＊山南学区に小中一貫教育の義務教育学校「山南学園」が 4 月に開校。学校司書配置が、小中合わせて 1 人ではなく、それぞれに配置されてほっとしています。

4 月からスタートする事業です
＊ 市民の方からのご提案から ＊

新しく始まる嬉しい事業のなかから2 つご紹介します。
生活や活動を通してのご提案は的確です。

▼ 岡山市海洋プラスチックごみ対策アクション
海洋プラごみ
の削減は、目の
前の瀬戸内海を
含めて地球規模
の問題です。こ
の度、岡山市は
「 海 洋プ ラご み
対策アクション」を策定しました。河川敷に漂着したご
みの清掃や暮らしの中でのごみ減量など、私たち市民も
自分ごととして、施策を実行していきたいです。写真は
岡山市が初めて行った百間川河川敷でのボランティア清
掃です（2021.9）
。

▼ 重度障害者等就労支援事業
就労中の支援を必要とする重度障がい者に対して、介
助を受けられる支援を行うものです。重度障がい者は
「重
度訪問介護」を利用できますが、これまで、就労時間中
は対象外でした。テクノロジーが発展し、働く環境も整
いつつあります。いろんな要件があるので、詳しくは、
岡山市障害福祉課にお問い合わせください。嬉しいです。
こんなパネル／「男もつらいよ！ジェンダー編」
自殺、長時間労働、男性保育士など、男性を取り
巻く社会での生きづらさに焦点を当てたパネルです。
全国の自殺者数は男性が女性の 2 倍など、
「弱音を吐
くのが恥ずかしい」
「家
族を養うのは当たり前」
という苦悩が背景にあ
ります。性別にかかわ
らず暮らしやすい社会
を作りたいですね。▼
「ジェンダー統計を語ろうかい」
が、岡山市との市民協働事業で作成。貸出もできま
す（さんかく岡山：086-803-3355）
。
編集後記 ★ 私は京山公民館の講座で、ウクライナ料理
をいただいたことがあります。ウ
クライナの方による手作りボル
シチが美味しかった
です。早く日常を取り
戻してほしいです。

のぞみ日誌から
『食の安全を守る人々』上映会＆トークセッション
岡山県での「種子条例」策
定と、オーガニック給食の推
進が目的の会に参 加（1.16）
。
トークのパネラーには、
「タネ
は生命」と全国的な活動を引っ
張ってくださっている山田正彦
さん（元農林水産大臣。写真）も参加され、活発
な討議が行われました。

『津島福居町内会防災マップ』ができました
皆さんの声を大切に、
生きる生かされるマップ
を、自主防災会でていね
いに作られて、感心しき
りでした。さっそく、台
所に貼りました（2 月）
。

この通信は、岡山市議会議員
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かけがえのない生命を守るために
ー ウクライナに平和を。子どもたちに笑顔を ー
春爛漫。どんな時でも四季はめぐり、私た
ちを励ましてくれますね。新型コロナへの配

多角的に検討をして、悲しいことはこれで
終わりにしたいです。

慮で、入学式への臨席がなくなり、3 年目を

市民の方からのお問い合わせ、そして自分

迎えました。この４月に新しいステージを迎

たちに何ができるのかとの声をたくさんいただ

3.11 には、
〝ほっと岡山〟エントランスホール
での「ともしびのにわ 3.11 にこころをよせる」に
参加。被災された方、避難を余儀なくされた方な
どからのメッセージが、温かな灯火とともにあり
ました。10 年余り経った今だからの想い、シンド
さもあります。言葉にすることは大切ですね。

えられた皆さまにはお祝いを申し上げます。

きました。児童虐待件数は増え続けています。

第 3 回 18Summit

＊１月には、ベトナム人技能実習生への暴力

この 4 月 1 日から、
18 歳 成 人 で す。
「成
人とは？」と、
「おか
やま JKnote」の高校
生の皆さんが立案を
し、準備をした幾つものプログラムが北長瀬ハッ
シュタグで開催されました（3.21）
。有権者・立候
補者役になっての模擬選挙トーク（写真）も、素
晴らしかったです。岡山市としても頑張らなくて
はね。

事件が発覚し、目を覆いたくなる映像が流れ

東日本大震災から 11 年目を迎えて

毎日地球未来賞「SDGs 未来賞」を受賞
京山地区 ESD・SDGs 推
進協議会が、第 11 回毎日
地球未来賞の「SDGs 未来
賞」を受賞しました。3.22
のフェスティバル実行委
員会で披露され、みんな
で喜びました。公民館を
キーに地域の皆さまの地道な活動の賜物です。

※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。

人権が尊ばれる暮らしを願いつつ
今年に入って、新型コロナでの閉塞感が
続くなか、辛いことが重なっています。

子どもは天からの授かりものです。民間と
の連携も含めて、支えあう仕組みや意識づく
りをして、みんなで育てていきたいです。
この 2 つ。私は 2 月議会で質問をしました。

