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のぞみ日誌から

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

＊ SDGs（持続可能な開発目標）：持続可能な世界を実現するために、国連で採択された 2030 年までの 17 の目標。

男女平等で、やさしい 2020 年を
〜 男女平等ランキング 2019、日本は 121 位と過去最低 〜
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旭川での鮎の産卵場整備（10.23）

　旭川の新鶴見橋北あたり。鮎の産卵が始まる
時期に、鮎が産卵しやすいように、大きな石を
とり川底を耕す整備が行われました。はじめて
の県事業で、産卵がどのくらいできたのかなど
を調べるとのこと。川を愛する皆さんが集まっ
ておられました。とても身近な場所なので、こ
れからが楽しみです。

グローバル気候マーチ（11.29）

　12.2 に開催され
る COP25（国連気
候変動枠組条約締
約国会議）に向け
てのマーチに参加
をしました。「ストッ
プ地球温暖化」。若い皆さんの声が岡山のマチ
に響きます。これからも一歩一歩積み上げてい
きましょう。

京山にこにこウォーク（11.30）

　北市民健康づくり京山会議主催のウォークに
参加をし、半田山経由の 5 キロを歩きました。
明誠学院高校や岡山大学の学生の皆さんがボラ
ンティアで参加され、若者パワーでいっぱいで
した。天気はよく、一番高い岡山理科大学講義
棟からの眺望は最高でした。

パープルラインの集い おかやま（12.1）

　エキチカひろばで行われた「第 1 回パープル
ラインの集い おかや
ま」に参加をしました。
女性や子どもに対する
暴力をなくそう、一緒
に声をあげようという
温かい行動です。花
いっぱいのなかで、通
りを歩む皆さんもよく
聞いてくださっていました。主催者はさんかく
ナビです。

ヘイトスピーチ規制に関する勉強会（12.13）

　民団で行われた勉強会に参加しました。川崎
市で、前日 12.12 に「差別のない人権尊重のま
ちづくり条例」が制定され、全国ではじめてヘ
イトスピーチに刑事罰を科す条例が生まれまし
た。理念とともに、全国で制定されている条例
の説明などが行われ、心と熱がこもった時間で
した。ヘイトスピーチは許せません。

　2020 年がスタートしました。安心と希望
が実感できる暮らしを皆さんと築いていきた
いです。
　　 議会にまず 3 割の女性議員を
　2019 年のジェンダーギャップ（男女格差）
指数が昨年の暮れに発表され、日本は 153 カ
国中 121 位で、110 位だった前年よりさらに
順位をさげ、過去最低となりました。とくに
政治分野が 125 位から 144 位にと大きく順
位を下げ、足を引っ張っています。とりわけ
評価時点で一人という女性閣僚の少なさが際
立っているとのことです。
　こうした状況のなかで、2018 年に「候補
者男女均等法」が制定され、国会や地方議会
の選挙において、男女の候補者数ができる限
り均等となることを目指しています。
　下のグラフは、諸外国の女性国会議員（衆

編集後記  ★友人から渋柿をいただいた
ので、久しぶりに干し柿にチャレンジし
てみました。思いのほか上手くできて、

嬉しかったです。干し柿作り
のポイントは何でしょうか？
私の好物の一つです。

こんなスポット／「桃太郎伝説」ゆかりの地

　文化庁認定の日本遺産
になった「『桃太郎伝説』
の 生 ま れ た ま ち お か や
ま」。10 月 29 日に「桃太
郎伝説」ゆかりの地を巡
りました。鬼ノ城（写真）、
鬼の釜、血吸川、矢喰宮、
楯築遺跡、鯉喰神社、吉備津神社、吉備津彦神社など。「鬼
木」という名前ですから気になっていた念願の鬼ノ城に
もようやく行き、感銘を受けました。古代吉備に思いを
馳せてみてはいかがですか。

＂ 誰ひとり取り残さない ＂ 暮らしをつくる
スペシャル企画

「SDGs と地球温暖化防止」をしました　
　　
　私は議会ごとに、岡
山県議会議員の大塚愛
さんと「県政・市政お
はなし会」をしていま
す。11 月 19 日には大
元公民館で行い、田中
信一郎さん（地域政策
デザインオフィス代表）
から、「SDGs と地球温
暖化防止」について話
を伺いました（SDGs の
説明は下欄）。田中さん
は SDGs の 17 の目標す
べてを日本社会に即し
て説明をしてください
ました。たとえば…。

［目標 3］すべての人に健康と福祉を／ OECD 加盟国の人口
1,000 人当たりの臨床医数（2015 年）のトップはオースト
ラリア 5.0 人、OECD 平均 2.8 人、日本は下から 4 番目の 2.3
人。周辺地域に少ないということです。

