
新型コロナウィルスの影響で夏休みは短

縮され、７月末と８月末にエアコン運転と

窓の開放で午前中授業が行われました。

放課後児童クラブに通う子どもたちは、

授業中、お弁当をカバンに入れたまま保管

しました。岡山県は、６月７日、食中毒注

意報を発令し「お弁当は常温で放置せず冷

蔵庫で保管が原則」としています。

７月２２日、教育長と子育て支援担当局

長に、子どもたちのお弁当を、児童クラブ

や小学校で預かるように要望しました。

学校を預かる教育委員会は「児童クラブ

から相談があれば、実態に応じて対応する

ように伝えている。」児童クラブを預かる

岡山っ子育成局は「岡山市から児童クラブ

での預かりを検討いただくようお願いし、

クラブでの預かりが倍増した。」でした。

保管先は、小学校１０校、児童クラブは

１８クラブ、児童保管が５３小学校、クラ

ブで昼食用意が１９クラブという結果でし

た。なんともバラバラな対応ですが、幸い

食中毒が発生しなくて、ほっとしています。

児童クラブの子どもたちは小学校へ通う

子どもでもあります。教育委員会と岡山っ

子育成局が、子ども第一で縦割りを超えて

連携プレーすべきです。

「昨日イノシシが田んぼに入っ

て稲を倒しまわっとる」「家の

周りをうろうろして、怖くて夜

は出られない」。こうした話が周辺部にと

どまらず岡山市内至るところで聞かれます。

岡山市ではイノシシ等の対策として電気

柵やワイヤーメッシュなどの設置に補助を

行っています。

現在は申請をして補助決定後に電気柵等

を設置し、後日補助金が支払われる流れで

すが、予算の都合では来年度の決定になる

こともあります。イノシシは待ってくれま

せん。玉野市では、柵を設置後に領収書を

持っていけば申請できます。

イノシシ電気柵などの補助金は農地のみ

の適用です。しかし農地以外にもイノシシ

は出没しています。玉野市では、農地外で

も、有害獣被害防止のための防護柵の新設

などに補助を行っています。

C O N T E N T S

・2 新市民会館条例、コロナ関連/フォト日記

・3 旭川ダム、動物園/身近な有害物質

・4 コロナ影響直撃/活動日誌

真の文明ハ山を荒さず川を荒さず村を破らず人を殺さざるべし 田中正造（このみ座右の銘） 2020 .10 N o .85 （ 1）

このニュースは、岡山市議会議員（市民ネット）・下市このみによる市政レポートです。

お弁当保管、小学校と放課後児童ク
ラブがバラバラな対応！

イノシシ被害にすぐ対応できない？
農地以外は補助対象外？

お弁当保管の実態は

縦割りの弊害？これからの課題

質問「幼稚園、保育園の3歳児以上、アレルギー対応
の子どもたちもお弁当を持参します。食中毒
注意報発令中は、基本的に子どもたちのお弁
当は冷蔵庫で保管すべき」

答弁「可能な場合はクラブの冷蔵庫での保管を第一
に、難しい場合は、クーラーボックスや保冷
剤等も活用して冷所で保管するなど、より適
切な対応をお願いする」

これが縦割り行政か？

市民ネット、食中毒防止の要望書提出

イノシシは待ってくれません！

イノシシは農地だけに現れる？

質問 「岡山市も玉野市のようにしませんか」
答弁 「事業計画や防護柵の管理規程（案）を添付

して事前に交付申請してもらう。（後払い
はダメ）住民と農地以外のことは、他都市
の状況を勘案して研究する。

緊急告知ラジオ（避難情報等を自動的に受信）
来年4月以降、再度販売することになりました。

一般販売 税込9,000円。高齢者のみの世帯、避難
行動要支援者等の方は税込2,000円。
☎803-1082（危機管理室）

インフルエンザ予防接種
以下に該当の方は、12月31日までは無料で接種でき
ます。希望の方は、医療機関に直接ご予約ください。

1.接種当日に満65歳以上の人

2.接種当日に満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器ま
たは、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有
する人（該当の障害単独で身体障害者手帳1級程度）



