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 おはようございます、日本共産党倉敷市議会議員団の末田正彦です。 

質問に入る前に児島市民病院について一言述べておきます。2008 年 10 月以降休止され

ていた市民病院での分娩が、新病院の建て替えを待つことなく来年 4 月から再開されるこ

とになり、一日も早い再開を望んでいたものの一人として大変喜ばしく思っています。2008

年 10 月 2 日に「市立児島市民病院を守り、地域医療を考える会」から市長に対し、児島地

域での医療機関の拠点としての市民病院の再生を願う 4 万 1,460 筆の署名が出されました。

重く受けとめ、ご尽力いただけたものと思っております。市長並びに再開に向けご尽力さ

れた関係者の皆様に感謝を申し上げます。ところで新病院建設工事の入札が不調に終わっ

たとお聞きしました。一日も早く再入札を行い、工事に着手できるよう要望しておきます。 

それでは通告に従い質問いたします。 

 

１．台風 11 号被害から見えてくるもの 

 

7 月 17 日の朝、台風 11 号の大雨により児島田の口地内において大規模な土砂崩れが起こ

りました。被害にあわれた方々に対し、お見舞いを申し上げますとともに、まずは一日も

早い復旧を市、県に対して求めたいと思います。 

今回は、この台風 11 号被害から見えてくるものとして、4 点質問いたします。 

 

（１）山頂部への土砂埋め立て問題について 

 まず、山頂部への土砂埋め立て問題についてお尋ねします。今回の土砂崩れは最上部が

建設残土の埋め立て地でありました。かつて、同様の土砂崩れが児島の地で起こっていま

す。2004 年台風 23 号による田の口地内、2011 年台風 2 号（5/29）による宇野津地内での

土砂崩れです。そして今回を含め、11 年間で 3 度の建設残土捨て場に関連した土砂崩れが

発生しています。 

 

①この 11 年間で 3 度の土砂崩れ、これをどう認識されていますか。2004 年田の口、2011

年宇野津の土砂崩れ、その検証がなされていたのでしょうか。宇野津の土砂崩れはまさし

く建設残土そのものの崩壊でありました。答弁を求めます。 

 

②次に、倉敷市内において土砂埋め立て許可を受けたが、完了させずに放置している事業

地の更なる形状変更が行われているところが見受けられます。どのような指導を行ってい

るのでしょうか。 

 

②（再質問）2011 年の宇野津、そして今回の田の口。埋め立て工事が完了していない完了

検査未了地であることも明らかになっています。そして更なる形状変更も行われています。

開発指導課として指導が徹底できていないのではありませんか、見解を求めます。 
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次に、土砂埋め立ての規制強化を求めて 2 点質問いたします。 

③-1 倉敷市埋立行為等の規制に関する条例では、開発面積が 1,000 平方メートル以上にな

ると許可対象となり、必要な技術的基準に従わなければなりません。しかし 1,000 平方メ

ートル以下であれば許可不要で、土捨てを続けていくうちに 1,000 平方メートルを超えそ

うになると申請を出すといった事例があるとも聞いています。脱法的な土捨てを許さない

ためにも、地域の環境と安全を守るためにも、条例を改正して規制の強化が必要です。広

島市では許可申請の対象を面積要件は 500 平方メートル以上、量の要件は 500 立方メート

ル以上と、面積と量の両面から規制を行っています。倉敷市においても規制強化の方向に

条例を改正すべきと考えます。答弁を求めます。 

 

③-2 次に規制強化の 2 点目は、土砂災害危険個所や山地災害危険地区などの区域、またそ

の上部での土砂埋め立て行為の規制を求めます。2012 年 2 月議会での私の質問に、当時の

松浦建設局長は次のように答弁しています。「現時点では法律及び市の条例で、土砂災害危

険箇所などでの埋立行為を規制することは困難でありますが、今後、県などの関係機関と

協議、調整を図りながら検討してまいります」検討の結果はどうですか、条例の改正で実

施を求めます。 

 