核兵器も原発も。核を地球上からなくそう

ました。技能実習制度の問題とともに、日本

国際的には、未だチェルノブイリ原発の惨

社会の人権意識や多文化共生社会への取り組

禍が続くウクライナに、核保有大国ロシアの軍

みが問われます。

隊が踏み込みました。何の

＊２月には、この春

罪もない子どもたちが犠牲

に小学校入学予定

になっています。戦争とは

だった西田真愛さん

何か。核の脅威と、原発

の虐待死 案件が明

を抱えていることの危険性

らかになりました。

が目の前で現実のものに

10 年前に児童虐待

なっています。

死 が 市内で 2 人 続

私たちはこの暴挙をとめ

き、2 度と起きない

るために英知を集め、平

ようにと向き合って

和的に解決をするあらゆる

きただけにショック
が大きいです。

努力を尽くさなければなり

「ウクライナに愛と平和と花を 〜女性たちのピースアクション〜」
。
トークとともに、歌ったり、絵本の紹介もありました。
（2022.3.11） ません。 おにき・のぞみ

＊岡山市はウクライナ避難民相談窓口を開設。岡山市議会はロシアによるウクライナ侵略を非難する決議をあげました。

＊児童虐待について／虐待リスクのある子どもの見守りを学校園に依頼するときのチェックリストを大幅に改訂するとのこと。
・私は委員会において、私立認可園における児童虐待研修の実施確認を市ができるように、監査項目に入れるなどを要望。
・
「市民のひろばおかやま」特集号掲載も求めました。

2 月議会 個人質問から

児童虐待防止の啓発
この機会を逃さず取り組みたい

質問項目

１．子どもたちが安心して育つために
〜 児童虐待について 〜

Ｑ 市民が大きな関心をもっている今だか

らこそ、マンパワーを充実させ、地域の
各種団体等への啓発に力をいれてほしい。
岡山っ子育成局長 この機会を逃さずに

２．多文化共生
〜 外国人技能実習生の皆さんと 〜
パープルは DV 防止、オレンジは児童虐待防止というダブルリボン。 ☞
この 2 つを一体のものとして進めようと、吹田市が考案しました。

市民に呼びかけ、取り組みたい。

2 月議会では、新型コロナ対応、西田真愛さんの児童虐待案件、路面電車駅前乗入れ

への質問が続きました。☆ 2021.4 時点で「こども総合相談所（以下、児相）
」対応の

2

に近づけるよう増員も含めて体制を強化する。4 月から各福祉事務所にある「地域こど

人権意識浸透にむけ、粘り強く
啓発を行う

児童虐待事案は 795 件、専門職員 1 人当たり担当件数は 66 件。国指標の 40 件程度

も相談センター」を「子ども家庭総合支援拠点」とするため、
基準を満たすよう増員する。

とのこと。☆国の基準に追いつくのではなく、市の必要性から職員数を判断してほしい。

1

児童虐待

DV 家庭には虐待あり
虐待の陰には DV あり
西田真愛さんの案件。2020 年 9 月の
知人男性による過度な叱責に対して児相
が行った一時保護が、14 日間でなぜ解除
されたのか。児童虐待と併存して、母親
と知人男性に DV 関係、支配・被支配の
関係があり、それが改善されないまま子
どもを帰す危険性への認識が十分ではな
かったのではないかと私は思っています。
千葉県野田市などでの児童虐待死を受
けて、2019 年に児童虐待防止法が改正
され、児相と女性相談所等との情報共有・
連携強化が明記されました。

（今回のような）第三者による子ど
Ｑ 「

もへの暴力を止められないネグレクト」
は、
DV を前提にして臨む内容ではないか。
岡山っこ育成局長 一般的には DV によ
る支配が疑われると認識している。

外国人技能実習生の皆さんと

岡山市内の建設会社でベトナム人技
能実習生が 2 年間、複数の日本人従業員
からの暴行で怪我をしていたことが、1
月に明らかになりました。岡山市の外国
人 人口は 12,769 人（2022.1 月末 ）
、う

修等に参加をしてほしい。
岡山っ子育成局長 どのような形で研修
を行うべきかも含めて検討をしたい。

Ｑ 国がガイドラインで初めに行うスク

岡山市児相職員による保護者支援の「CARE プログラム」に
参加して、子ども役と大人役でロールプレイ（10.16。ぐる〜
ん主催）
。
「CARE」には、
子どもとより良い関係を築くヒントが。

この後、市長が、議員の指摘は真摯
に受けとめるが、第三者委員会での
整理を踏まえて、具体的に対応していくと答
弁をされました。よりよい方向へと提案をし
ているので、検討をしてほしい。委員会でも
再度、求めました。