北区表町の千日前地区に整備中の新市民

会館について、名称を「岡山芸術創造劇場」

とすることや使用料、管理規定などを盛り

込んだ設置条例が提案されました。

これまで、市民会館や市民文化ホールを

使っている市民団体の方々から、現在と同

じような使用料金にしてほしいという切実

な要望が出ています。市民会館と新しい大

劇場を比べると約５割増になります。第１

２条に使用料の減免規定がありますが、規

則検討案では中劇場のみの３割減免だけで

す。来年の２月議会で指定管理者の指定を

したいということですが、措定管理者は非

公募にしますので、設置条例をここで制定

しなくてもまだ間に合うと思います。市民

ネットは、規則案を提示してから条例設置

をするべきである、時期尚早という理由で

条例案に反対しました。

コロナで収入が減って結婚を避けるとい

う指摘に対し、一昨年４～８月と比べると

婚姻数が９９件減少と説明がありました。

ＰＣＲ検査は、市内約１５０の医療機関

で検査が可能です。医療、介護、福祉、教

育、保育などに関わる人たち(エッセンシャ

ルワーカー)は、３密回避が難しいため、

軽い症状でも、最寄りの医療機関で、医師

にＰＣＲ検査の必要を判断をしてもらい検

査が無料で受けられます。ただし無症状の

方は対象とはなりません。

在宅の要介護高齢者や障害者の介護者が

コロナの陽性患者になったときの対応につ

いては「保健所と相談して、他の親族の方

への連絡や訪問介護等の必要性の再検討を

行い、生活に必要なサービスを確保する。

また、緊急時などの引受先については、施

設等関係機関と連携し確保する」との答弁

です。介護保険は健康保険と違い、すぐに

使うことができませんので、高齢者の方は、

ぜひ、介護保険の申請をしておきましょう。

幼稚園、保育園、児童クラブの子どもた

ちや教職員がコロナウイルスに感染した場

合の対応は、市内の全施設を一斉休止には

せず、原則、感染者の出た施設単位で休止

とする方針を示しました。教育長は、「臨

時休校を行うかどうかの判断は、感染状況

等ケースにより異なるため、保健所と相談

の上、必要に応じて設置者である教育委員

会が判断する」と答弁しました。

岡山市では、「桃太郎のまち岡山Ｗｉ-

Ｆｉ」を市有施設の一部で提供しています。

岡山市立公民館のロビーでも利用できま

すが、全３７館中、２館（御津公民館と建

部公民館）だけが利用することができませ

ん。なんとかなりませんか？
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このみの

フォト日記
夏編

2020年7月～9月
② ③①

■新型コロナウイルスで婚姻数が減少
さらなる少子化を懸念

■高齢者や障害者のコロナ対策

■コロナ感染時の幼稚園、保育園、児童クラ
ブ、学校等の休園、休校はどうなる？

■エッセンシャルワーカーに無料PCR検査

新型コロナウイルス感染症関連
御津・建部の公民館、無料Wi-Fiが
使えません

新市民会館条例(岡山芸術創造
劇場条例)案に反対！
この使用料金では、負担が増加する

お知らせ
・11月定例岡山市議会
11月27日（金）～12月15日（火）
・「ひまわりマーケット」中止
11月開催予定でしたが、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、中止します。



