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/

顔の見えるつながりの大切さ

岡山市自主防災会組織率 92.2％（2020.4.1 現在）
自助、
「近所」
、共助、公助。津島福居・自主防災会の勉
強会で、講師の方が、
「近所」という言葉を入れられたの
が印象に残っています。
◆防災訓練に参加をしました（津島福居・自主防災会、10.4）
全町内に呼びかけて行う予定だった防災訓練でしたが、
新型コロナの影響で自主防災
会メンバーに規模を縮小して
行われました。岡山市消防局
の方にも応援をいただき、避
難訓練、水消火器による消防
訓練、心配蘇生訓練（胸骨
圧 迫と AED）
、起 震 車 体 験、
非常食などです。
胸の真ん中を「もしもし亀
よ亀さんよ♪」のリズムで押
す胸骨圧迫など、すべての
時間が大きな学びになりまし
た。
◆まさに「体験にまさるものなし」
防災機材も含めて、よく練られた計画と準備。テキパキ
と真摯に訓練を受ける参加者の皆さま。分かりやすく説明
をされる消防局の方。皆さまに敬意を表しました。多くの
方に体験をしていただきたいです。
こんなスポット／岡山市 夜間教室
学ぶことは生きる希望。
7 月に始まった岡山市の
「学
び直しの場」です。月 2 回、
夜に市内 2 教 室で行われ
ています。中学校に通った
経験がなく卒業証書がない
人、不登校などで十分な教
育を受けられないまま中学校を卒業した人、外国籍の人
で義務教育が受けられなかった人などが対象です。
問合先：岡山市教委・生涯学習課（086-803-1606）
編集後記 ★「もえだん（萌え断）
」という言葉を初めて知
りました。断面がカラフルで美しい
食べ物のことで、
「つしまみんな食
堂」のサンドウィッチメニューでし
た（9.27）
、☆地域で親
子の笑顔が積もるのは嬉
しいですね。感謝します。

のぞみ日誌から
女性議員の皆さんとの視察（8.4）
岡山中央卸売市場、水道局、
北消防署です。何れも女性が少
ない職場。後ろ 2 つは近年新
築をしたので、新市庁舎建設へ
の参考にと。消防署では訓練施
設も見学し、45 キロの人形を
運びました。重い。
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〜

もっと身近なギカイに

〜 活発な議会が、安心・元気な街をつくります 〜

岡山市議会「マニフェスト大賞」優秀賞受賞

9 月議会。議員提案で、自転車の条例を策定

新型コロナの影響はいかがですか？ 多くの

評価の一つとして、この間、議員提案の条

制約やキャンセルが相次ぎ、残念な想いがあ

岡山ドーム前芝生広場で、心地よい音楽を
聞きながら、美味しいものを食べ、テントで泊
まる人もいる。コロナ禍
で、人々が緩やかにつな
がることで育まれる空間
と公園の心地よい賑わい
がありました。岡山西部
総合公園（仮称）活用準
備会・岡山市主催。

るなか、巡り来る四季にほっとしています。

御津の伝統芸能である獅子
舞。今回のシンポジウムでは、
岡山御津高校と朝日塾中等学
校の生徒の皆さんによる、若
者世代にとっての獅子舞のも
つ意義や伝え方についての発
表が圧巻でした。これからが楽しみです。

2020 年 9 月議会報告

事務所

都市の森ギャザリング（8.22）

御津の獅子舞シンポジウム（9.13）

No.54

会派：市民ネット

おにきのぞみ

平和の鐘を鳴らそう in 長泉寺（8.15）
岡山ユネスコ協会主催。司会
はインターキッズの高校生の皆
さん。若い方の参画は嬉しいで
す。これからは体験者から直に
話を聞いた私たちが、戦争の悲
惨さを伝えていく時代。責任重
大です。

鬼木のぞみによる市政レポートです

例を策定していることがあると思います。
9 月議会にも、
「岡山市自転車の安全で適正

さて、地方自治体への政策の取り組みを表

な利用を促進するための条例」が制定されま

彰する「第 15 回マニフェスト大賞」の躍進

した。私も超党派のプロジェクトチームの一

部門で、岡山市議会は優秀賞を受賞しました。

員として加わり、1 年間かけて、勉強や関係す

応募総数は 2,842 件。7 部門 35 優秀賞の一

る 25 団体からのヒアリング等を行い、作った

つです。早稲田大学マニフェスト研究所の議

ものです。その柱は保険加入の義務化です（罰

会改革度調査ランキングで、岡山市議会の低

則はありません）
。来年 4 月からの施行ですが、

迷が気になっていましたので、議長をはじめ

よりよい施策となるように努力したいです。

とする議会全体のとりくみが嬉しかったです。

新型コロナには、議会に調査特別委員会を
設置して、審議・提案をしてきています。
8 月には、岡山市議会女性議員が担
当で、
「岡山県市議会議員女性の会」
を行いました。研修で、岡山市が開始
した「パートナーシップ宣誓制度」を

