると思い

権主義と民族主義を抑え

ます。

ていくことが重 要である

また、労働行政担当部門を自治体において
初めて開設。生活賃金を設定し、ソウル市関
係雇用下労働者の最低賃金に上乗せをしまし
た。非正規労働の正規化・無期雇用化なども
順次行われています。民間委託で受託業者が
得る利益分と消費税分を合わせると 15％で、
それを直営にした場合の賃金アップ分とし、
プラスマイナスゼロということです。などなど。
これらの先行的施策は、他の自治体に波及
し、今年 5 月に誕生した文在寅（ムン・ジェ
イン）大統領が掲げている公約にもつながっ

← 韓国政策調査団の皆さんと韓国・国会議事堂前で

☆芝生広場の周りに、手作りの
お惣菜やパン屋さん、昼は子ど
もたちのための駄菓子屋さんで
夜は大人たちのための Bar、レ
ストラン、
「NPO 法人暮らしづ
くりネットワーク北芝」事務所
などがぐるり。大阪府箕面市にある地域のにぎわい拠点
です。どうしたら、誰もが安心して暮らし続けるまちが
できるのか。みんなで作りあった仕組みで、20 代、30
代の若者が約 50 人働いています。元気と知恵をいただ
く場所です。
http://www.kitashiba.org

のぞみ日誌から

鬼木のぞみによる市政レポートです

との発言が印象に残り、地方団体の草の根交
流が平和につながっていくと述べられました。
また、
「ESD に関するユネスコ世界会議」をは
じめ、これまでの地道な情報発信が功を奏し、
韓国で岡山市との交流を望む声が年々増え、
今年度はすでに 16 件の問い合わせがあると
も。
韓国からの行政視察内容は、ESD、文化、
環境、高齢福祉など、岡山市と同じ課題です。
互いに学び合う交流がこれから楽しみです。
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。

8 月議会

個人質問から

質問項目

1．国際交流について ・顔と顔のみえる交流を大切に
2．人にやさしい人権尊重のまちづくり
・岡山市自殺対策計画 ・性的マイノリティ
・岡山市人権教育・人権啓発基本計画改訂にあたって
3．新斎場について

けてくれると安心」
「何度も死のうと思っ
たが、ようやく明るい光が見えてきた」

岡山市は、ほぼ 5 年ごとに「人権問題
に関する市民意識調査」を行なっていま

など、大きな反響があったそうです。

す。質問ではそのうち 2 点を取りあげま
したが（欄外）
、そのたった 2 点からも、

L

教育・啓発のあり方、相談窓口の持ち方
などの改善が求められます。

山市教育委員会は表明しました。名称はなくなり、市内 36 ある地区公民館の統括

また、2003 年度以後に人権にまつわっ
て制定された法律は多く、人間関係が希

機能とバックアップに徹する新しい組織へと改編される方向です。機構や人員配置、
設置場所などを検討していくということです。
住民自治のベースとなるのが社会教育であり、公民館はその拠点です。これから

薄になるなかで人権問題が深刻化・複合
化しており、より厚い体制が必要になっ
ています。人権は私たちのベースです。

2018 年度に操山公民館が開館することに伴い、中央公民館は廃止することを、岡

ますます ＂中央公民館＂ は重要な役割を担うことになるのではないでしょうか。市
民の皆さんも交えての具体的でていねいな話し合いが必要です。

国際交流について

岡山市自殺対策計画

鬼木 （1 面から）日中韓３か国地方政府
交流会議には今後も参加すべきでは。
市民協働局長 岡山市の重要施策と共通
するテーマがあれば、参加を検討したい。
鬼木 ESD は、岡山市が世界に発信して
いる大きなテーマです。持続的に顔の見
える直接的な発信・国際交流を積み上げ
ていくことの意味、効果をどう考えるか。
市民協働局長 直接顔を合わせることで
より深い相互理解につながり、その後の
発展に資するので、今後も続けたい。
鬼木 10 月には ESD の優良事例を表彰
する ESD アワード 2017 の国内外の受賞

自 殺 対 策 基 本 法 が できて 10 年。自
殺者数は減っていますが、岡山市では、
2015 年に 102 人、
2016 年には 110 人で、
一人でも辛いのに、このようにいらっしゃ
るのかと愕然とします。
岡山市は、岡山市自殺対策計画を策定
中で、現在素案が示されています。その
基本理念には、誰も自殺に追い込まれるこ
とのない社会の実現を目指すとあります。
鬼木 政府はこの 7 月に大綱を閣議決定
しました。自殺対策の現場だけでなく、
自殺の要因となり得る生活困窮、児童虐
待、性暴力被害、性的マイノリティなど