岡山県管理の旭川ダムから放流する場合、

川沿いにある警報局からサイレンを鳴らして

お知らせします。サイレンを鳴らす基準があ

り、放流開始時や、急激な水位の変動、さら

に放流量ごとの基準もあります。

７月１４日の旭川ダムの放流量は、０時３

０分毎時３４８トン、４時３０分毎時６２１

トン、７時３０分毎時９７８トンですが、放

流を知らせるサイレンは３００トン超と６０

０トン超の２回だけでした。

旭川管理事務所によりますと、放流量が３

００トン時、６５０トン時、１０００トン時、

（それ以上は教えてい

ただけなかった）は、

規則で放送することに

なっているそうです。

７時半以降９７８～９

９３トン（１１時３０

分時点）放流していた

のですが、１０００トン未満のため放送の必

要はないとのことでした。毎時１０００トン

放流より毎時７トンから２２トン少ないから

放送が不要？危険性がものすごく異なるでしょ

うか。放送不要の放流量１０００トン以下に

したなんてことはないですよね。

池田動物園が、１１月上旬に

ライオン１頭を受け入れるとい

う報道がありました。池田動物園は、経営難

が続いており、池田動物園を応援する会の公

営化の陳情は、平成３１年４月に審議未了と

なっています。

秋田市（約３０万人）にある大森山動物園

は、直営で年間５億２千万円で運営し、年間

入場者数が２５～２７万人です。入場料は大

人７３０円、高校生以下は無料。年間パスポー

トは１２５０円で、年間パスポートでの入場

者は昨年では６万２千人。岡山市でも子ども

たちの心を育てる場所として動物園を守って

いくべきだと思います。
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コロナは毎日知らされていても、中国輸入

食品の怖さは知らされていない。

新型コロナの感染拡大が止まらない。こう

した中、日本を始め世界各国で「中国依存の

見直し」を求める声が強まっている。だが、

現実はそうした声を嘲笑うかのように、危な

い中国産食品が以前にも増して大量に押し寄

せて来ている。１ｍｇの摂取で殆どの人は４

か月以内に死亡すると言われる猛毒の化学物

質が、新型コロナ禍に紛れて中国産輸入食品

から頻繁に検出されている事実をテレビ、新

聞など大手マスコミは全く報道しない。

その化学物質と言うのは、「アフラトキシ

ン」である。カビが生成するカビ毒で、国際

がん研究機関によるリスク評価では、人に肝

臓がんを引き起こす恐れがあるとして、もっ

とも危険性が高いグループに分類されている。

アフラトキシンは、ネズミでは、０.０２マイ

クログラムの摂取で死亡。人は１ミリグラム

で殆どの人が死亡する、まさに『史上最強の

カビ毒』です。

この猛毒のアフラトキシンが中国産落花生、

香辛料等から頻繁に検出されている。ピーナッ

ツ製品や唐辛子製品、ミックスナッツ等は購

入してからでも、アフラトキシンは高温多湿

で増殖しますので気を付けて下さい。

おかやま土と健康の会

影山久方

大量輸入する中国産有害食品

身近な有害物質 テ
レ
ビ
、
新
聞
が
報
道
し
な
い
、
カ
ビ
毒
の
危
険
性

④ ⑤ ⑦

災害に備える ― 旭川ダム毎時
９７８トン放流、サイレンは不要？

動物園の思い出を大切に

旭川ダム放流

⑥



新型コロナウイルス感染症拡大で、立場の弱い働

く人々が窮地に陥っています。非正規雇用者の７割

は女性です。家庭では子育てや介護、家事に追われ

ながら、働いています。働く場を失った途端に生活

が行き詰まるという方もいます。とりわけシングル

マザーは深刻です。国税庁の１８年調査では、正社

員の平均年収は男性５５９万円に対し、女性は３８

６万円。非正規でも男性２３６万円に対し、女性は

１５４万円と格差は大きいのです。

あるＮＰＯのシングルマザーの調査では、食事回

数を減らした（１８.２％）、１回の食事量を減ら

している（１４.８％）、お菓子やおやつを食事の

代わりにすることが増えた（２０.１％）、炭水化

物だけの食事が増えた（４９.９％）と報告されて

います。学校給食の停止による食費増などで、支出

を切り詰めても困窮状態にあることが浮き彫りとな

りました。７０.８％が新型コロナで雇用や収入に

影響があったとも回答し、その割合は正規雇用５２

%、非正規雇用７５・２%、自営等９５・５%でした。

感染拡大の影響で収入が減った方を対象とした貸

付制度があります。

「緊急小口資金」は、一時的に生活費が必要な人

に最大２０万円を貸す制度で、岡山市では５２２６

件（9/23現在）が申請、「総合支援資金」は、失業

などで生活に困窮し、日常生活が困難な場合に月最

大２０万円を原則３カ月まで貸してくれる制度で、

岡山市では、２５２８件（9/23現在）の申請です。

これらの貸し付けの期限が延長され１２月末までで

す。家賃を補助する「住居確保給付金」は岡山市で

は、収入基準額を緩和する措置を１２月まで行って

おり、４月から８月までの申請数４８０件です。

仕事や毎日の生活に追われ、窓口に相談に行く余

裕がない方へも、行政として、把握している情報に

より、きめ細やかな対応をしてほしいと思います。
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▼議員報酬の使いみち
(20.7月～9月）