「子どもの声からはじめよう 〜里親家庭で育った
（9.27）
若者の声から、子どもへの関わりを考える〜」
一般社団法人ぐるーん・岡山市主催。3 人
の若者が、里親家庭での体験を振り返り、苦
しかったことなどを整理して伝えてくださいま
した。子どもが思いを伝えることの難しさへの
理解や、思いや声を受け取る力や仕組みづく
りの必要性、里親を支えることの大切さを感じ
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。https://blog.goo.ne.jp/niji̲oni

携帯でもどうぞ。

取り上げたところ、幾つかの自治体
の 9 月議会で質問をしてくださり、前
向きな検討が感じられて、嬉しかった
です。活発な議会が、暮らしやすく安
心で元気な街をつくります。これから
も、市民に身近な議会をめざします。
旭川に鏡のように映った岡山城の写真。9 月初旬に私が撮った奇跡の一枚です。
岡山城は、魅力向上に向けて、大規模改修計画の進行中です。

＊新型コロナウイルス感染症関連のことでお困り・ご不明のことがあれば、ご連絡ください。

おにき・のぞみ

＊「市民活動支援金」って、ご存知ですか？ 新型コロナの影響で、福祉・教育・子育てなどの地域課題にとりくむ市民への支援金で、岡山市の施策です。申請期間が 12 月 28 日までに延長され、活動期間が 2021 年 2 月 15 日までに短くなりました。ご活用ください（問合先：086-803-1061）

9 月議会

個人質問から

3 自衛隊と住民基本台帳

質問項目

１．おくやみ窓口

そもそもおかしい！自衛官募集への
住民基本台帳の名簿提供。
➡ 望まない人は除外されます

２．子どもの学習、生活支援
３．自衛隊と住民基本台帳
４．地球温暖化防止と気候変動

これまで岡山市では、自衛隊は自衛官
募集のために、住民基本台帳の閲覧をし

9 月議会も新型コロナにまつわる質問が相次ぎました。私は生活困窮世帯の子ども支

援にまつわって質問をしました。この議会では、新型コロナに対応するために、19.1 億
円の補正予算が組まれました。☆新聞に掲載された私の質問について、
「おくやみ窓口設

置」と「自衛隊への住民基本台帳名簿の提供。望まない人は除外」の反響が大きかった
です。☆同意できなかった議案は、
「岡山芸術創造劇場」設置条例（理由は紙面に）です。

1 おくやみ窓口
来年度から各区役所で試行的に
窓口設置。よかったです
遺族は大事な方を失った悲しみのなか
で、死亡や相続に関する手続きを行いま
す。死亡に伴って市で行う手続きは多く、
手続き漏れなどで、何度も市役所に赴く
場合があります。

Ｑ：住民の死亡に伴う手続きをワンストッ

2 子どもの学習・生活支援
生活困窮世帯への学習支援事業
教室に加えて、オンラインと訪問も
岡山市は、生活困窮世帯（生活保護世
帯、児童扶養手当全額支給世帯）の小学
5、6 年生から高校生世代を対象とし、8
会場 9 教室で、学習支援事業を実施して
います。

Ｑ：この事業に新型コロナの影響はあり

Ｑ：個人情報保護に抵触する恐れがある

岡山市はどうして応じるのですか？
市長：自衛隊法に市町村長は募集に関す
る事務の一部を行うとあり、法定受託事
務なので資料提供を行いたい。今 18 歳
と 22 歳の方の情報がほしいと言われて
いる。氏名と住所をだし、生年月日はだ
さない。

とタブレットによるビデオ通話を活用し
たリモート授業を組み合わせた学習支援
事業をする（2021.1 開始予定）
。

い。宛名シールでの提供を検討している。

×

×

×

＊「おかやま親子応援メール」に登録を＊

新型コロナの影響で、日常生活に困難を抱え
るひとり親家庭や生活困窮家庭と支援団体をつ
なぐメールマガジン。食材・生活資材の提供、
こども食堂情報、体験活動などの支援情報が届
きます。岡山市と支援団体が連携。
議員提案の自転車にまつわる条例が成立した日に、プロジェクト
チームの皆さんとパチリ（2020.9.24）

