
 

倉敷市議会 6月定例会は、08 年度補正予

算をはじめ 39 議案を議決して、6月 30 日に

閉会しました。 

今議会は、伊東市長の初めての議会であ

り、その政治姿勢、言動が注目されました

が、日本共産党倉敷市議団はあくまでも市

民の目線で、議案の審議に臨みました。 

妊婦健康診査公費負担の14回までへの拡

大、小学校 1年生の学校支援員配置期間の 1

年間への延長などは、子育てを応援するも

のとして評価できます。 

しかし、平和、教育、地球温暖化防止対

策、原油高騰対策など国政と深く関わる問

題については、市長自身の言葉で多くを語

6月定例会本会議で一般質問をおこなう末田正彦議員 

妊婦健診の公費負担１４回へ拡大
子育て支援盛り込まれる 

６月市議会を終えて 
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5月 1日 第 79回倉敷地域メーデーで挨拶 5 月 11日 ナースウェーブのデモ行進に参加
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る、ということはありませんでした。 

また、倉敷駅鉄道高架事業などの大型事

業推進の表明など、問題を含んでいます。 

チボリについては、最終日の討論で、県

の責任においてクラボウに土地を返還し、

終結をはかるべきであり、倉敷市はいかな

る形であれ、チボリには税金投入しないこ

と、を私は強く求めました。 
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庶民大増税に反対し、憲法を守りぬきます。 
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児島市民病院の使命と役割 

内科・産科の医師確保は･･･ 

 

児島市民病院

は児島地域の中

核病院として、

地域住民の命と

健康を守る拠点

として、なくて 

はならない大事な病院です。現在、内科常勤医

師の大量退職、産科医師も 10 月に退職が予定さ

れており、危機に直面しています。 

児島市民病院は、児島市当時「救急車を受け

入れられる総合病院を」という児島住民の強い

要望にこたえ設立され、小児科の平日夜間救急

診療の実施と、児島地域で唯一お産のできる病

院として、地域で不足する医療の提供をおこな

ってきました。 

「国による医療改悪が続く中、自治体病院と

しての児島市民病院の使命と役割について、ま

た、児島地域における産科医療について市長は

どう考えているのか。緊急の課題である内科・

産科医師の確保はどうなのか」と質問しました。

伊東市長は、「児島市民病院は地域の基幹病院

として幅広い医療の提供を、また、市内唯一の

市立病院として公的医療もおこなってきた。今

 

 
６月定例市議会、末田まさひこの一般質問から 

後の市民病院のあり方は、改革プランの中で検

討する。内科医師確保は自身も招聘活動をおこ

なう。産科医師確保についても同じく喫緊の課

題として取り組む」と答えるにとどまりました。

 

地球温暖化防止対策 

倉敷市では、県最大のCO2排出源 

水島ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ企業の役割が決定的 

 

持続可能な社会への移行が喫緊の課題となっ

ている地球温暖化防止対策について、市長の姿

勢を問いました。 

政府の施策は、日本経団連の「自主行動計画」

任せになっており、その結果、京都議定書で温

室効果ガス排出量について、1990 年比で 6%削減

の約束であったにもかかわらず、逆に 2006 年で

6.2%も増やしています。そのため、ＮＧＯは、

最も温暖化防止交渉を妨害した国に送る「化石

賞」で、カナダに次いで日本を 2 位に選出しま

した。 

「確実に削減するという理念を欠いた、中期

目標を決めようとしない『福田ビジョン』につ

いての見解はどうか。また、県の CO2 排出量の

82%が産業部門（1998 年集計）であり、県最大の

排出源である水島コンビナート企業の役割が重

大である」と指摘し、市長の姿勢を質しました。

質問内容の一部を抜き出して、編集してあります。
2008 年 6 月 20 日登壇 

5月 13～15日 保健福祉委員会行政視察 5 月 24日 市政報告会（唐琴公民館）

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/



三木市民環境局参与は、「中期目標が掲げら

れ、環境立国となるよう期待する」「企業に対し

ては、公害防止協定に基づき指導を強化したい」

と述べるだけで危機感が感じられません。 

最後に、「岡山県が『新環境基本計画』（案）

の中で、事業者の温室効果ガス排出量の算定と

削減計画の報告・公表制度の創設を明記した。

倉敷市においても、市長が提唱する環境最先端

都市を目指すのであるならば、市として排出削

減の数値目標の明記、事業所に対する排出量の

開示などを含めた条例の制定など、積極策をと

るべきではないか」と求めました。 

三木市民環境局参与は、「県に対して、制度の

創設の早期実現に向けて強く働きかけてまいり

たい」と答えるにとどまりました。 

 

原油高騰対策を求める 

漁業者の願いは、燃料への直接補助 

 

「マネーゲームの犠牲にされている。何で私

たちがかぶらにゃあいけないんだ」、ニュース報

道での漁師さん達の怒りの声です。 

原油高騰は漁業者 

の暮らしにとって死 

活問題となっていま 

す。いか釣漁業協議 

会は一斉休漁して 

(6/18、19)、窮状を 

アピールしました。 
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5月 30日 チボリ問題で市長に申し入れ 6 月 1日 市立児島小学校運動会 

