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/

情報は私たち市民のものです

のぞみ日誌から

「資料がみつからない」…というマスコミから流れる言

大塚愛さんと私で「県政・市政お話し会」

葉を聞くと、情報は私たちのものなのにともどかしさが

大 塚 愛 さんと 私 で 行う
「県政・市政お話し会」を、
11.6 は 御 津 公 民 館、11.18
は岡山ナザレン教会（北区
津島東）で行いました。道
や川にかぶる木の始末、太
陽光パネル、産廃処分場、保育園未入園児童、
防災など、暮らしに身近な話題でいつも満載で
す。どこへでも行きますよ。

募ります。記録があれば顛末が明らかになり、私たちの
知る権利が保障され、後世にも生かされます。11 月議会
質問で、岡山市の公文書管理の弱さを感じ、1 月 16 日に
市民ネットで視察をしました。
☆岡山県立記録資料館（岡山市北区南方）

岡山市議会議員

2005 年に開設。県の公文書で保存年限を過ぎたもの
をチェックし、16 の基準に沿って選択します。複数の専
門職員で協議をして判断し、保存。プライバシーに配慮
をし、県民に公開をするための整理をしています。閲覧
室や展示コーナーがあり、普段から県民が利用できます。
☆岡山市立中央図書館（岡山市北区二日市町）
政令市の半数が設置している公文書館は岡山市には残
念ながらありません。中央図書館では、全庁に依頼をし
て市民に公開されているものを収集しています。合併町
の資料などは保存場所がないので散逸しないよう保存を
心がけています。岡山市でもさらに統一的な管理ができ
るよう、まず専門職員を配置することが急務です。
こんなスポット／「津山まなびの鉄道館」
☆「岡山の COOL 発見の
旅」で津山を訪れたとき
に感動しました。
「旧津
山扇型機関車庫」や所蔵
車両を中心に、鉄道の成
り立ちやあゆみなど、鉄
道について様々な展示が
わかりやすく行われています。子どもたちにぜひ行って
ほしい楽しい学びと気づきのスポットです。津山まなび
の鉄道館（津山市大谷、0868-35-3343）
。
編集後記 ★「岡山市新成人の集い」が岡山

「やさしく走ろう京山」運動
運動公園から岡大に向かう交
差点の朝は、自転車も車もいっぱ
いです。11.21 に「自転車マナー
向上協働行動」がありました。地
域（伊島、津島、御野）の皆さん、
学校（岡大、岡山理科大付属高
校）
、警察、岡山市などの協働で、びっくりする
ほど多くの皆さんのご参加でした。

こころのアート展＆大西暢夫写真展
SHOGO さんのバイ
オリンの調べをきき
ながら、こころの絵
と写真を楽しみまし
た。岡山シティミュー
ジ ア ム で 行 わ れ た、
就労支援継続 B 型施
設スローカフェ・タンポポと聾学校 etc とのコラ
ボという大規模なアート展です。気持ちが優しく
なりました（11.26）
。

まちづくりに文化芸術をどのように活かすのか

「
『新しい文化施設』管理運営基本計画策定に
向けたシンポジウム」に参加をしました。岡山
友人の子どもたちが次々と成人式を迎え、私
市では、新・市民会館のオープンに向けて準備
もいっしょに感動ひとしおです。☆
を進めていますが、鑑賞、創造、育成事業など、
津島学区新年互礼会をはじめ多くの新春の集まりに 今までの市民会館の位置づけとはまったく異なる
参加をしました。
2018 年戌年、
元気に過ごしましょう。 壮大な計画です（12.17）
。

ドームで行われ、
今年も参加をしました（1.7）
。

※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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笑う門には福来たる

岡山マラソンは今年も大盛況
岡山マラソン 2017 も大盛況
でした（11.12）
。私は出発前の
給水ボランティアをして、ラン
ナーの皆さんに「がんばってく
ださい」と大激励ができました。
目が回るほど忙しかったです
が、こうして多くのボランティ
アに支えられた大会で、感謝ばかりです。

