
 

倉敷市議会 2月定例会は、08 年度当初予

算をはじめ 81 議案を議決して、3月 18 日に

閉会しました。党市議団は、破綻が明白な

チボリの事業予算、高齢者から医療を奪う

後期高齢者医療制度関連議案など、市民生

活に負担を押しつける、また犠牲を強いる

13 議案に反対しました。 

私は、今議会、初めての代表質問に立ち、

チボリ問題、地球温暖化

対策問題、子育て支援な

ど市政全般について質問

しました。 

子育て支援では、小学 

校卒業までの医療費の無

２月定例会本会議で代表質問をおこなう末田正彦議員 
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倉敷市議会議員   末 田  正 彦

料化を求め、「対象年齢引き上げは、子育て

支援策として重要」との、市長の前向きな

答弁を引き出すことができました。 
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チボリ・ジャパン社の累積赤字は、昨年 12 月

末で約 141 億円、今年 3 月末には 144 億円に膨

れあがると見込まれており、その上、1カ月ごと

に 5 千万円もの貴重な税金が、土地代として消

えています。法律にもとづく公園でもなく、裁

判所も公共性に重大な疑問をもつレジャーラン

ドに、もうこれ以上の税金をつぎ込むことはや

めるべきです。 

そこで、①チボリは閉園し、チボリ・ジャパ

ン社の法的整理をおこなうこと、②どんな形で

あれ、新たな税金投入はしないこと、③融資の

安全性に不安がある、24 億円のチボリ融資はや

めること、を求めました。 

古市市長は、「金銭的な支援については、具体

的な検討はしていない。現在のところ白紙の状

態」「融資の執行については事態の推移を注視

し、適切に判断したい」と述べ、チボリ・ジャ

パン社の今後も含め、明確な答弁は避けました。

 

※ 3 月 31 日開催の市議会総務委員会で、

市当局は、24 億円のチボリ・ジャパン社へ

の融資について、当面凍結する方針を示し、

了承されました。 

 

 
２月定例市議会、末田まさひこの代表質問から 

 

 

 

 

大企業はバブル期の 1.8 倍にもなる空前の利

益をあげています。しかし、給与所得者の平均

給与は 9 年連続して減りつづけ、年収 200 万円

以下の人が、ついに 1 千万人をこえました。働

いても働いても、生活保護水準以下の生活から

抜け出せない、働く貧困層＝「ワーキングプア」

は、450 万世帯とも 600 万世帯ともいわれ、広が

りつづけています。 

私は、「市長の所信の中には、『貧困』あるい

は『格差』の言葉は全くでてこない。こうした

状態がまともかどうか、市長の基本的な認識は」

また、「市内事業者に対する賃金実態の把握も含

めて、『ワーキングプア』の実態調査をおこなう

ことを求めるがどうか」と質問しました。 

古市市長は、「大きな社会問題になっていると

認識している」とは答えましたが、そのことが

“良いか、悪いか”の判断は避けました。 

三宅経済局長は、「来年度に予定している調査

において、賃金等の項目を加えることも検討す

る」と前向きに答弁しました。 

雇用実態調査については、わが党が求め、一

昨年 12 月、今年 2月にアンケート調査を実施し

ています。 

質問内容の一部を抜き出して、編集してあります。
2008 年 2 月 29 日登壇 

①いかなる形であれ、チボリへ

の新たな税金投入はやめよ 

１月２５日 県政・市政報告会（児島会場） ２月８～10日 第 33回自治体政策セミナーin 大津 

末田まさひこホームページも、ぜひご覧ください HPアドレス http://www.kct.ne.jp/~jbeans/

②「貧困と格差是正」について、

市長の認識を問う 



  

 

 

倉敷市では、「市全体の CO2 排出量の 8割が水

島コンビナート」と分析されています。経済界

の排出削減を、日本経団連の「自主行動計画」

まかせにせず、企業に社会的責任を果たさせる

ことが重要です。 

私は、先進自治体の取り組みも紹介しながら、

「温暖化対策条例」の制定、数値目標の入った

「環境基本計画」の策定を求めました。 

三木市民環境局参与は、「本市においては、温

室効果ガス排出量の多くが産業部門から成るも

のであるが、産業部門については、地域での条

例による削減対策は、現在のところ有効なもの

とは言いにくいと考えている」と答え、先進自

治体の取り組みに学ぶ姿勢すら示しませんでし

た。危機意識の欠如が問われます。 

 

 

 

 

2004 年の台風で甚大な被害を受けた児島唐琴

地区、下津井地区への内水排除のポンプ設置を

急ぐこと。また、小田川、下村川の洪水に対す

る抜本対策を、管理者である県に対して強力に

要望することを求めました。 

西原総務局参与（児島支所長）は、「唐琴 4丁

目で内水排除の排水管を埋設し、その東側につ

いては、大雨時の流出解析が終わり、その対策

を検討している」「下津井地区については、下電

下津井駅跡地周辺の内水排除のためのポンプ施

設設計が終了し、西の脇地区については、今後、

調査・解析をすすめていく」と答弁。 

小田川、下村川の洪水に対する抜本対策につ

いては、「県に対し、洪水対策としての河川改修

等を要望してきたところだが、思うように進ん

でいないのが現状。しかしながら、安全・安心

のまちづくりを進めるために、県に対し強く要

望していく」と答えました。 

 

