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/

ご存知ですか？ 「母子生活支援施設」
お母さんと子どもに寄り添ってくださいます

◆母子生活支援施設：住む場所提供＋生活支援・自立支援
「母子生活支援施設」は、18 歳未満の子どもを養育して
いる母子家庭（何らかの事情で離婚の届出ができないなど、
これに準じる家庭も）の女性が、子どもと一緒に利用でき
る施設です。
◆岡山県内には 2 施設／「仁愛館」（岡山市、10.14）と
「鶴心寮」（倉敷市、11.7）を女性議員の皆さんと訪問
岡山市「仁愛館」が、老朽化などを理由に整備されるこ
とになり、よりよい施設を求めて、女性議員の皆さんと両
施設を訪問しました。倉敷市「鶴心寮」から学ぶべきこと
は多く、
「仁愛館」に生かしたいです。
ご相談は、岡山市男女共同参画相談支援センター（086803-3366）
、各福祉事務所地域子ども相談センターなどに。

のぞみ日誌から
第 5 回きたながせスープ（11.22）
木立のなかで、子どもの遊び、
農園での収穫祭、学校発表、マ
ルシェなどが盛りだくさん。工
事が進む岡山西部総合公園（仮
称）内です。私は「子どものお
みせ」担当で大盛況でした。主催は操車場跡
地にできる新公園を活用する市民の会。これ
からが楽しみです。

岡山御津高校での居場所カフェ（12.14）

鶴心寮

こんなスポット

みんなの冷蔵庫「北長瀬コミュニティフリッジ」
コミュニティフリッジは、新型コロナで困難を抱える
親子・学生など、食料品や日用品の支援を必要とする方
が、時間や人目を気にせず、24 時間都合がいいときに、
提供されたものを取りに行ける仕組みです。
「冷蔵庫」
はブランチ北長瀬の一角にあり
ます。支援される側、
する側（個
人、商店・企業）ともに登録制
（https://communityfridge.jp/、
086-236-7458）
。岡山の市民力
は素晴らしいです ^^。
編集後記 ★「イノシシ肉の赤ワイン
煮」です。猪肉赤身と野菜・茸をコト
コト煮込みました。年末には猪肉バラ
肉で角煮を作りました。猪
肉、どんな料理も美味しい
ですが、スライス肉の塩・胡椒焼が一番好きです。

会派：市民ネット
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コロナ対策。何より生命を尊ぶこと
SDGs「誰一人取り残さない」とりくみを

「生徒ホールでカフェしま
す！」という呼びかけに、た
くさんの高校生の皆さんがき
て、楽しそうに過ごしておら
れました。岡山御津高校と
（一
社）ぐるーんのコラボ企画の
スタートです。高校生たちがリラックスして、
いろんな話ができる場になればとの想いです。

2021 年を私たちは新型コロナウイルス感

がっていることを実感しました。コロナは人

染症拡大のなかで迎えました。緊張と不安を

を選ぶことなく感染しますが、被害はとりわ

がんばっています！ラジオ体操

抱えている皆さまにはお見舞いを、医療・福

け身体的・社会的に弱いところに現れ、誰一

祉など、社会や生活の基礎を支えて働いてい

人取り残さないという視点が必要です。

県総合グラウンドでのラジオ体操に、5 月
から時々参加をしています。第 1 と第 2 をき
ちんとすれば、私たちの体の筋肉 600 のうち
400 を動かせるということです。気持ちいい。
仁愛館

岡山市議会議員

鬼木のぞみによる市政レポートです

笹ヶ瀬川 一斉ゴミ回収（12.19）
「釣り人みんなで海を守ろう、
釣りのついでにごみ回収」の呼
びかけで、海洋にでる前のプラ
スチックごみの回収に参加。問
題になっている農業用肥料のプ
ラスチック殻も大量に蓄積して
いました。直径 3 〜 5 ミリの小さな球状です。
環境や生き物を守るため、どんなことができる
のかを考えます。

