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のぞみ日誌から

＊海洋汚染の一因とされるプラスチックごみ削減に向けた「アクションプラン」。本年度中の策定を明らかにしました ^^。

※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/niji_oni　携帯でもどうぞ。

新型コロナ、防災。未来をともにつくりたい
ー 安心への糸口は私たちの暮らしのなかに ー
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大野川（御津）で野鳥を楽しみました（4.27）

　御津大野であった「おかやま環
境ネットワーク」による野鳥観察
etc のイベントに参加をしました。
野鳥の会の方によると鳴き声から
13種類の鳥がいたそうですが、私
には4種類しかわかりませんでした。小さな
生物や草花も楽しみました（写真はアカハラ
イモリ）。自然の宝庫を大切にしたいです。

脱炭素と脱原発を願う “G7サミット直前☆全
国一斉のスタンディング・アクション ”（6.10）

　全国122ヵ所で一斉スタ
ンディング・アクションが
行われました。岡山では高
校生や大学生の若者も呼び
かけ人です。岡山県庁前で
行いました。

毎月11日は、「フラワーデモ」（6.11）

　性暴力のない暮らしを目
指し、毎月11日 17 時 30
分から、JR岡山駅エキチカ
ひろばで「フラワーデモ」
をしています。6月は岡山
で10回目でした。私たち
が自分らしく笑い、花ひらくようにと。

「ジェンダーから見る消費者問題」（7.4）

　青木夢・弁護士、岡本良子・消費生活セン
ター相談員が講師。法的なことを押さえた上
で、詐欺などの事例を通して学びました。専
門家はすごいです。おかしい、困ったと思った
ら、諦めずに、岡山市消費生活センター（086-
803-1109）に相談しましょう。大学女性協会岡
山支部と岡山市との市民協働事業でした。

半田山土砂災害から3年（7.7）

　7月に入って、熱海での土石流災
害など大雨による被害がでています。
3年前には、我が家の北側の半田山
が土砂崩れをしました。その時の恐
怖感から警報がでると落ち着きませ
ん。そして地域の皆さんの支え合い
のありがたみも体と心に刻まれています。写真
は緑が少しずつ回復している現在のもの。私
にできることを確実にしていきたいです。

＊ストップ気候危機！ 防災への備えを＊

　今年も7月に入ってから、毎日のように豪
雨が続き、岡山市にも大雨警報（土砂災害）
が出されました。3年前の西日本豪雨が思い
出され、不安な時間を過ごしたのは私だけで
しょうか。熱海をはじめ、全国各地で被害が
あり、被災された皆さまにお見舞いを申し上
げます。
　近年は地球温暖化の影響で、豪雨災害が毎
年のように起きています。私たちの命を守る
ために、防災、そして気候変動への対応に力
を注ぐことが必至となっています。
　岡山市内には、土砂災害警戒区域が1,487
カ所あり、うち特別警戒区域は1,232カ所で
す。土砂災害、浸水被害のハード面の整備、
そして一人ひとりが「避難先」を想定し、災
害時の行動を時系列で整理した「マイ・タイ
ムライン」を作ることも大切です（4面参照）。

編集後記  ★6月に「食品衛生責任者」講
習を受けました。食中毒などの発生を防

ぐために行うべきこと等を学
びました。午前・午後の長丁
場でしたが、「なるほど」と興味津々でした。

こんなキッド／「マイ・タイムライン検討ツール」
　「マイ・タイムライン」と
は、台風や前線が発生し大
雨となり、川が氾濫するまで
に、「いつ」「なにを」してお
けばいいのかを前もって考え
ておくことで、落ち着いて安
全に避難することを目的に、各自で作成する防災行動計
画です。岡山市危機管理室が依頼をして、岡山河川事務
所が「逃げキッド／マイ・タイムライン検討ツール」を
作成しています。皆さんと学びあいたいです。

おくやみ窓口、養育費履行確保支援
＊ご要望が実現して嬉しい事業です＊

＊コロナで自治体力が問われています＊

　オリンピックを前に、新型コロナは第5波
への兆しがあります（7.16）。
　第4波により、全国で緊急事態宣言が出さ
れた10都道府県の一つに岡山県が入っていた
のが、私は残念であり、申し訳ないです。お亡
くなりになられた方、感染で生活が一変した方、
生活苦に追い込まれた方々が周りにいます。
　新型コロナ感染をどうして抑え込むことが
できなかったのか。人流が抑えられなかった
大型連休への対応、早期発見に向けた PCR
検査の持ち方、そして保健所体制充実の遅れ
など。皆さんの苦悩の声を元に、私は6月議
会で、第5波への教訓へと市長を質しました。
　予測がつかない新型コロナへの対応。安心
できる生活に向けて、市民とともにある自治
体力の大切さを改めて実感しています。

