
緊急告知ラジオが７月初日で予定の４０

０台が完売しました。販売計画では、一般

は税込９０００円、要介護３〜５の人や身

体障害者手帳等をお持ちの方、６５歳以上

の高齢者世帯は税込２０００円で、販売場

所は岡山市役所の危機管理室（☎803-1082）、

希望者には郵送することになっていました。

梅雨、台風シーズンを控え、至急追加販売

が必要です。

緊急告知ラジオで災害情報を知る
昨年９月議会で「津山市のように、購入

補助で３２５０円で購入できるよう、岡山

市も同様の補助制度を設けないか。」と質

問しました。当局は、緊急告知ラジオの一

般販売については「今後研究して参りたい」

とのことでした。

研究の結果、今年２月議会での緊急告知

ラジオ一般販売予算３７４万円の提案を受

け、「購入補助の実施で３０００円程度の

価格にし、障害者への無償提供」を提案し

ました。７月から始まる市民への販売では、

一部ですが価格の割引が実現しました。

地震や水害等災害時、行政からテレビや

ラジオやメールなど多様な方法で情報は伝

達されます。しかしインターネットを使わ

ない高齢者などへは、音声で災害情報を伝

えることが有効です。そのために緊急告知

ラジオの追加販売がぜひとも必要です。

課題 受信エリアが全域でないなど
レディオモモ（79.0MHz）の受信エリアが

岡山市全域をカバーしていない点や、９０

００円と価格が高いという課題があります。

警報発令中、レディオモモ放送枠を買い

とり、地域の状況や避難情報を長時間伝え

るといった放送内容の工夫も必要です。

岡山市の代表電話は、コロナ関連の問合

せが多いためか、繋がりにくくなっていま

した。岡山市はそれを解消するため、５月

２２日から専用ダイヤル(☎803-1400)を設

置しています。周知が遅く、この間、３６

件しか問合せはありませんでした。電話交

換なので、土日の対応はありません。日時

や時間を拡大すべきです。

学校休校が長引き、学校給食がないため、

お昼ご飯が食べられない子どもたちが心配

です。世田谷区では、新型コロナウイルス

で収入減になったり、疾病等により、食事

を取ることが困難な家庭に１食１００円で

お弁当を提供しています。岡山市の取り組

みを尋ねたところ、「４カ所の子ども食堂

が、弁当や惣菜、食材の配布をしていた。

支援金を出し、継続的な支援の仕組みを作っ

ていく」との答弁でした。

「医療関係者をはじめ、保育園、児童ク

ラブ、高齢者施設等の職員に手当を支払う

べき」と質問しました。とくに保育園や児

童クラブの職員には国の支援はないにもか

かわらず、「通常通り委託料等を支給して

いるため、施設において適切に対応してい

ただく」という局長答弁でした。

子ども・文教委員会で、もう一度質問し

ました。「今後の動き、国の動きも見なが

ら、実情を把握して、対応が終わったとい

うことはなく、変化を考えながらやってい

きたい」と答弁しています。
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緊急告知ラジオ
販売が始まる

６月定例市議会
このみ個人質問から

コロナ対策専用ダイヤル

学校休校の影響

医療従事者、保育園、児童クラ
ブ、高齢者施設等職員への対応

緊急告知ラジオ 緊急放送受信時には、電源スイッチが
OFFでも自動的に電源が立ち上がり、最大音量で緊急放送
が流れます。通常はACアダプタを使用、停電時には乾電
池に切り替わり動作。普段は、通常のラジオとしてAM、F
M放送を聞くことができる。