鬼木のぞみによる市政レポートです

平和と希望への 2018 年に

「あきらめるな」
「光がみえるか」

中山間・周辺地域の振興と「ふれあい収集」

13 歳のときに広島で被曝をしたサーロー節

11 月議会は、2 期目の大森市長にとって最

子さん。12 月に行われたノーベル平和賞受

初の議会でした。大森市長が所信表明の冒頭

賞式のときに、瓦礫の下でもがく節子さんに、

に、中山間・周辺地域の振興を述べたのは初

「あきらめるな」
「光がみえるか」という声が

めてのことで期待をしています。選挙選を通

聞こえ、この言葉で生き残ることができたと

じて、地域の皆さんが将来に対する強い不安

語りました。

や焦りを抱えていることが改めてわかったと

この年末年始、私はいつになく多くのご相

のことです。実は議会でもよくとりあげられ

談を受けています。
「貧困」にまつわる生活苦

ており、私自身も「中山間地域が元気になる

や DV など人権にまつわることです。一人世

と岡山市全体が暮らしやすくなる」ことを持

帯の増加やコミュニティの希薄化のなかで、

論としています。持続可能な地域づくりに向

誰にも相談ができなくてと、つながりの貧困

けた仕組みづくりに力を入れるとのことです。

も感じます。私たちの暮らしにはもっと
「安心」
が必要です。

また今回の議会で、
家庭ごみの収集にあたっ
て、ごみ出しが困難な方を対象に家屋の玄関

そして安心のベースには、ずっと平和が必

先から個別に回収し、見守り活動を行う「ふ

要です。11 月議会において、
「日本政府に核

れあい収集」の対象の拡充を行うとの表明が

兵器禁止条約の調印を求める陳情」が不採択

あり、こちらも嬉しかったです。これも議会

になりました。私の所属する市民ネットと共

で長年、取り上げられてきたことです。

産党の賛成のみで、
「どうして」と残念で、申
し訳なく思います。

岡山市は「岡山市地域共生社会推進計画」
を策定中で、地域で課題を

自民党は平和憲法の改悪

抱えている人を孤立させな

にむけて、発議をしようとし

い、横断的な支援体制を構

ています。国会で改憲勢力が

築するとのことです。生活

2/3 をこえる厳しい状況では

サービスの維持・確保には、

ありますが、私は節子さんの

岡山市自身の体制整備がま

言葉を胸に、希望と平和への

ず必要です。今年も皆さん

2018 年を歩んでいきたいで

とご一緒に。
おにき・のぞみ

す。

＊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。

＊ 月議会では、 本の議案が出され、私は、マイナンバーと新斎場に関わる補正予算と中央公民館を廃止する条例案の 2 本に反対しました。

11 月議会
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質問項目

56

市民ネット代表質問から

１．地方自治法施行 70 周年
２．情報公開制度（4 面に関連記事）
３．SDGs（持続可能な開発目標）とまちづくり
４．保育園等 ５．地域共生社会推進計画 ６．介護保険制度
７．新たな住宅セーフティネット制度 ８．社会的養護が必要な子どもたち
９．医療的ケアが必要な児童への支援 10．御津産業廃棄物最終処分場
11．新斎場
12．人権施策
13．男女共同参画

います。
この地域は土砂の崩落などによる災害
の危険性がある砂防指定地域であり、土
地の形状変更などの開発を行うときには
砂防法に基づく県の許可が必要です。と
ころが業者は、県に申請を行わずに建設

11 月議会では、1 面記事以外にも嬉しい表明が多くあった議会でした。就学援助の新
入学学用品費の入学前からの支給が 2019 年度入学からスタートすること、中学校への
エアコン設置、大規模太陽光発電施設が「岡山市環境影響評価条例」の対象に、性的マ