業員に人権意識が欠けていたと思う。粘
り強く啓発を行い、人権意識が浸透して
いくようにしなければならない。
外国人総合相談窓口をおき、ベトナム
語通訳を配置している。また、
「外国人技
能実習機構」が設置している相談窓口の

・外国人技能実習機構 HP より

・・・ 2 月議会から ・・・
＊岡山芸術創造劇場（新市民会館）の付属
設備料金。市民が使いやすい料金設定に
非営利団体・営利団

＊仁愛館（母子生活支援施設）改築費
老朽化で使用不可だった北館の改築工
事費。議員になった時からの願いでした。

を策定し、2023 年度からの入園募集に
つなげる。私立園への補助金を拡充する。

この「外国人材受入セミナー」は、
いい内容だったと聞いています。問
題は、
「岡山市多文化共生社会推進プラン」
作成当初（2008 年）からある「外国人の就
業環境の改善に向けた連絡調整」という施
策が、14 年目にして初めて行われたという
ことです。プランの的確な進捗管理が求めら
れます。

＊ヤングケアラー支援
子ども自身がヤングケアラーを知る機
会とするために、小中学生へ啓発チラシ
の配布などを行う。窓口（地域こども相
談センター）の周知も行う。
＊民間の放課後児童クラブへの助成制度
待機児童解消にむけ、岡山市の要件
を満たした届出済民間児童クラブへの助
成。他にも要件あり。長年望んできました。
＊公立夜間中学設立準備にむけて
教育委員会に設立にむけて検討するた
めの学校環境調整担当課長が置かれまし
た。啓発・広報等のためのオープンスクー
ルや検討会議運営費等が予算化されてい
ます。

金を設定するとのこと。
「このままでは高くて、

事業費の倍増が判明。駅前広場の計画を

市民が使えない新市民会館になる」という市

縮小した当初予算が示されました。

民の皆さんの長年の働きかけの賜物で、良

2020 年に計画変更について分かって

かったです。2023 年 9 月にグランドオープン。

いながら、議会に経緯が示されたのは、

年度末から 2025 年度に変更

音 響 備 品 など を パ ッ

地下街補強工事の関係法令確認不足から
・岡山市 HP より

の提供、実態把握などを行います。

日本語が話せないことや、地域との
コミュニケーションの機会がないこと
が技能実習生の困りごととも聞いています。
「やさしい日本語教室」などが市内の公民館
で広がっていくよう働きかけています。

く使用される照明機器・
ケージ化したセット料

＊困難を抱える若年女性への支援
電話や SNS 等を活用した相談、居場所

＊医療的ケア児の受け入れ体制整備
市立園受入れを目指してガイドライン

＊路面電車岡山駅乗り入れ。完成が 2022

体の区別を設ける、よ

2022 年度の嬉しい
岡山市予算から

チラシを置くようにした。市の役割とし
て、啓蒙・啓発を精一杯していきたい。

産業政策担当局長 今年度は、外国人労
働者を受入れている、また検討している
事業者や監理団体を対象にしたセミナー
を実施し、職場環境整備を支援している。
今後も、労働局などと連携して、外国
人労働者に必要な情報の周知に努めたい。

あるし、受けていると認識すらしていな
い場合があり、見極めが難しいそうです
（児相職員は DV の専門家ではありませ
ん）
。ＤＶの視点を踏まえた面接を行って
いるとのことですが、私の調査では、職
員への DV 研修が少ないです。女性相談
所などが年に何度か行っている実務者研

検討していきたい。

とについて、市長はどうお考えですか。
市長 あってはならないことだ。今回の
原因は、技能実習生を受入れた企業の従

Ｑ 企業にはどのような取り組みを？

Ｑ DV 被害者はその事実を隠すことが

をしてほしい。
岡山っこ育成局長

Ｑ 今回の暴行事件が岡山市で起きたこ

「外国人材受入セミナー」を
岡山市は 1 月に初めて開催

岡山市では現在 5 件あり、後の委員会
で適切な対応を求めました。

リーニングのチェックリストを示してい
ます。DV の判断には、このリストの活用

ち技能実習生は 1,775 人（13.9％）です。

計画変更が生じたため、完成がずれこみ、

2022 年に入ってからです。
対応策協議中だったためとのことです
が、大きな影響がある方もいます。議会や
関係者に伝えるべきで、ていねいに進めて
いただきたいです。

＊ 2022 年度予算から／子どもの医療費助成：岡山市は県内で最低水準。2022 年度に検討会をもち方向性を決め、2023 年度中の拡充をめざす。☆海苔養殖業・米販売農家に次期作継続応援金を給付：コロナ禍での大打撃のため。☆ SDGs 登録認証制度創設：市入札制度において加点などのインセンティブを付けます。

