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

分ければ資源、混ぜればごみ

2021 年度からの「ごみ減量・リサイクル」
家庭ごみの排出方法が一部変更になり、
「ど〜すりゃ〜
ええ？［ごみ減量・リサイクルガイド］
」が 5 年ぶりに全面
改訂されました。脱炭素社会実現のために、プラスチック
ごみリサイクルの 2023 度開始に向けても準備が始まりま
す。市民の皆さまの声が少しずつ反映されていきます。

＊スプレー缶

使い切る。この 4 月からごみス
テーションに、緑色コンテナが出
ています。穴を空けずに入れてく
ださい。危険回避のために、国か
ら 2015 年に穴あけしない方向が
望ましいという事務連絡が出てからようやくです。

＊可燃ごみ、不燃ごみ

これまで通りの袋の大きさが使
えます。このパンフレットに、大
きさの目安として「ごみ一つの大
きさが 20ℓの有料指定ごみ袋に
入るものです」とあり、30ℓや
45ℓのごみ袋はどうなるのかとい
うお問い合わせがありました。誤
解を招く書き方で、次回に修正を
するそうです。
※現在、パンフレットの英語、
中国語、ハングル、ベトナム語版も作成中です。
こんなスポット／「遺跡＆スポーツ」ミュージアム
「津島遺跡（縄文時代から近代）
」はおもしろい。一部
が国指定遺跡になっています。このミュージアムは岡山
県総合グラウンドの陸上競技場内にあり、出土品が時代
を追って展示してあります。合わせて、岡山県出身アス
リートの人見絹江さん、有森裕
子さんゆかりの品もあります。
スタッフの方の解説を聞き
ながら見学をすると分かりやす
いで す。詳しくは、086-2557300 まで。
編集後記 ★春の野草の季節。タケ
ノコやタラの芽などを満喫していま
す。写真はウド菜とフキノトウの天
ぷら。自然の恵みで体の
なかがキレイになるよう
で嬉しいです。

のぞみ日誌から
京山地区 ESD・SDGs フェスティバル（1.23）
京山公民館をスタジオ
に、ムービー京山がオンラ
インの核となり、YouTube
配信をステイホームで観る
企画になりました。
「座談
会」ではコロナにまつわる
子どもから高齢者の皆さんの地域の声、これ
からを展望する「対話」
、発表や活動等を紹介
する「京山スタジオライブ」など実り多い内容
でした。感謝。

岡山市議会議員

女性の健康とスポーツ−女性が輝く社会へ（3.7）
「2021 国際女性デー in OKAYAMA」の企画
として行われた、大学女性協会岡
山支部による岡山市との市民協働
事業です。講師は前川真姫さん（環
太平洋大学体育学科准教授）
。姿勢
と食生活が心と体にどんなに大切
なものなのか。また、女性アスリー
トの健康のために、環境を整えられている取り
組みなどを伺いました。

ご卒園・ご卒業おめでとう（3 月）
コロナに配慮をして、2 年
続けて、卒園式や卒業式に
臨めませんでした。コーラス
や吹奏楽の卒業コンサート
や演奏会にもです。メッセー
ジでお祝いの気持ちの参加
です。元気に羽ばたいてくださいね。

みんなで京山めぐり／運動公園（3.30）
“フレンドリー京山 ”で
「みんなで京山めぐり」
をしました。5 カ国からの参加でした。初回の
訪問先は、運動公園内の津島遺跡・遺跡＆ス
ポーツミュージアム・偕行社です。参加され
た外国人の方から、スポーツと遺跡というミス
マッチの意味がわかったと ^^。

※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。
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コロナで問われる自治体の力
〜

新型コロナが女性たちにもたらした もう一つ
の危機 −これからの幸せに必要な視点は？−
ステイホームで増えた家事負担、DV が増え
る根っこの問題、世帯主に家族分が振り込ま
れる給付金 10 万円のストレス等。さんかくカ
レッジ専門コース（全 8 回）は、コロナを男
女共同参画の視点で考える秀逸の企画でした。