着工をし、県からの要請を受けて手続き
の協議をしていると聞いています。
質問のなかで、許可を出す前の段階で、

イノリティ支援を「さんかく条例」に位置付けることなどです。多くの議員の方から長年
投げかけられて実現しているものもあり、一つひとつの質問の大切さと積み上げを実感

岡山市も業者も砂防指定地であることを

します。今回の議会で、私は市民ネット代表質問でした。メンバーと関係する市民の皆
さんとともにつくりあげた質問です。明らかになった課題を整理しつつ、前に進みます。

こと。施設完成後の使用前検査について
も、計画に適合していれば（法律が異な
るので）使用を認めると答弁しました。

市民に身近で特色ある区役所に
住民に近い区が、地域の課題やニーズ
を細かくとらえ、区ごとの多様性に柔軟
に素早く対応するためには、財源と権限
を各区がもつことが大切です。
鬼木 こうした都市内分権をどのように
進め、これから何を求めていきますか。
市長 区から直接予算要求ができる仕組
みを 2015 年度から取り入れ、予算権限
を拡充してきましたが、各区の事業の特
色が見えていないところもあります。区の
存在感、区でさまざまな問題解決ができ
るような仕組みや体制を考えていきたい。
直接予算要求をする仕組みはあって
も、2015 〜 2017 年度は使われて
いません。他政令市では、区政だよりや区
バス等があります。区の状況に即した独自
の取り組みや区民が参画できる仕組みが必
要です。

SDGs（持続可能な開発目標）とまちづくり
鬼木 日本政府は SDGs を全国的に実施
するために、2016 年 12 月に実施 指針
を策定しました。実施指針にあるように、
岡山市も、各種計画や戦略・方針の策定
改定にあたっては、SDGs の要素を最大
限反映しませんか。SDGs 実現に向けて
総合的な計画を作成し、諸施策に具体的
指標を導入してはいかがですか。

知っていたこと。砂防法と廃棄物処理法
は別の法律であり、廃棄物処理法の適合
基準に適合したから岡山市は許可をした

住民の安全が一番です。今回の工事
が砂防法の基準から外れていたら危険で
す。岡山市はこの事態を未然に防ぐこと
ができました。県との連携をすべきです。

市民協働局長 岡山市の第六次総合計画
は、多くの分野で SDGs に関連しており、
この計画を進めることが SDGs の目標達
成につながると考えています。
鬼木 市長は積極的に SDGs の会合に参
加しておられます。市長の SDGs へのお
考えをお聞かせください。
市長

岡山市は、SDGs のなかの一つで

ある教育分野の ESD 世界会議をしたので
注目をされており、この姿勢で臨んでい
かなければならないと思っています。
SDGs は、包括的な取り組みが必要
なので、市民協働局ではなく政策
局が進めるのがいいのではないかと思いま
す。

御津産業廃棄物最終処分場
御津虎倉のエヌエス日進による安定型

新斎場
産廃処分場跡地の浸透水は、今も茶色
に濁っています。処分場ができる前はそ
の清水を飲むことができていたそうです。
11 月議会補正予算では、新斎場への下
水道整備工事費 1,500 万円が債務負担行
為としてあがっていました。市民ネットは
反対をし、私が反対討論を行いました。

・・・・・ 子どもの最善の利益を ・・・・・
◎社会的養護が必要な子どもたち

〜すべての子どもたちに一時里親を〜
岡山市においては、2016 年度末で社

会的養護が必要な子どもたちは 239 人、
里親等委託率は 12.6％です。里親制度
のなかに、週末や長期休暇中に家庭生活
を行う機会を提供する一時里親がありま
す。2016 年度には 65 組が登録し、16
人 延 べ 81 人 の 子ど
もたちが活用しまし
た。