■詳しくは https://www.city.okayama.jp/
kurashi/0000024599.html

Ｑ：横断的枠組みが必要。市民の皆さん

各分野において有効な対策を講じること
が重要である。各分野の専門家などから
情報収集を行い、地域の特性に応じた適

市長：
「おくやみ窓口」を新年度からでも
各区役所で試行できるよう検討していき
たい。高齢者人口の増加などをふまえ、

慣支援や社会体験支援についても対応で
きると期待している。

頻発する豪雨災害や熱中症の増加は、
地球温暖化による気候変動の影響を受け
ています。図の適応策が求められ、岡山
市は地域気候変動適応計画を策定中。

示を行った市民については外しています。
岡山市もそうするべきではないですか。
市長：自分の情報提供を望まない方は、
事前に対象から外すように処置したい。
市民生活局長：周知は広報紙等を考えた

きにすべきであると考えている。

地域に応じた適応策も大切なので、
市民の声を聞いていく

との取り組みをどう位置付けますか。
環境局長：地球温暖化による気候変動は
幅広い分野にわたり影響をもたらすので、

保健福祉局長：新型コロナの影響等によ
り、教室に通う子どもが２割程度減って
いる。そこで、家庭訪問による個別指導

お伝えしたいことアレコレ
「岡山芸術創造劇場」設置条例
9 月議会で制定されましたが、私たち
市民ネットは残念ながら反対をしました。
条例とともに準備されるべき、条例の
中味を具体的に示す規則（案）が提示さ
れなかったからです。示された規則検討
案では、市民の皆さんが使用可能な高す
ぎない使用料（照明などの付属設備、会
場連続使用の減免など）なのかどうかを
判断できませんでした。そこまで詰めて
議会に条例案を出すべきで、時期尚早と

希望する妊婦（無症状）
、医療・介
護などの従事者（軽くても症状のある
人）
、濃厚接触者に接触した人の周り

＊緊急告知ラジオ

Ｑ：福岡市では、名簿提供除外の意思表

成などで窓口設置を後押しし、全国で取
り組みが始まっています。県内では津山
市が今年の 6 月からスタートしました。

＊ PCR 検査対象の拡充

PCR 検査に協力してくださる診療所
は市内に 129（8 月末）になりました。

名簿提供を、自衛隊法には具体的に事務
付けていません。
また、
自衛隊施行令では、
防衛大臣は必要な報告または資料の提供

を求めることができるとあるだけで、義
務はありません。根拠も義務もないのに、

9 月議会補正予算から

の人も対象になりました。医療・介護
など福祉従事者には無症状でも対象に
するなど更なる拡充が必要です。

があれば名簿を提出すると表明しました。

ますか？ 岡山市が新たに行う取り組み
について教えてください。

家庭訪問により、その世帯への生活習

4 地球温暖化防止と気候変動

て書き写していましたが、先の 2 月議会
で、岡山市は自衛隊から資料提供の依頼

プで行う「おくやみ窓口」を各区役所に
設置しませんか。政府もガイドライン作

より分かりやすく、負担感の少ない手続

法定受託事務だからという考えには異
論あり。個人情報保護の観点から、
名簿提供を閲覧に戻した自治体もあります。
名簿提出はやめるべきです。まして、
宛名シー
ルまで行うことはありません。

応策も大切。市民の意見も聞きたい。
いうことでの反対です。よりよいものにな
るよう働きかけを続けます。オープン時期
は、2023 年夏頃と半年ほど延びました。

LRT 化。足守駅の移設とりやめ方針
JR 桃太郎線（吉備線）の LRT 化では、
岡山市側には新駅を 5 つ
増 や す 予 定 で す。沿 線
や周辺の人口集積地をカ
バーする場所が新駅設置
の考え方です。そして、
2019.2 説 明 会 では、足
守駅は足守川をはさんだ

7 月に販売した緊急告知ラジオ 400
台が即日完売したため、1200 台を再
販売する準備が行われています。来年
の出水期までには販売が行われます。
＊文化芸術活動支援
感染防止のため活動が制限されてい
る文化芸術活動の再開・持続につなが
る支援をします。①活動の再開、②発
表の場の確保、③キャンセル料等の支
援です。
問合先：
『文化の灯を消さない！プロ
ジェクト』事務局（086-223-5793）
※他にも多くの新型コロナ関係の補正予算
が組まれました。

東側への移設案が示されました。ところ
が 2020.7 説明会では、運行計画を詳細
に検討すると、足守駅に電車の行き違い
がいる。移設案では必要な直線距離 160
ｍがとれないので、移設をとりやめ、現
在の位置のままで駅を改修する案へと一
転しました。
その過程に納得がいかないと
いう声が届いています。駅の場
所は住民にとって重要なこと。
綿密な検討をして出さないと地
域に混乱が起きます。市は慎重
に進めなければなりません。

＊新型コロナウイルス対策専用ダイヤル（086-231-4100）
。新型コロナにまつわる支援策で、どこに連絡をしていいのかわからない場合はご利用ください。 ／ ＊高齢者のインフルエンザ予防接種費用は無料です。議会質問で市長が表明。10 月に入り、周りの皆さんが行かれています。