初日で

完 売！



２０１９年生まれの赤ちゃんは、統計開

始以来最小の８６万５２３４人、岡山市は

５５９７人で減少が止まりません。

女性が生涯に産む子どもの人数「合計特

殊出生率」は１.３６。岡山市は、1.４６。

人口が減らないためには、２.０７が必要

です。日本の少子化対策は待ったなしの状

態にあります。

市長は「政府は毎年５兆円投資している。

岡山市も待機児解消に向けて保育所整備の

投資をしたが、出生率は増えない。子ども

への投資はこれからも続けていかなければ

ならない。父親の育児参加をどうしていく

か、テレワークをどうやってすすめていく

か、様々な今までと違うことも追求してい

かなければならない。」と答弁しています。

まさに、今までの投資がどうだったのかを

総括するべきだと私は思います。

仕事と夫の世話と子どもの世話を女性は

続けています。この形にもう無理がありま

す。女性が安心して子どもを育てられるよ

うな社会を作らなければ子どもの数は増え

ません。

女性の正規労働者を増やす取り組みを
岡山市の場合、市全体での正規職員の割

合は７４.５%です。しかし、個別にみてみ

ると、図書館職員では３５%、公民館では

５０％、保育園の給食調理員は５６%と正

規率が低いのです。これらの職場は女性の

比率の高い職場であり、非正規職員は女性

が多いということになります。まずは、岡

山市から女性職員の正規率を高め、女性が

働きやすい職場として定着させることに取

り組むべきだと考えます。

今年４月１日岡山市の待機児童数は２５

９人と発表されました。去年より９４人減

少したので、保育園に入ることが少しは楽

になったのかと思われる方がいらっしゃる

と思います。

少し角度を変えて数字を見ましょう。

認可保育施設に申込んだ１８７１６人の

うち、入園者は１７３３０人（継続１３６

４３人、新規３６８７人）で、未入園児童

数は１３８６人です。継続児童は、現在通っ

ている保育園を希望すれば、次年度も入園

できます。したがって４月１日、新規に入

園を希望した３６８７人のうちの１３８６

人が入園できなかったのです。

昨年４月１日は新規希望者３８５７人に

対し１４６７人が入園できませんでした。

昨年も今年も５人のうち２人は入園でき

なかったことになります。「保活」は厳し

いという状況には何ら変わりありません。

待機児童数とは、未入園児童数から待機

児童の定義に当てはまる数字だけを抜き出

したものですので、「保活」中の保護者の

実感とは距離があるのではないでしょうか。

今年度は、事業者募集は行わない
このような状況の中、保育の受け皿数が

入園申込み数を上回っていることを理由に

今年度の事業者募集は行わないことになり

ました。今回は定員に満たない園の存在が

大きいです。理由は保育士不足を挙げてい

ます。保育士１人あたりの配置基準は、０

歳児３人、１歳児６人、２歳児１２人、３

歳児２０人、４歳児２５人、５歳児３０人

と増えていきますが、岡山市は０、１、２

歳児までの待機児童が多くなっているため、

保育士の数が必要です。

待機児童全国最多だった世田谷区は、待

機児を０人と発表しています。世田谷区は、

もうすでに０歳１歳２歳児までは待機児が

ゼロになっていました。岡山市は、現状の

ままでは、また来年も未入園児は減りませ

ん。未入園児解消に向けてはまだまだアイ

デアが必要です。
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少子化対策と男女共同参画

保育園未入園児数は１３８６人



新型コロナウイルス感染症に関連する補助

金や助成金、給付金等の施策が国や自治体か

ら出されています。その情報量は多く、また