〜

＊ 何が大切なのか。考え、工夫する ＊

コロナ禍で、
私の健康と生命は、
身近な家族・
地域で支えられ、そして世界の人々ともつな

る皆さまには敬意と感謝を申し上げます。私
たちは、多くの制約があるなかで、何が私た

＊ コロナからのメッセージを受けとめる ＊

ちに大切なのか、どんな工夫ができるのか。
真摯に考えつつ、がんばってきました。

核兵器の保有や使用を全面的に禁じる「核

12.28 まで「Go To キャンペーン」で感染

兵器禁止条約」が 1 月 22 日に発効し、核廃

を広げ、1.8 から「非常事態宣言」という政

絶への歴史的な一歩となります。戦争被爆国

府のお粗末さ。生命と経

日本が不参加であること

済は分けられません。岡

は本当に悔しいです。ま

山市は、1 月 16 日に感染

た、2021 年度の日本の防

者 数 が 1,000 人 を 越 え、

衛費は、過去最大を 7 年

誰が感染しても不思議で

連続で更新。税金は生命・

（12.31）
ホームレス支援／大晦日の炊き出しに

はない状況です。症状で

生活・文化を支えるコロ

「一年間、ほんとうにあり
がとうございました」
、
「体大
丈夫？明日もきてね」
。12.29
〜 1.3、岡山ホームレス支援
きずなの炊き出しが連日行わ
れ、私は大晦日に参加。今年
はコロナに配慮してお弁当の
配布です。岡山市民のセーフティーネットだと
心からの感謝です。

は、発熱に加え、喉の痛

ナ対策に使うべきです。

※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。

みや咳の割合が高くなり、

コロナ禍の課題を解決

岡山市は早期の受診を呼

することが、私たちの希

びかけています。

望ある社会につながるよ

何よりも生命を尊ぶこ
と。PCR 検査を拡大して
感染拡大防止をすること。

う、皆さんと歩む一年に
御津大野の「とんど祭」に大塚愛・県議と参加（2021.1.11）。
地域では、正月飾りを稲わらから手作りされ、文化を伝え、
温かなつながりを育んでおられます。

したいです。

＊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

＊公共交通の質問が多かったです。LRT 化に伴う足守駅の位置についても質問がありました。移設案が元に戻ったわけですが、その根拠の数字が具体的に示されず、市側の申し訳なかったという言葉では、納得できない地域の皆さんの気持ちはよくわかります。出されていた陳情は継続審査です。

11 月議会

個人質問から

2- ② ヤングケアラー

質問項目

１．住宅地等における農薬使用

要保護児童対策地域協議会の機関、
教員への研修・啓発を行う

２．子どもの豊かな育ち
①特別支援教育

②ヤングケアラー

ヤングケアラーとは、病気や障がいを
持つ家族の介護や世話、きょうだいの面

３．岡山北斎場
11 月議会では、新型コロナ関係予算 13 億 5,500 万円を盛り込んだ補正予算を可決
しました。国の慰労金対象外の児童福祉・介護・障がい等の事業従事者への岡山市独自
の慰労金支給など、議会側が求めていたものが反映されています。☆継続審査になって

いた「種苗法」をめぐる 2 陳情（改正反対、慎重審議の意見書提出）が残念ながら不採
択となり、
「私たちの命をつないできた種を守りたい」
と私は賛同を求める討論をしました。

1 住宅地等における農薬使用
国の通知遵守（できるだけ農薬不使
用）をどのように確認するかを検討
農薬・殺虫剤は、人の健康や生活環境、
生態系に影響を及ぼす恐れがあります。
国の通知「住宅地等における農薬使用に
ついて」には、①農薬による防除を必要
とする病害虫が発生しにくい植物及び品
種の選定に努め、②（一律の）予防的薬剤
散布をやめ、③被害をうけた部分の剪定
などの物理的防除に最大限努め、できる
だけ農薬を使わないことを求めています。
Ｑ：岡山市が管理する公園や街路樹など
における植栽管理は業務委託を行ってい
るが、岡山市は国からの通知の徹底をど
のように行っているのか。明確に規定し
てチェックすべきではないか。
都市交通公園担当局長：国からの通知を
遵守するよう仕様書に明記しているので、
造園業者はこれを遵守していると考えて
いる。遵守の状況について、市としてど
のように確認するのかを検討したい。

2020 年からよく訪れる県総合グラウンド。四季折々の
顔があり、滞在時間が自然と長くなる気持ちよい公園

2- ① 特別支援教育
「特別支援教育推進プラン」の
作成を進めます
岡山市では、2009 年度に 263 だった
小中学校の特別支援学級数が、2020 年
度は 564 と倍になっています。通常学級
も含めて、教員のスキルアップを求める
声をとても多く聞きます。
Ｑ：岡山県は「県特別支援教育推進プラ
ン」を作成して、教職員の専門性の向上
を位置づけ、目標指標やその工程が示さ
れている。岡山市でもぜひ作ってほしい。
教育長：岡山県や他県、他市の状況につ
いて検討しながら作成を進める。