＊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。

▼おくやみ窓口

　5月17日から、「おくやみ窓口」
が各区役所1階に開設されまし
た。
　身近な方が亡くなった辛いな
か、役所関係の手続きは多いで
す。でも、どこに手続きに行った
らいいのかわからなかったり、書類不備で何度も役所に通
う場合があります。「おくやみ窓口」には職員が配置され、
費やす時間と精神的負担を少なくします。また、手続きを
伝える「おくやみハンドブック」が作成されています。
　北区：803-1839、中区：901-1651、東区：944-5060、
　南区：902-3508

▼養育費に関する公正証書等を作成する費用補助

　未成年の子どもを持つ父母が離婚をするとき、養育費に
ついての取り決めをしているひとり親世帯の割合は低く、
養育費を受けている割合も低い状況です。
　岡山市では養育費がきちんと支払われるよう、強制力を
持った公的な「取り決め」について、書面での作成を支援
する制度が始まります。8月2日から受付開始です。対象は、
2021年 4月1日以降に作成した証書の作成費用です。
＊明石市では、本来養育費を支払うべき人に市が催促し、
支払われない場合には、市が立て替えて子どもを支援して
います。
（岡山市：こども福祉課こども家庭福祉係   086-803-1221）

５月から市議会・新型コロナウイルス感染症等調査特別委員会のメン
バーに。緊急事態宣言中、大森市長に提言書を出しました（2021.5.27）。

６月議会では、新型コロナ感染者の療養状況推移グラフをもって、
ご相談があった皆さまの声を元に市長を質しました（2021.６.17）
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6月議会　個人質問から

質
問
項
目

 
＊2月議会で「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」を岡山市議会は不採択にしたところでしたが、6月議会にも同じ趣旨の陳情が出されて不採択に。そして同時に、推進を求める陳情も出され、こちらは賛成多数で趣旨採択されました。嬉しいです。

＊厚労省がコロナワクチン接種の年齢を12～16歳未満に広げるという決定をしました。多くの保護者の皆さんからご心配の声をいただき、質問で教育長に、子どもたちへの予防接種は、学校での集団接種ではなく、個別接種が原則であるという確認をしました。

 1　新型コロナウイルス感染症

    保健所体制。ご迷惑をおかけした方
　には、心からお詫びを申し上げたい

　岡山市の第4波の新規感染者（鬼木注：
陽性者）のピークは5月8日の118人。
療養者ピークは5月16日で、入院（140
人）、療養施設（99人）、自宅療養（605人）。
Ｑ：第5波を防ぐために、今回の緊急事
態宣言を招いた原因を分析して、示すこ
とが必要ではないのですか。
市長：第4波が起きた要素は、①ゴール
デンウィーク中の会食と、②変異株の感
染力が強かったこと。この2点が、対策
本部会議であげられていた。それが市民
にうまく伝わっていなかった。今は、動
画で伝えるようにしている。
Ｑ：保健所の職員や電話回線を増やした

　6月議会は、岡山県に緊急事態宣言が出された期間とほぼ重なる日程であり、新型
コロナ感染防止や暮らしへの影響にまつわる質問が多く出されました。私のところへ
も4月半ばを過ぎてから、保健所に電話が繋がらないこと、施設や自宅療養における
疑問などの連絡が続きだしました。

１．新型コロナウイルス感染症
２．子どもの豊かな育ち
　　・ディスレクシアの子どもたちと
３．岡山北斎場

　感染者の方には、
　市民目線で寄り添う対応を

Ｑ：市民の不安・疑問を元にした質問です。
感染症対策担当局長：
【移送体制】自ら移動できない感染者は、
原則保健所職員もしくは委託したタク
シー会社により医療機関等へ移送。自ら
移動できない濃厚接触者への PCR 検査
は、自宅に訪問して行ったり、同意の上
でご家族等にお願いをすることもある。

 

　　 感染者の分析を元に、飲食店に時短を
　　 お願いし、功を奏したと思いますが、
私が質したかったのは、広範なPCR 検査や
大型連休中の観光施設の休館などで第 4波
を抑え込めなかったかです。保健所体制増
強は 4月終盤から行うべきでした。

