
 

 
倉敷市議会 2 月定例会は 2月 19 日開会し、平

成 22 年度当初予算案（約 1,633 億円）、条例案

など 85 議案を議決し、3 月 17 日に閉会しまし

た。 

今議会では、市民のみなさんと力を合わせて、

多くのことが実現できました。 

①県立特別支援学校の倉敷市真備町への新設

決定、②介護者のいない寝たきり高齢者にも紙

おむつ代等の助成の実施、③高齢者給食サービ

スの土・日・祝日実施の追加、④ホームレス対

策一時宿泊事業の継続、⑤水島職業相談室の継

続、⑥国民健康保険料の保険料率の据え置き、

などです。 

しかし、問題点も明らかになっています。チ

ボリ跡地開発に 16 億円の新たな税金投入が持

ち出されました。わが党は「公園の整備は開発

業者のイトーヨーカ堂がするべきであり、新た
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1 月 25 日 党市議団市内視察（味野小学校） 

な税金投入は市民の理解が得られない」と反対。

また、後期高齢者医療保険料の値上げ（一人

あたり平均で年 2,392 円の値上げ）については、

他会派賛成の中、「75 歳 

という年齢で差別をする 

後期高齢者医療制度はす 

みやかに廃止すべき」と 

わが党だけが反対しまし 

た。 
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姥捨て山行きはゴメンだね！ 
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児島市民病院は、地域に根ざした中核

病院として発展・充実を！ 

策定中の倉敷市立児島市民病院改革プラン

（素案）の中から、 

①改革プランの策定にあたって、改革の目指

すべき方向性について、②産科医師招へいの見

込みと院内助産所の開設について、③看護師の

正規職員としての増員を求め、質問しました。 

伊東香織市長は、「幅広い診療を行う地域の中

核病院としての機能を維持するとともに、不採

算部門なども行う公的な役割を担い、さらには

医師のキャリア、能力を生かした先進・専門医

療に新たに取り組む」と答弁しました。 

また、「産科医師招へいは、非常に厳しい。院

内助産所については、助産師の能力、キャリア

が発揮できる方法の一つとして、プランの中で

検討していただく」と述べ、看護師の正規職員

による増員については、明言を避けました。 

 

※倉敷市立児島市民病院改革プランは 3 月 31

日、市長に対して答申されました。 

 

公立学校における労働安全衛生管理

体制の整備を求める 

文部科学省は、昨年 12 月 25 日、2008 年度の

全国の公立学校教職員の病気休職者の実態を公

 

 
2 月定例市議会、末田まさひこの一般質問から 

表しました。2008 年度に病気のために休職した

教職員は 8,578 人と前年度より 509 人増え、過

去最高を更新し、このうち、うつ病など精神疾

患は 5,400 人、前年度比 405 人増とこちらも過

去最高になり、増加の要因が精神疾患増にある

ことも判明しました。 

この病気休職の背景にあるのは恒常的な長時

間過密労働にあるとの指摘がされています。今

まさに、子どもたちに豊かな教育を保障するう

えでも、学校教職員の長時間労働が蔓延してい

る事態をかえ、30 人以下学級の実現などにより

教職員定数増などの教育条件の改善が求められ

ています。 

そこで、倉敷市立のすべての学校等に衛生委

員会を設置するなど、労働安全衛生管理体制の

整備・充実を求めました。 

吉田雄平教育長は、「すべての学校に衛生委員

会を設置することについては、他市の動向を見

ながら検討したい」と答えるにとどまりました。

 

学校給食調理場の整備は、 

単独校直営方式で！ 

2 月 18 日に倉敷北学校給食共同調理場で発生

した異物混入事件を受けて、今後の給食調理場

の整備方針について質問しました。 

倉敷市 21 世紀学校給食検討委員会答申では、

質問内容の一部を抜き出して、編集してあります。
2010 年 3 月 8 日登壇 

2 月 20 日 児島雛めぐりｵｰﾌﾟﾆﾝｸ（゙野崎家別邸迨暇堂）
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3 月 6 日 党琴東後援会、故西原秀一墓前祭 



「地場産物の利用を促進し、食物アレルギーを

含めた食事療法の必要な児童・生徒に、よりき

め細かい配慮が可能であり、また学校独自の行

事にも対応でき、子ども達の生きる力を培うな

ど、多様な可能性を持っている単独校直営方式

を出来るだけ強力に推進していくことが望まれ

る」とあり、答申の尊重を求めました。 

吉田教育長は、「現段階において、この答申を

基本に学校給食を実施していく」と答えました。

 

扶養控除廃止の「税制改革」と 

子ども手当、高校授業料無償化 

子育て世代への増税抱き合わせでは、子育

て支援とは呼べない 

民主党政権は、2010 年度税制改正大綱の中で、

子ども手当、高校授業料無償化の財源として、

所得税・住民税の 16 歳未満の扶養控除の廃止と

特定扶養控除の高校生部分の縮小を盛り込みま

した。子育て世代に所得税・住民税の増税が押

しつけられます。 

税金の集め方は応能負担原則と、最低限度の

生活を保障するために生活費には税金をかけな

い生計費非課税が基本です。子ども手当、高校

授業料無償化の財源として、扶養控除の廃止・

縮小は認めることはできません。 

財政のあり方については、二宮厚美神戸大大

学院教授が 2 月 24 日、衆議院予算委員会中央公

聴会での意見陳述で、「格差社会が生み出した過
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3 月 12 日 3.13 重税反対全国統一行動（児島会場） 3 月 19 日 倉敷市立児島小学校卒業式 