 さらに全国漁業協同組合連合会も、7月中旬に 1

～2 日間の一斉休漁を実施する方針（後に 7/15

と決定）を固めています。 

燃料に使用するA重油の価格が2004年の 2倍

以上、ドバイ原油の価格が現在の 1バレル約 130

ドルが 1 バレル 150 ドルに高騰すると、漁業に

携わる 12 万余の企業・個人の約 3割が廃業に追

い込まれる。漁業生産高が約 4 割減少するとの

ショッキングな報道もありました。 

「漁業者の願いは、安心して漁に出られるこ

とであり、燃料費への直接補助」を強く求めま

した。 

日名経済局参与は、「本年 1月に原油価格高騰

関連特別相談窓口を設置し、各種相談に応じて

いる」と答え、原油高騰の原因には全く触れず

じまい。市長の言う「やる気のある生産者を応

援していくのが市の役割」というのはこの程度

のことなのか。 

 

地球温暖化の影響か？ 

ナルトビエイ対策を求める 

 

「網に大きなエイがかかり困る。何とかなら

ないだろうか」「タイラギも食べているようだ」、

漁師さん達の声です。 

元来、亜熱帯に住むナルトビエイが、岡山沿

岸にも 3～5年ほど前から現れ、漁業に少なから

ず被害を与えています。 

防除対策の先進地、山口県山陽小野田市の取

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 

7 月 15日全国一斉休漁
（下津井吹上漁協） 



6月 22日 平和の鐘（水島空襲の日）
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・4/1   「消費税廃止各界連絡会」宣伝・署名行動 

・4/3   市立柳田保育園入園式、倉敷看護専門学校入学式 

・4/4   倉敷市シルバー人材センター開所式 

児島地区交通安全大会 

・4/6   第 8 回下津井城山さくらフェスティバル 
・4/8  市立短期大学入学式 

・4/9  市立児島小学校入学式 

党市議団県政・市政報告会（児島会場） 

・4/10  市立児島中学校入学式、市議会保健福祉委員会 

・4/11 市立柳田幼稚園入学式 

・4/12 党児島後援会行事（深山公園でお花見） 

・4/13  後期高齢者医療制度中止・廃止を求める市民集会 

・4/14  党市議団倉敷地区視察・懇談（倉敷市シルバー人材

センター、市立倉敷南小学校） 

・4/15  党市議団県政・市政報告会（真備会場） 

・4/18  笠岡市議選支援で笠岡へ 

・4/19  党市議団県政・市政報告会（玉島会場） 

倉敷医療生協児島ブロック組合員集会 

・4/25  岡山県土地家屋調査士会倉敷支部総会 

・4/26  岡山県建築士会児島支部役員会 

・5/1   第 79 回倉敷地域メーデー、倉敷市こいのぼり掲揚式

・5/3   5.3 憲法記念日岡山県民の集い 

・5/7   市議会保健福祉委員会 

・5/10  岡山県建築士会児島支部総会 

・5/11  倉敷っ子フェスティバル（児島児童館） 

・5/13～15  市議会保健福祉委員会行政視察 

・5/19  市議会保健福祉委員会 

・5/20  児島自治会連合会総会 

・5/21  党岡山県地方議員会議 

・5/23  山口県山陽小野田市へ行政視察（ﾅﾙﾄﾋﾞｴｲ対策） 

・5/24  児島マリン社会福祉協議会総会 

市政報告会（児島唐琴公民館） 

・5/26  倉敷市有功者表彰式 

・5/29  倉敷市保健医療センター理事会 

・5/30  党市議団チボリ問題で市長に申し入れ 

・6/1   第 38 回児島地区婦人バレーボール大会 

市立児島小学校運動会 

・6/2   「乳幼児医療無料化を実現させる倉敷の会」の 

対市要請行動同席 

・6/6   6 月市議会前「みなさんの声をお聞きする会」 

・6/7   市立児島中学校体育会 

・6/12～30  6 月市議会 

・6/22  平和の鐘（水島空襲の日） 

・6/25  市政報告会（児島味野本村会館） 

・6/28  市政報告会（児島柳田町） 

この間の主な参加行事、活動です（４～６月）り組みを紹介し、ナルトビエイ対策の実施を求

めました。 

「山陽小野田市

では県、市、漁協

が協力し、『有害生

物漁業被害防止総

合対策事業』など

国の補助制度を活

用して駆除をおこ 

なっている。専任の職員も配置し、漁協女性部

の協力もえて、食材化に向けたユニークな取り

組みも進めている。岡山県でも実態調査を始め

たようだが、倉敷市としても県と協力し、対策

をおこなうことが必要である」と質問しました。

日名経済局参与は、「県は、生息数が増加する

恐れがあることから、駆除対策の検討、肥料へ

の有効活用についての研究を予定している。本

市でも、漁協等とも連携し、県の対応を見据え

ながら適切に対応したい」と答えました。 

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/

6 月 2 日 「乳幼児医療無料化を実
現させる倉敷の会」対市要請行動 

山陽小野田市視察 
（ナルトビエイ駆除） 

 

 

① チボリ公園事業は県が主体的に進められてき
た事業であり、これまでの経緯に鑑みると、
今後も、県の主体的な関与がなければ、市の
支援の検討はできない。(既に回答済み) 

② チボリ公園問題については、県の責任におい
て最後まで解決していただきたい。 

 
以上の 2点の考えを、7月 11 日に開催された市
議会会派代表者会議で伊東市長が表明、了承され
た。同日、河田副市長が県に出向き、島津副知事
に市の最終回答を示した。 