倒など、家族のケアを担っている 18 歳
未満の子どものことを言います。
埼玉県が 2020 年夏に行った高校 2 年
生への調査で、1,969 人 4.1％がヤングケ
アラーだったことを公表しました。
3 人に 1 人が家族を毎日ケアし、約 4
人に 1 人は悩みを話せる相手がいない。
孤独・ストレスを感じており、学校生活
への影響として、勉強時間・自分の時間
［埼玉県ヤングケアラー実態調査結果より］
ケアの頻度

題についてどのように認識をしているの
か。関係機関同士の連携は。
子育て支援担当局長：把握しているケー

スはあり、関係機関が連携して支援をし
ている。とはいえヤングケアラーの認識
が十分にいきわたってないので、まず要
保護児童対策地域協議会の機関に啓発や
研修を実施しながら、理解を深める。

Ｑ：小学生・中学生の課題でもあります。

ケアを始めた時期

毎日新聞 2019.11.26 から

11 月議会補正予算から
新型コロナ対策の岡山市独自予算など
＊新生児子育て応援金
2020.4.28 〜 2021.4.1 生れの新 生 児 1
人当たり 3 万円支 給。4.27 生れまでは、
特別定額給付金10 万円が支給されている。

＊国の慰労金対象外の児童福祉・介護・
障がい等の事業従事者の方に、岡山市独
自の慰労金支給
1 人当たり 3 万円支給。

教育委員会の取り組みは、どうですか。
教育長：研修のなかで、教員がヤングケ
アラーについての認識ができるようにし

ジや柔道整復師が入っていますが、保険適

ていく。そうしたケースがあれば、必要
に応じて関係機関と連携を図る。

視覚障がい者の事業所では、保険の申

3 岡山北斎場

Ｑ：環境配慮は欠かせない課題。工事中

タブレット端末は効果的な活用と
なるよう合理的配慮を検討する
にタブレットが用意される。必要な子ど
もにはワープロ対応を認めてほしい。支
援が必要な子どもの特性に応じたアプリ
の提供など合理的配慮をしてほしい。
教育長：一人一台端末の活用に慣れてい
くなかで、タブレット端末でのワープロ
機能の活用や、多様な支援が必要な子ど
もの実態や学習内容に応じて効果的な活
用となるよう検討する。

Ｑ：岡山市はヤングケアラーの実態と課

稼働後の環境調査。必要な調査
については定期的に実施したい

以前から提案をしてきたので、
ようやくと嬉しかったです。

Ｑ：2021 年度からすべての児童・生徒

がとれないなどがあがっています。

この対象として、はり・きゅう・マッサー
用している治療院に限るとしました。
請作業などが大変で、保険適用を受けてい
ない場合があるそうです。保険適用申請へ
の支援をしたり、今回の慰労金も支給すべ
きだったのではないでしょうか。

＊ひとり親世帯臨時特別給付金（2 回目）
国（1 世帯 5 万円 + 子ども 2 人目から 1

の調査結果の住民周知、稼働後の調査と
住民への周知について行うべきでは。
市民生活局長：工事中の土壌の分析結果
や地盤沈下などの調査結果は地域住民に
知らせる。

＊学校への ICT 環境整備

稼働後の環境調査については、工事完
了後 2 年間は水質・可燃ガス・排気ガス

実施。1 人 1 台のタブレットは今年度中に

を測定する予定で、測定結果は地域住民
に知らせる。2 年後以降の環境調査につ
いては、地域の皆さまの意見を聞きなが

＊市立幼稚園空調設備整備

ら、必要な調査については定期的に実施

場合に整備。

人 3 万円）+ 市独自（1 世帯 2 万円）

GIGA スクールサポーター配置や通信環
境のない世帯を対象とした環境整備等を
配備される予定です。

既設の遊戯室等のみでは密状態になる

したい。
〈みどり岡山〉議員の皆さんと、特別支援教育についての学びを重ねています

●岡山御津高校。通級指導について、神田亮一校長（右端）
から話を伺う。誰にでも理解しやすい「ユニバーサルデザ
イン型授業」づくりなどが参考に。（2020.7.28）

●ノートルダム清心女子大学／インクルーシブ教育研究セ
ンター長の青山新吾先生を訪問。集団のなかで行う、個別
の支援の大切さをと。（2020.7.31）

●元文部官僚の寺脇研さんを囲んで。生涯学習という視
点でインクルーシブ教育を考えること、知的障がいがあ
る方の高校進学をもっと考えること。
（2020.11.29）

＊岡山市ホームページに、
「岡山市の障害のある子どもの就学相談と教育支援」
、
「就学相談 Q ＆ A」
、
「就学説明会資料」などがアップされています。岡山市教育委員会の考え方や仕組みを知ることができます。このように保護者の皆さま・市民に情報を公開することは大切です。