（２）がけ地の安全対策と災害復旧について 

 この項の 2 点目は、がけ地の安全対策と災害復旧についてお尋ねします。今回の台風に

おいても、民有がけ地などの小規模ながけ崩れが多発しました。私は議会で度々、宅地な

どの安全対策に対する助成制度を求めてまいりましたが、決まって答弁は「宅地の安全対

策は、原則として所有者の責任において行うべきもの」でありました。一方、倉敷市住生

活基本計画の基本理念には「住まい」について次のように謳われています。「住まいは、人

の生活の基盤であり、都市やまちなみを構成する社会的性格を有する重要な要素」であり

ます。公共財としての性格を有しているのです。だからこそ被災した場合は、再建のため

に公的な補償を求める人権があり、これを保障するのが憲法 25 条、13 条の理念に立つ国で

あり、自治体の責務と言えます。 

 

①そこで、質問ですが、このたび下水道部が「雨水流出解析手法を用いた浸水対策の検討

報告」を発表しました。その中で自助努力に対する補助金制度の検討が謳われ、浸水対策

として行われる宅地の嵩上げに対する補助金制度の導入検討が示されました。これまでの

自助努力任せだった考え方に一石と投じるもので評価をしています。建築部としてこの補

助金制度導入検討についてどのような感想を持たれているかお示しください。 

 

②そこで改めて、民有がけ地の安全対策への補助を求めて質問します。浸水対策として行

う宅地の嵩上げに対する補助金制度の導入を了とするならば、がけ地、土留め壁などの安



2015 年 9 月 10 日倉敷市議会 末田正彦一般質問原稿 

 

3 

 

全対策への支援も同様に考えられるのではありませんか。倉敷みらい創生戦略（案）にも

触れられている「防災力の向上など災害に強いまちづくり」への取り組みがお題目だけに

ならないように望みます。答弁を求めます。 

 

③次に、民有がけ地などの災害復旧に支援を求めます。倉敷市は現在、民有地への行政の

介入はできないとの姿勢ですが、現在多くの自治体で土砂撤去などへの補助制度が広がり

つつあります。ネットで少し調べただけでも、高梁市、呉市、岩国市、萩市、出雲市、江

津市、宇治市、福知山市、京丹後市、阿蘇市などの名があげられます。 

 岩国市の制度は、被災者の方が土砂等の撤去費用として業者に支払われる費用のうち、3

万円を超える部分の 2 分の 1 を補助し、20 万円が上限というものです。本市においても補

助制度の創設を求めるものですがどうですか。 

 

③（再質問）先にあげた自治体の共通点はお分かりになりますか。 

 

③（再質問 2）これら実施自治体の共通点は、過去に地震や集中豪雨による土砂災害で被害

にあったということです。過去の災害の経験から学び、早期の住民の生活再建のために制

度をつくったのです。倉敷市も、過去の災害の経験に学べば、おのずと答えが出てくるの

ではありませんか。検討を始めませんか。  

 

（３）災害と空き家対策について 

この項の 3 点目は、災害と空き家対策についてお尋ねします。倉敷市においては、2013

年 4 月 1 日に倉敷市空き家等の適正管理に関する条例が、国においては本年 5 月 26 日空家

等対策の推進に関する特別措置法が全面施行されました。これにより市町村は、国の基本

指針に即した、空家等対策計画の策定（6 条）・協議会の設置（7 条）などを行い、空き家

等の適正管理に向けた取り組みをすすめなければなりません。 

 先日、下津井地区の空き家に関わって相談が寄せられました。先の台風 11 号でこの空き

家の柱、窓枠、瓦などが飛散し、隣のお宅の通路をふさいでしまいました。「通りづらいし

何とかしてもらいたい」という相談で、お伺いし飛散したものを撤去し、通れるようには

しましたが、問題はその建物です。こうした空き家が台風時など、結果として危険な役割

を果たしてしまいます。 

 

①そこでまず、空き家対策をどのように進めていくのかお尋ねします。 

 