日々補助や助成の範囲拡大なども起こってい

ます。正確な情報が早く届くよう、自治体は、

きめ細やかな配慮が必要です。

市民の方向け
・国の住居確保給付金制度の要件を緩和して

市独自の支援を拡充

離職や休業等で住居を失った、失う恐れの

ある方へ家賃相当額を支給する住居確保給付

金について、岡山市独自で国が定めている収

入基準を緩和して、７月１日から対象を拡大

します。

・ファミリー・サポート・センター事業利用

料補助金制度

小学校の臨時休校や臨時の時間短縮などに

より、ファミリー・サポート・センター事業

を利用した場合、利用料相当額（上限あり）

を補助する制度です。

・市営住宅の一時入居

住宅を失った人が、市営住宅へ原則３カ月

（最長１年）無償で入居できる制度です。

・水道料金の一部減免

水道料金２カ月分の基本料金を５割減免。

事業者向け
①事業継続支援金

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

売り上げが減少している事業者へ、事業継続

のための支援金を支給。（中小・小規模事業

者向け/医療法人等向け/農林漁業者向け）

②事業向上補助金

新型コロナウイルス感染症の影響により、

事業内容の見直し（業態の転換など）を行う

市内事業者に補助金を支給。

③事業復興支援補助金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた

事業者の、経済活動の回復期における販売促

進の取り組みを支援。

支援について不明なときは、新型コロナウ

イルス専用ダイヤル803-1400（土・日祝日除

く8時30分～17時15分）へお尋ねください。
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世界中で猛威を振るっている、新型コロナウイ
ルスの治療薬はまだ見つからず、ワクチンも無い。

風邪の特効薬ですら未だに無いし、コロナウイル
ス感染症の特効薬やワクチン開発には疑問符が付い
ている。でも、特効薬が無くても風邪やインフルエ
ンザは自然に治癒する。治癒に導くのは、自分自身
の体内に入って来た、ウイルスや細菌を排除する免
疫機能の働きだ。

新型コロナ感染症は、手洗い・うがい・マスク使
用など予防法がはっきりしているし、［三密］など
感染が起こりやすい状況も分かっている。今、私た
ちに求められるのは、この様な予防を徹底し、冷静
に行動する事だ。そして、なによりも重要なのは感
染しないため、あるいは感染しても重症化させない
ため、自己の免疫機能を健全に保つことである。

歴史が教えるように、遠くない将来、新型感染症

はまた出現するだろう。その時に、最も頼りになる
のは自己の免疫機能という防御システムだ。

免疫機能を保持し高めるために「食」の果たす役
割は非常に大きい。人の身体に備わった免疫システ
ムを高めて、ウイルスに負けない身体作りの最強食
品とは、「納豆」です。腸の健康と免疫システムは
密接な関係がある。納豆は腸内細菌を元気にする身
近な発酵食品。食物繊維のほかビタミンKやカルシ
ウムも豊富。運動不足による骨粗鬆症の予防にも効
果的。また、必須アミノ酸のトリプトファンは、ス
トレスを減らすセロトニンの材料になる。さらに、
ナットウキナーゼは血栓予防効果があるので、脳梗
塞や、心筋梗塞の予防にも役立つ。

毎日食べたい納豆以外にも、免疫機能を高める食
べ物が、ブロッコリー、緑茶、ブルーベリー、ラズ
ベリー、レモン、ホーレン草、ウコン、ゴーヤ、ア
ロエなど。

人の身体には自然治癒力がある。元から体に居て
くれている百人の名医が免疫機能です。自然治癒力
を信じましょう。毎日の食事が健康と不健康を左右
します。 おかやま土と健康の会 影山久方