［目標 4］質の高い教育をみんなに／ OECD 加盟国の教育
機関への公的支出割合（2015 年）。トップはノルウェー
6.3%、OECD 平均 4.2%、日本は最下位の 2.9%。奨学金な
どが思い当たります。

議院）比率の推移です。日本は地方議会も低
い（岡山市議会は 13％）わけですが、この
20 年間、諸外国が制度を作って女性議員を
増やしているなか、日本の伸びが留まってい
ます。
　法律で地方公共団体（岡山市）にも責務や
基本施策が示されましたので、私は 11 月議会
で、市としても取り組みをと質問をしました。
男女平等は、誰にとっても優しい社会につな
がります。みんなで前に歩みましょう。

諸外国と日本の女性議員比率の推移

日本

パネルディスカッション「政治とジェンダー～女性政治家を増やす
意味はどこに？」。「候補者男女均等法」成立の立役者である三浦ま
りさん（上智大学教員。左端）とともに（12.6、岡山大学にて）

出典：
月刊総合情報誌

「共同参画」
2019 年６月号

（内閣府発行）

※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。https://blog.goo.ne.jp/niji_oni　携帯でもどうぞ。



11 月議会　個人質問から
質
問
項
目

 
＊「国民健康保険料の子どもにかかる均等割保険料（税）減免措置の導入を求める国への意見書提出について」、「被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書の提出について」などの陳情が全会一致で採択されました。

＊岡山市は岡山学校給食センター（中区赤田）が老朽化したため、移転建て替え予定であることを明らかにしました。そして、現在の5中学校約2,500食分を約7,000食分という巨大な調理場に拡大する計画です。安全面、衛生面、食育など、児童・生徒からの視点でしっかり検討が必要です。

１．性別にかかわらず自分らしく生きるために

   政治分野についての男女共同参画。
　テーマの一つとして啓発に努める

Ｑ：2018 年に制定された「候補者男女
均等法」の意義や今後のとりくみは？
市長：政治分野における女性参画は他の
分野に比べて進んでいないと思う。子育
ての環境の整備とか、やれることはきちっ
とやって、より進むことを願っている。
Ｑ：岡山市ホームページへの法律掲載や
啓発活動を行うべきではないか。
Ａ：これからは、男女共同参画推進のテー
マの一つとして啓発に取り組みたい。

　アンケート結果をふまえ「同性パート
　ナーシップ制度」導入を判断したい

Ｑ：政令市において 8 市が導入、4 市が
実施に向けての検討中です。岡山市は何
をもって制度導入への市民理解が深まっ
たと考えるのか。オリパラを目途に導入
すべきではないか。
市長：今年度実施した「性的マイノリ
ティーに関する市民意識調査」結果をふ
まえて、判断をするようになると思う。

　2019年11月議会。「放課後児童クラブの利用料を所得に応じたものに」と市民ネット・
共産党・無所属の議員で、条例改正を提案しました。残念ながら否決されましたが、保
育料のように福祉的な視点も必要です（詳細は別途記載）。この 4 月から岡山市の管理
運営に移行をはじめる放課後児童クラブの課題は多く、質問も次々と行われました。よ
りよいものにするために、これからも努力をしていきます。

１．性別にかかわらず自分らしく生きるために
　・政治分野における男女共同参画の推進にあたって
　・同性パートナーシップ制度について
２．多文化共生 〜 日本語教室のあり方 〜
３．子どもが安心して育つために
　・学校給食調理場にエアコンを
　・学校給食とグリホサート
４．岡山北斎場

２. 多文化共生 — 日本語教室のあり方

　外国人住民等に、生活に密着した
　内容を学ぶ機会を実施したい

Ｑ：岡山市の外国人住民人口はこの 10 月
1 日統計で、2％を超えた。 この 6 月には

「日本語教育の推進に関する法律」が成立。
岡山市も今一度、外国人住民等の実態を
知り、日本語教室空白地域の解消など課
題を整理するべきではないか。
Ａ：国が検討中の基本方針案や外国人市
民会議での意見等を参考に研究したい。
Ｑ：総社市では、生活に密着した日本語
教室をしている。岡山市も行うべきでは
ないか。文化庁の地域日本語教育の総合
的な体制作り推進事業を活用すべき。 
Ａ：現在の日本語教室にあわせて生活に
密着した内容を学ぶ機会を、来年度から
西川アイプラザ友好交流サロンで実施す
る。必要なら文化庁の事業も検討したい。