剰資金があるので、これに対して適切に課税を

する。そこから上がった財源をもって福祉の実

現、社会保障の改善、医療とか、待機児童を解

消し現行保育制度を拡充していく。そういう方

向に向かうことが重要」と指摘されました。 

そこで、財政における所得の再分配機能に対

する基本的な認識と新制度の財源を所得税・住

民税の扶養控除廃止・縮小に求めることへの認

識を質しました。 

「所得再配分の考え方は、国全体での財政政

策に基づいて行われているということが基本に

なっている」「国がどのように新制度やその財源

を具体化していくか、その動向を注視したい」

などかみ合わない答弁に終わりました。 

 

「倉敷市寝たきり高齢者等介護用品

扶助費支給要綱」改正なる 

ひとり暮らしの寝たきり高齢者にも紙お

むつ代の助成が決定！ 

「そもそも、寝たきり高齢者などの福祉の充

実を願って制度がつくられたという原点に立ち

返るならば、介護者のいないひとり暮らしの高

齢者の方にも適用できるよう要綱の改正を行う

べき」と質問しました。 

伊東市長は、「多くの要望があることも承知

しており、ひとり暮らしの高齢者の方に対して

も適用が出来るように、すみやかに要綱を改正

したい」と答えました。 

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 
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・1/4  児島商工会議所新年互礼会 

・1/5  党倉敷地区委員会総会 

・1/7  倉敷市議会 1月臨時会 

・1/14 倉敷市議会活性化協議会 

・1/15 倉敷市議会 IT 委員会／国民救援会倉敷支部総会 

・1/17 地元町内会新年会 

・1/19 第 2 回児島市民病院経営健全化検討委員会傍聴 

・1/20 定例生活相談日／倉敷市議会児島会 

・1/21,22 倉敷市議会総務委員会行政視察 

・1/23 県政・市政報告会（児島会場） 

・1/25 党市議団市内視察（琴西保育園、味野小学校） 

・1/27 鷲羽山展望台周辺整備計画協議会 

       大阪弁護士会主催「貧困問題連続市民講座」 

・1/31 第 36 回児島学区子ども会文化祭 

・2/3  定例生活相談日 

・2/4  第 3 回児島市民病院経営健全化検討委員会傍聴 

・2/6  党倉敷・早島後援会新春の集い 

・2/7  第 40 回児島地区子ども会文化祭／岡山県党会議 

・2/8,9 党市議団行政視察（長野市、東京都千代田区） 

・2/11 倉敷医療生協平和フェスタ 

・2/12 南部水道企業団議会 

・2/14 倉敷地区党会議 

・2/16 党市議団 2月議会前懇談会（倉敷労館） 

・2/17 全日本年金者組合倉敷支部市長要望 

・2/18 倉敷市議会行財政特別委員会 

・2/19 倉敷市議会 2月定例会開会（3/17 まで） 

・2/20 第 7 回いい日いい味「児島雛めぐり」ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ 

・2/22 倉敷市議会活性化協議会 

・2/23 党倉敷地区委員会総会 

・2/24 倉敷医療生協児島支部新春の集い 

・3/2  倉敷市議会本会議一般質問通告 

・3/6  党琴東後援会の集い「春待忌」 

・3/8  末田正彦市議本会議一般質問登壇 

・3/9  党倉敷地区委員会総会 

・3/12 3.13 重税反対全国統一行動（児島及び倉敷会場）

・3/14 地元町内会総会／新日本婦人の会児島支部総会 

・3/15 倉敷市議会総務委員会 

・3/16 倉敷市立児島中学校卒業式 

・3/17 倉敷市議会 2月定例会閉会/倉敷市議会 IT 委員会

・3/18 倉敷市立柳田幼稚園卒業式 

・3/19 倉敷市立児島小学校卒業式 

・3/20 党演説会（岡山武道館、弁士志位和夫他） 

・3/23 第 5 回児島市民病院経営健全化検討委員会傍聴 

・3/24 鷲羽山展望台周辺整備計画協議会 

・3/25 倉敷市立柳田保育園卒園式 

・3/29 党倉敷地区委員会総会 

この間の主な参加行事、活動です（１～３月）子どもの医療費無料化の 

年齢拡大を求める 

伊東市長、「通院分について、今後の拡大に

向けて現在検討を行っている」と前向き答弁

「子どもを育てる親にとって、一番の心配は子

どもの病気。お金の心配なしに安心して病院にか

かれるよう、子どもの医療費を無料にすることは

切なる願いです。先日、岡山県が入院のみ小学 6

年生まで無料に、岡山市がこの 6月から入院のみ

中学 3 年生まで無料化を拡大すると発表しまし

た。通院分は小学 6 年生まで、入院分は中学 3 年

生までへの無料化の拡大の実施をもとめます。積

極的な対応をお願いしたい」 

伊東市長は、通院分の無料化の年齢拡大につい

て、「今後の拡大に向けて、現在、検討を行って

いる」と前向きに答えました。 

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/

カーブミラーがつきました！ 

 

              児島小川3丁目の市

道にカーブミラーが

つきました。 

              塀が新築されて、見

通しがきかなくなっ

ていました。 

              児島支所建設課のす

ばやい対応に感謝で

す！ 

お詫びと訂正 ： 倉敷市政ニュース No.154（日本共産党倉敷市議

会議員団発行）2 面の「企業利益に奉仕する PFI ごみ処理業務委

託料 2,500 万円」とあるのは、20 億 2,500 万円の誤りです。訂正

の上、お詫び申し上げます 

その他の質問項目は 

・ 倉敷市立高校の施設整備を求める 

・ 介護について－①利用料一割負担の「応益負

担」の見直しを国に求めよ、②通院等乗降介

助の運用改善を求める 

・ 後期高齢者医療制度の廃止を強く求める 