①（再質問）防災・防犯・衛生・景観上など近隣に迷惑をかけることになる空き家の撤去

が進まないのは何故だとお考えですか。 
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②特定空き家に指定されたら、建物を壊しても壊さなくても土地の固定資産税が通常の課

税に戻されます。取壊すとなるとその費用だけお金がかかります。取壊し費用の工面がで

きないから進まないのが実態ではないでしょうか。建物取壊し費用の補助など支援が必要

と考えます。岡山市がモデル事業で除去費用の補助を行うとお聞きしています。本市でも

取り組むべきと考えますが、答弁を求めます。 

 

（４）災害など緊急時の住宅確保について 

 この項の 4 点目は、災害など緊急時の住宅確保についてお尋ねします。今回の台風 11 号

で被災された方が、仮の入居先として市営住宅を考えられていたのですが、風呂もない、1

年しか住めないとの説明を受け断念したとのことでした。災害など緊急時の住宅確保はど

のようになっているのかお示しください。しっかり整備された住宅の供給を求めます。 

 

２．倉敷みらい創生戦略（案）と保育政策について 

 

質問項目の 2 点目は、倉敷みらい創生戦略（案）と保育政策です。 

  

（１）公立幼稚園・公立保育園の適正配置計画について 

この項の 1 点目は、公立幼稚園・公立保育園の適正配置計画についてお尋ねします。こ

れは、2015 年～2019 年度にかけての計画ですが、その趣旨として、「本市の喫緊の課題で

ある待機児童対策を図るため」とありますがどうでしょうか。子ども・子育て支援新制度

の実施にあわせて、公立幼稚園と公立保育園を統合し、一方を廃して認定子ども園に移行

する。また、幼稚園の統廃合、保育園の統廃合が進められます。 

公立保育園や公立幼稚園に入れば、一定の保育が保障されます。地域に公立保育園や公

立幼稚園が存在することで、その地域の標準的な保育水準を維持してきたわけです。そし

て、地域の子育ての拠点ともなっています。その子育て拠点を廃することは、その地域で

子育てができなくなる、ひいては若者が暮らせなくなる、地域の衰退に拍車をかけること

につながります。倉敷みらい創生戦略（案）に謳う、「世代を超えて暮らし続けたい、未来

に向けて暮らしてみたいまちを目指す」に反するのではありませんか。 

保育の集団規模の適正化を目的に、地域の子育て拠点を奪う公立幼稚園・公立保育園の

適正配置計画は撤回すべきです。どうですか。 

 

（再質問）倉敷みらい創生戦略（案）に謳う、「世代を超えて暮らし続けたい、未来に向け

て暮らしてみたいまちを目指す」に反するとは思いませんか。 

 

（２）待機児童対策について 

①この項の 2 点目は、倉敷みらい創生戦略（案）における待機児童ゼロに向けての取組み
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についてお尋ねします。本年 4 月 1 日現在の本市の待機児は 180 人、入所未決定児は 157

人となっています。待機児のうち 155 人、入所未決定児のうち 115 人が 3 歳未満児です。

待機児童の解消は、3歳未満児の定員を増やすことなしに実現できません。倉敷みらい創生

戦略（案）では 2019 年に待機児童数 0を目標としてはいますが、その対策はあまりにも児

童福祉法の精神からかけ離れていると言わざるを得ません。 

創生戦略（案）には、「既存の保育所の定員増、小規模保育事業及び事業所内保育事業の

拡充並びに 3 歳児保育、預かり保育の拡大」が謳われているのみで、認可保育所の建設が

掲げられていません。新制度では 3歳未満児の保育はダブルスタンダードになっています。

3歳未満児が対象の小規模保育事業などは、調理室が無くてもいい、園庭も無くてもいいな

ど設備の点でも、人員の配置でも、保育の継続性の点でも認可保育所に劣っています。 

これまで保育所で行ってきた保育とは、幼児教育と養護を統一した概念であり、0歳から

5 歳までの子どもを一貫して保育してきました。小規模保育事業などの地域型保育事業は、

3歳未満児の保育のみを行うため、ここでいう保育とは、従来から進めてきた保育ではなく

託児です。子どもの最善の利益を考えた場合本当にこれでいいのでしょうか、どうですか。 

 