　３．子どもが安心して育つために

　学校給食調理場にエアコン導入を。
　クールジャケット等も研究する

　熱中症の症状があった調理員のことを
知り、給食調理場を訪問しました。幾重
もの調理服を着て大釜での調理です。文
科省の学校給食衛生管理基準では、調理
場の温度は 25℃以下に保つように努める
とのこと。訪問日は 30℃を超え、暑さ指
数 WBGT 値は警戒レベルでした。
Ｑ：熱中症の把握をしているか。熱中症
計の WGBT 値も参考にすべきではない
か。
教育長：熱中症による緊急搬送は、昨年
度 1 件、今年度 1 件の確認をしている。
熱中症計については現場の意見聴取を
し、必要なら改善する。
Ｑ：市内調理場にはスポットクーラーだ
けで、部屋全体を冷やすエアコンは全く
ない。エアコンが全くない政令市は 5 市
だけ。計画的に導入すべきでは。☆設置
に時間がかかるところは、換気施設整備
やクールジャケット導入を行うべきでは。
教育長：エアコンの必要性は研究したい。
換気については意見聴取し、必要に応じ
て改善を図る。クールジャケットの使用
も含めてできる限りのことを研究したい。

　学校給食の地産地消を進め、グリホ
　サートの混入を防ぐべき

　農民連食品分析センターの検査で、対
象となった 3 県の学校給食のパンから、
除草剤に含まれる成分のグリホサートが
検出されました。WHO の国際がん研究
機関がグリホサートは人に対して恐らく
発がん性があるとする調査結果を公表。
世界の十数カ国で禁止・規制が行われて
います。
　農水省の調べでも、輸入したアメリカ産
小麦の 9 割以上、カナダ産小麦のほぼす
べてから検出されていますが、国産小麦と
その加工品からは検出されていません。

 

昨年の 12 月から「パー
トナーシップ宣誓制度」
を開始した横浜市の宣
誓書受領証明カード

（横浜市ホームページより）

総社市の「地域でつながる日本語教室」。訪問時のテーマ
は「年賀状」。皆さん、熱心＆楽しそうでした（12.22）

Ｑ：給食で週 1 日がパン、1 日が麺です。
パンと麺の成分は国産なのか否か。
教育長：パンは県内産米粉 20％とアメ
リカ・カナダ産小麦粉 80％。うどんは国
内産小麦粉 100％である。
Ｑ：今治市では地元産小麦での学校給食
パンを提供している。国産小麦、できた
ら地元産で主食を賄う工夫をしないか。
教育長：本市は食数規模が大きいため量
の確保が難しく、すべて国産小麦を使用
するのは困難である。国が検査をしてお
り、安全であると認識している。

　　　これからも働きかけます。2009 年度
　　　に食品数ベースで 41％だった岡山市
学校給食の地産地消率が、2018 年度には
51％になりました。岡山市は農水産物に恵ま
れた都市です。よさをさらに伸ばしたいです。

岡山中央卸売市場の初セリ。毎年楽しみに伺います（1.5）

　４．岡山北斎場

    気になる環境影響調査の妥当性

　基本設計と環境シミュレーションが終
わり、4 月から本体工事に着手予定です。
Ｑ：風向きと風速の元データは日応寺観
測所のものであるが、予定地とでは地形

半田山（津島福居北）土砂災害の復旧
　ご心配をおかけ
しています。岡山
大学による復旧工
事は、東側西側と
も今年度中に終了
予定です。12 月 12
日に地元住民説明
会がもたれました。

　放課後児童クラブの運営が、この 4 月か
ら地域運営委員会から岡山市直営に移行を
始め、統一ルールのもとで行われます。利
用料は一律月額 7,500 円となり、延長料金
2,500 円、おやつ代 2,000 円で、午後 7 時
までの利用では、12,000 円の保護者負担
となります。この 4 月に移行する 22 クラ
ブのうち 16 クラブの利用料が増加します。
　今回の移行を機会に、利用料については
保育園と同様に所得に応じた応能負担にす
るべきだと、11 月議会において条例改正を、
市民ネット・共産党・無所属議員で提案し
ました。参考にしたのは、すでに応能負担
で行っている新潟市です。
　当局は「これまでも応益負担（受けた利
益に応じた負担→一律）でしてきている。
事務処理の簡素化を図るために応能負担は
考えていない」としています。
　議会でも残念ながら賛成 10 反対 35 で
否決されましたが、福祉的な視点が必要で
す。利用料が支払えないために通えない子
どもがいるようになっては困ります。ぜひ
とも実現をしたいと思っています。

「放課後児童クラブの利用料を所得
に応じたものに」と条例改正を提案

が異なり、風向きが異なると地元の人が
言われている。風向きの調査を予定地で
行い、再度環境影響調査を行わないか。
Ａ：環境影響調査実施への指針では、気
象観測所の測定結果で行うことになって
いる。再度行うことは考えていない。
Ｑ：塩化水素の最大着地濃度出現地点濃
度が保全目標値と同じで心配。排気筒の
高さや火葬数での調節をすべきでは。
Ａ：非常に厳しい仮定での試算なので、
実際の運営では問題ないと考えている。

着々と建設が進む岡山北斎場への進入路