免疫力を高める食べ物

身近な有害物質
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⑥④ ⑤ ⑦

新型コロナウイルス対策支援制度
岡山市独自のおもな支援策



新型コロナウイルスの感染拡大は、さまざまな方

面に影響を及ぼしています。とくに子どもたちは、

学校が３月２日から突然お休みになるなど、我慢や

犠牲を強いられ、怒り、悲しみ、不安を感じている

のではないでしょうか。

声を上げることができない子どもたちは、大人の

勝手な都合に振り回されています。政府が一斉休校

を求めた際、受け入れるかどうかは各教育委員会の

判断にゆだねられました。そのため、登校状況は各

自治体まちまちで、美作市は休校しませんでした。

子どもにとっては、登校する学校としない学校があ

るのはなぜなのか戸惑ったかもしれません。大人た

ちは満員電車で通勤し、職場でも、人と接触するの

に、なぜ子どもたちだけが我慢しなければいけない

のでしょうか。

我慢をしながら毎日を過ごし、やっと学校が再開

したと思えば、臨時休業により授業日数が不足して

いることから、夏休みを短縮することに。夏休みは

夏休み。楽しい予定をいっぱい立てていたのにと思っ

ている子どもたちは少なくないはずです。

岡山市の場合は、令和２年８月１日（土曜日）～

令和２年８月２５日（火曜日）が夏休み期間です。

給食については、夏休みの短縮に伴う７月の給食は

７月２２日までで、８月の給食は実施しません。

今回の休業中に、子どもの孤立、ストレスなど心

身への影響や、教育格差また経済不安や外出自粛に

よる家庭内ストレスから虐待の増加などが危惧され

ています。

とくに子どもの成長に関わる食事に関しては、す

べての子どもに、１日一食だけでも栄養バランスの

取れた食事が提供される給食の重要性を感じていま

す。今後、コロナの第２波、第３波に備えて、学校

給食を活用して、配食することはできないかと岡山

市に尋ねました。教育長は、「学校給食は、学校給

食法に基づき、児童、生徒に対する教育を目的に実

施されるものであり、昼食が食べられない子どもた

ちに学校給食を提供することは困難である」と答え

ました。

そうだとすれば、前例のない夏休み短縮で、授業

を受ける子どもたちには、従来から８月には給食は

提供しないという前例は通用しません。今からでも

給食を提供する決断が必要ではないですか。
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▼議員報酬の使いみち
(20.4月～6月）

収入
議員報酬 2,130,000
期末手当 1,917,000

計 4,047,000
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）

TEL 086-270-5333

TEL&FAX 086-270-5350

FAX 086-273-5528

月曜日～金曜日 9:30～16:00（留守電・FAX24時間OK！）

4月
1日 会派代表者会議
7日 会派代表者会議
8日 野菜市
10日 新型コロナウイルス感染症対策プロジェクトチーム

DV防止サポートシステムをつなぐ会
11日 幡多学区体育協会総会
13日 会派会議
14日 第1回女子会ランチミーティング
16日 コロナウイルス感染症対策プロジェクト（保健福祉局）

自転車条例プロジェクト
20日 会派代表者会議
23日 新型コロナウイルス感染症対策プロジェクトチーム
24日 新型コロナウイルス感染症対策プロジェクトチーム
28日 新型コロナウイルス感染症対策プロジェクトチーム提言書

を議長・市長に提出
30日 会派代表者会議

5月
7日 会派会議

財政勉強会
子ども文教委員会勉強会

12日 5月臨時岡山市議会
20日 コロナウイルス感染症対策調査特別委員会
25日 会派会議
26日 熟年者ユニオン役員会
27日 新庁舎整備調査特別委員会

立地適正化計画勉強会
28日 立憲主義と地方自治を守る議員の会世話人会

6月
1日 会派会議 会派代表者会議
2日 平和活動推進岡山市民協議会の皆さんと保健福祉局長との

懇談会
3日 会派代表者会議
4日 非正規労働問題学習会

財政勉強会
5日 子ども・文教委員会
8日 6月定例岡山市議会（～6/24、6/17下市このみ個人質問）

代表者会議
10日 市民病院にて聞き取り
19日 子ども・文教委員会
20日 立憲主義と地方自治を守る議員の会世話人会
24日 造山古墳ビジターセンター視察
26日 岡山県市議会議員女性の会
29日 地区図書館研究会/立憲主義と地方自治を守る議員の会総会
30日 熟年者ユニオンと岡山市の懇談会

2020年4月～6月

支出
所得税 671,521
住民税 207,600
親睦会費等 31,500
事務所維持費 673,396
生活･活動費 862,983
積み立て 1,600,000

計 4,047,000

新型コロナで突然休校！
子どもたちは尊重されているか？

なんで、夏休みの授業は給食がないの？