者を招いての ESD フォーラムが行われま
す。この機会を利用して行われる「岡山

の関連分野との連携が述べられています
が、岡山市の素案ではほとんど触れられ

ESD 子どもフォーラム」は国の推進事業
であり予算は今年度まで。子どもにとっ
て大切な場であるので、持続的に取り組

ていません。大綱では、性的マイノリティ
については、自殺念慮を抱えると度々言
及した上で、啓発とともに学校や職場で

んでほしい。

の取り組みが書かれています。これらに

教育長 岡山市の子どもたちが自校の
ESD の実践を発表し、子ども同士のディ
スカッションを進める機会です。来年度

言及すべきでは。
保健福祉局長 家庭問題や犯罪被害に包
括的に記述していますが、大綱を参考に、

以 降 も、 何
らかの 形 で
発表の機会

性的マイノリティや児童虐待等について
どのように記載をするのか、検討したい。

を 設 けるよ

性的マイノリティ

うに 検 討し
ていきたい。

2013 年に LGBT 宣言をした大阪市淀
川区では、
「行政がメッセージを発信し続

岡山 ESD 子どもフォーラム（10.20）

韓国 PHOTO 日誌から

鬼木 大阪市はホームページ上に LGBT
支援サイトを作っていますが、岡山市
HP にはパンフレットについての言及が１
行あるだけで、相談を受けていることす
らわかりません。支援サイトを作り、相
談窓口を明記し、つながりやすくしてく
ださい。LGBT 宣言への取り組みを。
市民協働局長 相談はさんかく岡山で受
けており、必要に応じて専門機関を紹介
します。啓発やホームページ等の広報を
工夫したい。
鬼木 LGBT の方がトイレを利用しやす
いよう、岡山市役所の多目的トイレに「ど
なたでもご利用ください」の表示がありま
すが、あらゆる市有施設に広げませんか。
市民協働局長 関係部署へ呼びかけたい。

岡山市人権教育・人権啓発基本計画
岡山市は現在、2003 年に策定された
基本計画を改訂中です。

これはないでしょう
◎市営住宅みずほ住座再生事業契約
〜市有地への認可外保育園建設〜
岡山市は北区北長瀬の市営住宅みず
ほ住座建替計画において、最大 342 人
の認可外保育施設を併設する民間提案
を採用しました。岡山市が市有地を提供
して作った保育園は、これまですべてが

現実を真正面から分析し、差別や偏見を
解消する計画になるよう改訂していただ
きたい。

新斎場
新斎場計画（北区富吉）の都市計画決
定が、8 月にありました。8 月議会では、
新斎場建設のための債務負担行為（来年
度から５年間）限度
額 50 億円の補正予

（写真上）韓国政策調査にて、市民団体「参与
連帯」を訪問。国政監視・労働政策・福祉政策
など 15 部署がある。各種代案を研究し、ロビー
活動などを行う。会員 15,000 人。事務局長と
一緒に、青瓦台をバックに（2017.7.27）。
（写真下）ソンミサン・マウルという、保育園・
学校・生協など、暮らしと文化にまつわるもの
を住民たちで出資して運営しているコミュニ
ティにて。老後を
楽しく過ごすた
めの自主的プロ
ジェクトを準備
す る「50 ＋ 」 の
皆さんとの交流
(2017.7.27)。

した岡山市に対して、高すぎる、
市民の税金の無駄遣いだ、損害
賠償をという裁判を起こしてお
算 が 出 さ れ まし た
り、現在控訴審です。地元住民
が、最も近い住民の
が依頼した不動産鑑定士は、産
皆さん の 理 解 が 得
廃による汚染の懸念と地盤が軟
られていないので反
市民の皆さんと新斎場フィールドワーク（9.19）
弱である点等を総 合的に加味
対しました（議会と
し、資材置き場や太陽光施設等の敷地が
しては可決）
。
最有効使用と判定。鑑定評価額を 6,730
地元住民は、産業廃棄物処分場跡地を
宅地見込地（4 億 3,800 万円余）で購入

万円としています。大きな差があります。

私立認可保育園・認定子ども園園長会
からは、市有地へ併設される認可外保育

また、西日本アチューマットの計画は、
2015 年に建設差止めの民事訴訟では最

園の白紙撤回を求める陳情が出されまし

高裁において住民側が勝訴しましたが、

た。契約議決に反対し、陳情に賛成しま
した。
（議会としては契約議決可決、陳情
不採択）

許可取消の行政訴訟において、最高裁
での審理前に、岡山市が許可を職権で
取消しました。私には敗訴を懸念したと

◎御津虎倉・産業廃棄物処分場建設

しか思えません。取り消したにもかかわ
らず、環境アセスや地元同意の取り直し

御津虎倉に二つの
産廃処分場が建設さ

をせずに、調整池容量を増やすという
軽微な変更手続きで、8 月に再許可をし

認可保育園でした。待機児童解消に向け
て岡山市が整備すべきは認可保育園で

れようとしています。
エヌエス日進による

す。

安定型処分場が 4 月に許可をされました。

提訴集会（10.5）

＊ LGBT とは、 ：レズビアン・ ：ゲイ・ ：バイセクシャル・ ：トランスジェンダー。性的マイノリティと同様の意味で使われることもあります。

＊岡山市「人権問題に関する市民意識調査」より。質問①／「基本的人権について、侵すことのできない永久の権利として憲法に保障されていることを知っていますか」に対して、知らないと答えた人は、2003 年と 2008 年は 2% 台でしたが、2014 年は 12. ２% と急激に増えています。

ました。住民は、10 月 5 日にエヌエス
日進最終処分場の設置許可取消を提訴
しました。水源地に作ってはいけません。

、2014 年は 2.7%。人権擁護委員への相談は 0.3％で、何もせずに我慢をした人は 46.4% です。相談することは大切なことです。
＊上欄の続き。質問②／「人権侵害を受けたときどうしましたか」に対して、公共機関への相談は前 2 回は 6% 台（これ自身も少ない）
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