　2　子どもの豊かな育ち

　「ディスレクシア」について、
　まず知ることから

　5月に岡山市で、「アジア太平洋ディス
レクシアフォーラム2020」が行われ、大

ディスレクシア：ディスは困難、レクシアは読む。知的には問
題がないものの、読み書きの能力に著しい困難をもつ症状　→

のは5月19日からである。もっと早くで
きなかったのか。今後に生かすべきでは。
市長：急に増え、リアルタイムではでき
なかった。一時期ご迷惑をおかけした皆
さんには心からお詫びを申し上げたい。

「生理用品の無料配布」
　コロナ禍での貧困
に困っている皆さん
にと、岡山市（市長・
教育長）に女性議
員5人で緊急申入れ
をしました（4.28）。
災害時備蓄用生理
用品の在庫の一部か

ら、3,216パック（84,336枚）が提供されて
います（6.28現在）。さんかく岡山での配布。
市立小中学校、希望があった大学・専修学校・
高校等や女性支援市民団体等への提供です。

■感染者の推移（1週間あたりの人数）（速報値）

【新型コロナによる後遺症】後遺症につ
いては不明な点が多く、詳細は把握でき
ていないが、個別の相談は、受診相談セ
ンターや保健センター等で受けている。
問合せがあれば、岡山大学病院コロナ・
アフターケア外来（鬼木注：予約制、か
かりつけ医からの紹介状が必要）も案内
している。
【自宅療養者への対応】全員に聞き取り、
食料品等の配布を行っている。2021年
4月以降、当初の療養先が自宅だった約
1,500人のうち、食料品等を約120人に
お配りしている。生理用品・ミルク等の
ニーズがあれば、可能な範囲で個別に対
応する。かかりつけ医が健康観察を行う
体制を構築しているところである。

森市長、菅野教育長が参加をされました。
Ｑ：大森市長には参加してのお考えを。
市長：ディスレクシア。知的能力には問
題はないが読み書きだけができない。私
は、数年前に最初に聞いたときには知り
ませんでした。トム・クルーズのように
世界的に人気を博している人もいる。読
み書きだけではなく、お互いが理解しあっ
て向上していくことが重要だと感じた。
Ｑ：日本では人口の5～ 8％とのことで
すが、当事者の子ども、保護者、教員に
まだまだ知られていません。
　なので子どもたちは、自分はがんばっ
ていても勉強ができないと誤解をしたり、
周りからは勉強が足りていないと受けと
られたり。不登校やうつ病に至る場合が
あることも知りました。
　私もフォーラムに参加をしました。そ
こで、自らがディスレクシアであること
に気づき、タブレット端末を使ってノー
トをとるなど、ディスレクシアへの的確
な支援を得て、高校や大学生活を謳歌し、
力を発揮する青年たちに会いました。

　3　岡山北斎場

　排気口からのダイオキシン濃度。
　稼働をしている間は測定を

　6月議会に岡山北斎場の管理運営を行う
指定管理者の指定を行う議案とその補正予
算が出されました。産廃最終処分場跡地に
建設された施設には安全面の懸念あり。近
隣住民との信頼関係修復には、岡山市が直
営で管理運営をすべき。議案に反対しました。
★指定管理者から、岡山市の排気ガス排出
基準より厳しい自主目標値等の提案がある
とのことでしたが、市が出した提案書は黒
塗りが多く、諸々の判断をしかねました。

建物はほぼ完成。12月にスタート予定です「アジア太平洋ディスレクシア・フォーラム 2020ガイドブック」より

　教員への研修、児童生徒がディスレク
シアであることを教員が見過ごさないた
めのアセスメントはどのように行われて
いますか。
教育長：教育センターにおいて、初任者
や特別支援学級担当教員を対象として、
ディスレクシアについて学ぶ研修を位置
付けている。
　これら以外にも受講対象者を広げ、学
習障がいについて専門的に学ぶ研修を計
画している。ディスレクシアへの理解を
深めるとともに、アセスメントも含めて、
実践に役立つあり方を学ぶことができる
ようにしている。
Ｑ：1人1台端末（タブレット）を活用
した支援は、当事者が希望をすれば検討
できますか。
教育長：1人1台端末の活用は、子ども
の実態や学習内容に応じ、学校と保護者
が連携して検討することができる。