 

 

 

私がたびたび本会議で求めていた、消費生活

センターでの相談者を、弁護士などの専門家に

確実に引き継ぐという形での多重債務相談が、

昨年 9 月より開始され、多重債務問題解決に大

きな役割を果たしています。そこで、自治体の

持つ総合力で多重債務者の掘り起こしに力を発

揮するための取り組みについて質問しました。 

杉岡市民環境局長は、「倉敷市多重債務問題ネ

ットワークを有機的に働くものにするために、

職員自らが多重債務の知識を深め、共通の認識

を持ち続けることが重要。そのために、研修会

や連絡会議を開催し、各部門からの報告や意見

交換を行い、より一層の連携を図っていく。ま

た、相談窓口の周知に取り組む」と答えました。

 (3)

みなさんのご意見・ご感想をお寄せください。  sueda@mx7.kct.ne.jp TEL086-470-0662 FAX086-470-0668 

２月２３日 「いい日いい味ひなめぐり」開会式（野崎家迨暇堂） ３月２日 児島学区子ども会 歓送迎レクリエーション大会 

③地球温暖化防止対策は、 

“待ったなし”の政治の課題 

④防災対策（ポンプ設置、洪水

対策）を急げ 

⑤多重債務対策のさらなる 

充実を求めて 



 

・1/7   倉敷市議会１月臨時会 

・1/8   新年街頭宣伝（倉敷市役所前） 

・1/10､11  原油高騰問題対策で現地調査（下津井漁協、 

JA 岡山西農協船穂支所、ワークハウスくるみ） 

・1/11  倉敷民主商工会青旗開き出席 

・1/15  原油高騰問題で対市申し入れ 

・1/19  党と後援会新春のつどい 

・1/22､25､26､2/2  県政・市政報告会（市内５会場） 

・1/30  奈良市放課後子どもプラン行政視察 

・2/4   倉敷医療生協、倉敷市保険部との懇談同席 

・2/5   超党派で向山産廃問題に関し備前県民局交渉 

・2/18  ２月議会に向け「みなさんの声をお聞きする会」 

・2/29～3/18  倉敷市議会２月定例会 

・2/29  岡山県原水協対市要請同席 

・3/4   倉敷市ふじ園、倉敷市くすのき園家族会 

対市要請同席 

・3/13  3.13 重税反対全国統一行動（市内３会場） 

・3/14  市立中学校卒業証書授与式出席 

・3/16  新日本婦人の会児島支部大会出席 

・3/17  倉敷医療生協きずなの会（在宅患者と家族の会） 

対市要請同席 

・3/19  市立短期大学卒業証書授与式出席 

・3/19  チボリに反対する県民の会、チボリはいらない倉敷

市民の会対市要請同席 

・3/21  市立小学校卒業証書授与式出席 

・3/25  市立保育園卒園式出席 

・3/28  市内視察・懇談（ライフパーク倉敷科学センター） 

・3/29  後期高齢者医療制度県民集会 

・3/31  自治労連地方自治問題研究機構との懇談 

この間の党市議団の主な活動（１～３月）

代表質問項目 
            末田 正彦 
           (2008 年 2 月 29 日登壇) 

Ⅰ 市長の政治姿勢を問う 

1.当初予算編成について 

2.チボリ問題 

①閉園し、ﾁﾎﾞﾘ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ社は法的整理を 

②新年度のチボリ融資中止を 

3.貧困と格差問題 

①市長の認識を問う 

②「ワーキングプア実態調査」を 

4.後期高齢者医療制度の中止・撤回を 

    負担増と差別医療への認識を問う 

5.子育て・教育支援について 

  ①小学校卒業までの医療費無料化を 

  ②30 人学級の実現を 

Ⅱ 原油高騰から市民生活を守れ 

Ⅲ 地球温暖化対策について 

    「温暖化対策条例」の制定を求める 

Ⅳ 道路特定財源について 

    道路中期計画を撤回し、一般財源化と  

暫定税率撤廃を求める 

Ⅴ 利用しやすい公共交通の充実を求めて 

1.公共交通体系基本計画について 

2.公共交通予算の増額を 

Ⅵ 「学習指導要領」改訂について 

    改悪された教育基本法に沿った改訂は 

問題あり 

Ⅶ 防災対策について 

1.岡山県沿岸海岸保全基本計画 

2.唐琴、下津井地区へのポンプ設置を急げ 

3.小田川、下村川の抜本的な洪水対策を 

Ⅷ 多重債務対策のさらなる充実を求めて 

    自治体の総合力を強化し、問題解決を 

Ⅸ 真の公共サービスとは 

    公務の民営化一辺倒では、公共サービスを

守ることはできない 

 (４)

 

 

 

            要望が実りました。

2004年台風23号の大雨

で、増水し溢れた用水

路の、嵩上げ改修がな

されました。 

用水路の嵩上げがなされました 

   －児島田の口４丁目地内－ 

末田まさひこホームページも、ぜひご覧ください HPアドレス http://www.kct.ne.jp/~jbeans/

３月２１日 市立児島小学校卒業証書授与式 

３月１９日 チボリに反対する県民の会、チボ

リはいらない倉敷市民の会 対市要請行動