鬼木のぞみによる市政レポートです

PCR 検査拡大と暮らし・生業への支援

＊「より安全な学校給食を求める陳情」採択＊

＊高齢者施設から定期的 PCR 検査を＊

春爛漫。ご入園・ご入学など新生活をスター

世田谷区では、昨年の 10 月から感染を未

トされた皆さんにお祝いを申し上げます。岡山

然に防ぎ、クラスターを抑止するために、介

市議会 2 月議会では、
「より安全な学校給食の

護施設などの職員や利用者に定期的な PCR 検

実現を求める」陳情が市民の皆さんの熱心な

査を行っています。無症状者に陽性反応が出

働きかけのなかで全会一致で採択されました。

て、未然にクラスターを防ぐことができた場

子どもたちが育つ環境を私も整えていきます。

合がある。そして、定期的 PCR 検査を行って

そして東日本大震災から 10 年。これから

いた施設より、行っていない施設の方が、陽

もフクシマや被災者・避難者の皆さんとつな

性者の発生率は約 2 倍、クラスター発生率は

がり、脱原発を求めていきます。

約 3 倍も高かったそうです。

コロナ禍に見舞われて 1 年余りが経ちまし

厚労省は昨年来、
「幅広い実施」を都道府

た。多くの制約のなかで、体や心の調子、生

県や保健所設置市などに通知しており、岡山

活 は い か が で す か。

市にも、先ず高齢

岡山市でも新規感染

者 施 設 で の PCR

者 数 が 多 くなり、3

定期検査実施をと

月末からは感染力が

働きかけてきまし

強い変異株感染者が

た。

増加しています。

コロナ禍で問わ

先行き不透明なな

れるのは、住民と

かで、文化・芸術の

ともにある自治体

大切さを改めて感じ、

の力です。皆さん

自然の移り変わりに

の声をお寄せくだ

心和みます。身近な

さい。

お声かけがありがた
いですね。

岡山県総合グラウンドにて
コロナ禍で屋内から屋外への企画へと（2021.3.30）

＊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

＊嬉しかった 2021 年度当初予算① 「岡山市仁愛館（母子生活支援施設）
」の整備が計画されています。老朽化が著しく使用中止になっていた北館建替新築に設計委託費が計上されました。議員になってからずっと気になっていた仁愛館にようやく着手です。

２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．海と河川のプラスチックごみ

自衛隊への名簿提供は義務なのか。
明確な答弁はありませんでした

２．コロナ、子ども・男女共同参画
３．自衛隊と住民基本台帳
４．岡山北斎場
河口域に漂着している直径 3 〜 5 ミリの
⇒
被覆肥料のプラスチック殻

2 月議会。2021 年度一般会計予算は、コロナの影響で市税収入が減少するなか、過
去最高となる 3,441 億円の予算です。2021 年度の国民健康保険料は据え置かれました
が、介護保険料基準額は残念ながら 480 円（月額）の値上げで 6,640 円になりました。

コロナ禍、生活不安のなかでの値上げは認められません。税金は生命にまわすべきです。

1 海と河川のプラスチックごみ

2 コロナ、子ども・男女共同参画

海ごみをどうなくしていくのかを、
計画的に考えていく

外国人へのワクチン接種には多言語
対応。大学や実習生監理団体と連携

岡山市は海ごみ削減にむけて、
「SDGs
守ろう海川プロジェクト」を実施し、岡
山連携中枢都市圏 8 市 4 町で取り組みま
す。河川敷でのプラスチックごみ回収
（秋）
とフォーラム・パネル展（2 月）を行い
ます。
Ｑ：本気で海ごみをなくすためには、ア
クションプランが必要ではないですか？
市長：産官学で行う研究会や連携中枢都
市圏と一緒になり、これからどうやって
なくしていくのかを計画的に考えていく。
Ｑ：プラスチックを海に流さないために
は、市民ボランティアの力が必要です。
回収したごみを処分するためにパッカー
車による支援が必要ではないですか。
環境局長：運搬が困難な場合の支援につ
いて速やかに条件等を検討する。

岡山市の 16 歳以上
の外国人は 97 カ国、
13,409 人（住民基本
台帳 2021.1 末）です。
Ｑ：外国人へのワクチ
ン接種にあたって、本
人の理解が進み、副反
応に的確に対応できる
よう、どのように臨み 厚労省が予診票や接種
の お 知 ら せ 例 等 を 17
か国語に翻訳している
ますか。
保健福祉局長：コールセンターは 6 カ国
対応。予診票や案内チラシを多言語化し、
ホームページ等での周知や接種場所・集
団接種会場の多言語対応を予定している。
総社市の予行演習や外国人向け説明
会など、全国モデルになる取り組み
を参考に。命に関わることです。

＊ 2021 年度は「第 5 次さん
かくプラン」策定の時期＊
市民協働局長：コロナ禍で
は、家事・育児労働の負担
増など女性がより困難な
状況にあることが顕在化
している。プランで、課題
を整理し必要な施策を検
討したい。
笹が瀬川河口域にある漂着ごみ。現在は、市民のボランティアで回収されている（写真：平井雅明氏）

岡山市は 2021 年度から自衛隊の要請
に応じて、住民基本台帳から 18 歳と 22
歳になる若者の「氏名」と「住所」を宛
名シールに出して、自衛隊に提供します。
対象人数は約14,300 人です。
これまでは、
住民基本台帳の閲覧、書き写しでした。
Ｑ：岡山市 HP によると、全国 1,747 市
町村のうち、約 1,000 市町村は紙または
電子データでの提供をしていません。宛
名シールでの名簿提出は義務ですか。
市民生活局長：自衛官募集事務は法定受
託事務である。各自治体の状況を詳細に
は承知していない。