（再質問）6 月議会で矢島局長は、私の質問に対して次のように答えられました。「事業着

手から事業開始までの期間が短い。施設整備への投資が少額のため参入しやすいなどの点

により、小規模保育事業や事業所内保育事業が有効で、即効性があると考えている。３歳

未満児の対策に有効である」2019 年度までに待機児童 0 の見込みはあるのですか。具体的

なスケジュールはどうですか。 

 

（再質問２）認可保育所の建設を求めます。 

 

３．ＪＲ倉敷駅付近連続立体交差事業について 

 

（１）6月県議会での議論を踏まえて 

質問項目の 3点目は、ＪＲ倉敷駅付近連続立体交差事業についてお尋ねします。 

6 月の県議会においてわが党の須増伸子県議が、「連続立体交差事業は、計画が浮上して

22 年も経過する。進まない理由として、1 つは総事業費 1,000 億円以上という巨大工事で

あり、しかも、費用対効果が得られないこと。2つには第 2土地区画整理事業が進んでいな

い。先が見えてこない。をあげ、ＪＲ山陽本線、伯備線、さらに水島臨海鉄道のコスト縮

減案でさらに便益が減少し、費用対効果が上がっていく見通しが立たないのではないか」

と指摘をしました。その上で、「連続立体交差事業はきっぱり中止し、代替え策として寿町

踏切を地下道化するなど立体化について、本格的に検討するべきではないか」と質しまし

た。知事は、「再評価の視点の一つである代替え案立案の可能性については、寿町踏切の地

下道化などの立体化も含め、倉敷市と十分協議を行った上で検討する」と答弁されました。
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この知事の答弁についての市長の感想をお伺いします。 

 

４．議案第 125 号指定管理者の指定について 

 

（１）市営住宅等への指定管理者制度の持ち込みは問題あり 

 質問項目の 4 点目は、議案第 125 号指定管理者の指定について、市営住宅等への指定管

理者制度の持ち込みは問題ありとして数点質問いたします。 

 

①まず、公募、選考での公平性の担保と個人情報流出の心配についてお尋ねします。市営

住宅等の入居者の家族構成・収入状況などが民間企業に管理され、減免申請、納付指導、

納付書・催告状の郵送などの収納業務が民間に委ねられるため、プライベートな領域の複

雑な個人事情まで含め、膨大な個人情報が民間企業に渡されます。個人情報の民間たれ流

しは、極めて問題ではありませんか。 

また家賃等の収納業務は、ひとりひとりの実情を把握して、実態に即した適切な対応こ

そ必要です。居住者の実情を踏まえない機械的な収納にならないか心配されます。その点

について見解を求めます。 

 

②次に、退去時などの小規模修繕の市内業者への発注の確保と単価が低く抑えられるなど

の危惧についてお尋ねします。市営住宅には、平成 26 年度では年間 1,570 件、約 2 億 2,150

万円の修繕工事があり、その多くが市内の小規模修繕登録業者を含む市内業者に発注され、

市内業者の営業を支えるものとなっています。指定管理者制度に移行すればこれまでの業

者が排除されるのでは、あるいは工事単価が低く抑えられてしまうのではないか、など危

惧されます。その点どうですか。 

 

③次に、災害時などの緊急一時入居は確保されるのか、についてお尋ねします。指定管理

者制度導入後においても、災害などに被災した場合、一時入居できる市営住宅は確保され

るのでしょうか。災害時は混乱しています、その際、市においてしっかり責任を果たして

もらえるのかどうか、お尋ねします。 

 

④指定管理者制度導入の撤回を求める。 

 最後に、4,229 戸を超える市営住宅等を民間に丸投げする「指定管理者制度」は、個人情

報管理や入居者の権利、福祉の位置づけからも問題がありです。入居者の権利尊重・福祉

に逆行する、指定管理者制度導入は中止すべきと申し上げて質問を終わります。 