◎医療的ケアが必要な子どもたち
〜保護者の付き添いをなくして〜
岡山市立小中学校では医療的ケアが
必要な子どもたちに看護支援員を配置
しています。人工呼吸器を使用して喀
痰吸引を行っている子どもたち 2 人に
は、教育委員会から求められ、保護者
の付き添いが行われています。付き添
い保護者・家庭へ
の経済面や心身へ
の 負 担 は 大 き く、
保護者の体調が悪

岡山市は、親や祖
父母等親族との交流
いときには、子ど
機会が少ない子ども
もは元気でも通学
たちを中心に実施し
ができません。
ているとのことです。
2016 年 4 月 に
社会的養護が必要な
障害者差別解消法
子どもの世界アート展 ーももぞのの子どもたちより愛をこめてーに感動
子どもたちには、家
が施行され、
「不当
庭で養育してくれる親だけではなく、祖
な差別的取扱い」及び「合理的配慮の
父母やおじさん、おばさんなどの親戚も
不提供」が禁止となりました。
いません。愛情を受ける機会の貧困とも
岡山市としては、個別の判断が必要
いえます。
となるので、合理的配慮検討会議でも
私はすべての子どもに一時里親の存在
議論され、保護者が付き添わない時間
が必要であると考え、登録数も子どもた
を設定するなどの対応を行うケースが
ちの活用数も増えてほしいです。岡山市
も積極的に取り組みたいとのことです。
また里親支援にはマンパワーが必要で

出てきているとのこと。
全国的には付き添いを求めていない

す。こども総合相談所と善隣館の職員体
制の整備を協議していくとのことです。

自治体があります。遠足などの校外学
習も含め、岡山市も更に工夫をして進
めてほしいです。

理がない。最も近隣の小畑町内会の皆さ
んが賛同していないことを述べました。

保健福祉委員会関係から

げの方向です。市民ネット市政報告会

6 月に可燃性ガス等の調査がありまし
たが、
「敷地の内部をいじくらずに表層だ

▼国民健康保健財政は、4 月から都道府

では値上げばかりで生活が苦しいとい
うお声をいただきます。

県化され、岡山市の国保料が値上げの方
向です。また介護保険もこの 4 月から第
7 期計画に入ります。特別養護老人ホー

▼障がい者の就労継続支援Ａ型事業所
は、県内での破たんが続いています。
市内には 69 事業所があり、経営改善計

ムの待機者は約 2,500 人もいますが、計

画書提出事業所が 55、そのなかで実地
指導事業所が 17 です。専門家による指

反対討論では、①岡山市の進め方が公
正で民主的ではなかった、②基礎工事で
産廃埋立部分を攪拌する可能性が大きく、
化学反応の影響を住民が心配するのは無

けを利用する」場合にはそれで足るでしょ
うが、基礎地盤までを掘削して利用する
場合には、数を増やしてのボーリング調

産業廃棄物最終処分場は、生活・農業用

査や掘削などの根本的調査が必要です。

水の汚染などが懸念されるなか、昨年 4
月に岡山市が設置を許可し建設が進んで

同じガイドラインに基づきながら食い違
います。

画では、特別養護老人ホーム・グループ
ホームの建設をスピードダウンをする案
です。にもかかわらず介護保険料は値上

＊岡山市は障害児拠点園（11 園）制度をもっていますが、在園児でも障がいがあるとわかった場合は新規入園扱いになり、点数競争が発生していることが明らかになりました。障がい児保育の抜本的な見直しが必要です。

導やきめ細かな就労支援を行う体制を
整えるべきです。

＊ SDGs とは、2015 年の国連総会で採択された国際目標です。国連加盟国は 2030 年までに貧困、飢餓、気候変動など持続可能な開発のための の目標を達成することとしています。

＊保育園未入園児童 1,495 人（2017.4.1）を受けて、大森市長は今年度に 1,500 人の受け皿確保を表明しましたが、975 人しか確保できておらず（2017.12）
、10.1 の未入園児童は 1,312 人です。施設とともに、保育士確保にむけて処遇改善が求められます。
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