収入

議員報酬 1,938,300
計 1,938,300

編
集
後
記
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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！）

7月
4日 たんぽぽネットワーク世話人会
6日 会派会議
7日 日本と南北朝鮮との友好を進める会第19回総会
8日 岡山県市議会議員女性の会
10日 市民劇場「きらめく星座」
13日 市民ネットで区役所訪問（北・中区役所）
14日 新型コロナ感染症対策調査特別委員会／熟年者ユニオン／

市民ネット市政報告会（東区・百花プラザ）
16日 女性議員で新庁舎への要望書を出す
17日 平和推進岡山市民協議会の皆さんと市長に提言書提出
20日 地区図書館研究会定例会（東公民館）
21日 連合岡山「平和学習会」
22日 市民ネットで児童クラブのお弁当保管について要望書を提出
27日 児童クラブのお弁当保管状況確認で小学校訪問／市民ネット

で区役所訪問（東・南区役所）
30日 和太鼓練習／ママさんバレー練習
31日 議会でタブレット研修／江田五月さんと語る会

8月
3日 岡山市に公立夜間中学を求める市民の会の皆さんと教育委員

会との懇談会
4日 女性議員で水道局、北消防署見学
5日 熟年者ユニオン役員会
6日 おかやま労働安全衛生センター第9回総会
8日 市民劇場「素劇楢山節考」（岡山市民文化ホール）
3日 熟年者ユニオンの皆さんと岡山県との意見交換会に参加／白

井教授の勉強会
18日 会派会議
19日 平和活動推進市民協議会の皆さんと懇談
21日 第7回岡山県市議会議員女性の会総会（岡山中央卸売市場）
23日 新社会党岡山県本部第26回定期大会
24日 会派会議／会派代表者会議
25日 会派会議／立憲主義と地方自治を守る会世話人会
26日 新庁舎整備調査特別委員会／議員ネット
27日 会派会議／財政勉強会／子ども文教委員会勉強会
28日 子ども・文教委員会
29日 連合岡山組織内議員懇談会第28回総会
30日 岡山市総合防災訓練（興除小学校）
31日 地区図書館研究会主催講演会、むらさき花だいこんの会の皆

さんによる「岡山空襲を語り継ぐ」／岡山市立地適正化計画
説明会参加（東公民館）

9月
1日 9月定例岡山市議会 (～24 9/9市民ネット代表質問 9/16

下市このみ個人質問)／ 夜間教室見学／DV防止サポートシス
テムをつなぐ会岡山運営委員会

2日 新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会
3日 学校給食調理場見学
5日 県日中女性委員会／立地適正化計画説明会（操山公民館）
17日 子ども、文教委員会
18日 会派会議
22日 岡山市民劇場「東海道四谷怪談」（岡山市民会館）
23日 新庁舎整備についての勉強会（市民ネット）
24日 議員研修会
25日 新庁舎整備について、女性議員の勉強会／交通政策勉強会

（市民ネット）
28日 地区図書館研究会
29日 市民ネット市政報告会（福浜公民館）

2020年7月～9月

支出

所得税 167,160
住民税 196,900
国保 319,800
親睦会費等 35,500
事務所維持費 756,514
生活･活動費 462,426

計 1,938,300

新型コロナウイルス感染症拡大の影響が
立場の弱い人々を直撃
行政はきめ細やかな支援を！

食事回数を減らした、１回の食事量を減らし

ている ―シングルマザー調査より

緊急小口資金、総合支援資金、住居確保給付金

の申請増加中