の申請は０人。その後も少ない）
。福岡
市では対象人数３万人で 230 人余りの申
請。福岡市では、広報誌と HP に加えて、
報道発表で新聞社が取り上げ、高校と大
学にはポスターとチラシ配布、公式ツイッ
ターでの広報等をしました。岡山市もこ
れだけの広報は少なくともするべきでは。
市民生活局長：広報誌で十分だと考える。
自分の大切な個人情報を自分が知ら
ないころで第三者に渡してほしくな
いと思う人の存在に、岡山市は想いが至っ
ていません。人権の視点が弱すぎます。

「除外申請」の広報不足は、プライ
バシーの侵害になるのでは
Ｑ：岡山市は自衛隊への個人情報提供を

望まない人には「除外申請」を受けます。
その広報は「市民のひろば おかやま」と
岡山市 HP だけです（質問日 3.8 時点で

2 月議会の陳情からアレコレ
「より安全な学校給食の実現を求める陳
情」が、全会一致で採択されました
①学校給食の米・野菜は岡山市産・県産の
農薬使用のより少ない農産物を段階的に増
やしてください。②小麦は、国産小麦（で
きれば岡山市産）をより積極的に使用して
ください。という陳情が、10,378 筆市長・
教育長への要望署名とともに出されました。
「たねをまもる会おかや
ま」
「グリーンコープ生活協
同組合おかやま」連名での
陳情です。メンバーは昨年
から市議会各会派の皆さん
と意見交換を重ねてこられ
ての全会一致採択です。具
体的に一歩ずつ前に進むよ
う私も心がけたいです。

「市民のひろば おかやま」3 月号に掲載された記事。
本当にこれで若者に情報が届くのでしょうか。

「選択的夫婦別姓法案に反対する意見書
の提出を求める陳情」は不採択です
オリパラ参加国（206 カ国）で婚姻後の

４

岡山北斎場

可燃性ガスの調査結果については、
地域住民や議会に報告をすべき
岡山北斎場の呼称は、
「星空の郷 」と
決まり、
供用開始予定は今年 12 月中です。
Ｑ：既設井戸の可燃性ガス調査結果が、
2017 年度までは議会に報告をされてい
ましたが、その後は出ていません。昨年
夏の工事のときにはメタンガスの値は高
く、二酸化炭素も酸素も大きく目安値を
越えています。どう考えるのか。調査結
果については、議会に報告をすべきでは
ないか。
市民生活局長：杭工事をした後に採取し
たので、土壌のたまりガスが出てきたの
ではないかと思う。発生に問題がない、
発生していないので、公表をとりやめた。
可燃性ガスについてはこれまでも問
題視されてきており、公表すべき。
地域住民の不安払拭のため、斎場稼働後も、
大気・水質・地形等の定期的な測定を継続
して行うべきです。

岡山県議会では自民党主導で同内容陳
情が残念ながら採択されましたが、岡山市
民はそのように考えていません。

氏を一緒にしないといけないのは日本だけ
です。日本では約 96％の女性が姓を変更す
るのが現状で、国連からも度々、選択的夫
婦別姓へと是正勧告を受けています。選択
制なので同姓を選ぶこともできます。

議会の権限を弱めることには慎重に／
市長の専決範囲を広げる条例改正が

この制度導入に反対の意見書提出の陳情
があり驚きました。欠席 2・退席 3 のもと、
自 民 党 系 17 人 が 賛
成、 そ れ 以 外 の 23
人 が 反 対 で 不 採 択。

約金額変更は上限 2,000 万円で議会承認
前に専決処分をしていました。
建設業者から、工事中断となり工事がス

ほっとしました。
「緊急！選択的夫婦別姓反
対を許さないスタンディ
ング」に参加（3.11）
。
自民党県議に反対をしな
いでと電話や声かけなど
も行われました。

岡山市では 3 億円以上の工事契約には
議会承認が必要ですが、様々な理由での契

ムーズに進まないと困るので、専決処分の
上限額をあげてほしい旨の陳情が出されま
した。これを受け、専決処分の上限を契約
額の 1 割・最大 3 億円に引き上げる議員
提案の条例改正も出されました。
この件で専決処分をしない自治体があり
ます。議会の権限を弱めることには慎重に
と、陳情は不採択、条例には反対しました。

＊嬉しかった 2021 年度当初予算② 路線バス・路面電車を対象に、高齢者と障がい者の運賃割引（半額）を市負担で実施します。③イノシシ等による被害状況が深刻な地区に対して、各地区ごとに対策会議を実施して、防護柵の補強や捕獲の強化を行い、効果を検証して被害防止対策の効果を高めます。など。

