
 

 
 

倉敷市議会２月定例会は、平成２３年度一般会

計当初予算案（約１，６７９億円）、条例案など８６議

案を議決しました。 

今議会においても、子ども医療費無料化がすす

むなど、みなさんの切実な願いが実現しました。 

 

○子ども医療費無料化、この４月から、

通院も小学校卒業まで無料に！ 

実施はすでに始まっており、小学校卒業まで通

院・入院に係る医療費が無料となりました。この問

題については、共産党市議団で幾度も実施を求め

ていました。 

○成人用肺炎球菌ワクチン接種助成へ 

７０才以上の高齢者に対して、肺炎球菌ワクチン

接種費用の一部を助成するもので、助成額は一人

代表質問に立つ末田正彦議員 

（２月２１日～３月１７日） 
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1 月 22～24 日 第 36 回自治体政策ｾﾐﾅｰ in 松本 

３，０００円です。接種費用助成について、私は２０１０

年２月、９月の両議会で実施を求めました。 

○保育制度改革に関する国への意見書

が全会一致で採択！ 

現在、国が検討している「子ども・子育て新シス

テム」は、国と自治体の保育責任を大きく後退させ

ます。この意見書は、財源を確保し、国と自治体の

責任で子育て支援の拡充を求めるものです。 
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1 月 6 日 新年ご挨拶（倉敷市役所前）

２月定例市議会で 

代表質問に立ちました 
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◇水島コンビナート企業の 

ばいじん濃度データ偽装事件◇ 

「倉敷公害訴訟」での和解の精神を踏みにじ

る非常識極まる悪質なもの 

末田正彦 「この事件は、ＪＸ日鉱日石エネルギー

㈱水島製油所Ａ工場のばい煙発生施設４９施設にお

いて、これまで３１年間、煙突の煙を目視しただけで、

大気汚染防止法で定める測定をしなかったにもかかわ

らず実施したように装い、基準値内であるとしたデータ

を岡山県や倉敷市に報告していたというもの。 

今回の偽装事件は、見過ごすことのできない極めて

悪質で、著しく社会規範を逸脱したものであり、見過ご

してきた市の責任も重大だ。徹底解明と実効性のある

再発防止対策の確立を求める」 

物部健二環境リサイクル局長は、「本市は、市民

の健康を保護するとともに、生活環境を保全するため

事業者を管理・監督する立場であり、その責務は大き

い。不適正な部分を発見できなかったことは、誠に申

し訳ない。今後は、今回の原因を究明するとともに、再

発防止に努める。同社から提出される詳細な改善計

画の内容について十分精査し、実効性のある再発防

止対策が実施されるよう指導する」と答えました。 

 

 
２月定例市議会、末田まさひこの代表質問から 

◇農業と地域経済に重大な影響、 

ＴＰＰ参加は大問題◇ 

末田 「菅 直人首相は１月２４日、通常国会の施政

方針演説でＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交渉に参

加するかどうか、６月を目途に判断する方針を示した。

ＴＰＰは、例外なき関税の撤廃が大原則。農林水産業

や地域経済に重大な打撃をもたらすものにとどまらず、

国民の暮らしを壊し、国の形を変えてしまいかねない

協定であり、日本共産党はＴＰＰ参加には断固反対で

ある。全国農協中央会をはじめ、全国町村会も断固反

対の決議を上げている。食糧危機が叫ばれる中、自国

の食料は自国で生産するという食料主権の確立は、世

界の大きな流れとなっている。 

  本市の第６次総合計画『商工業・農林水産業の持

続的発展を図り、産業力を強化する』とＴＰＰは両立し

えるのか。また、ＴＰＰ参加による関連産業や県内経済

への影響はどうなのか」 

藤井 明文化産業局長は、「農林水産業に深刻な

影響を及ぼすと懸念している。倉敷市の農業産出額

は、米などを中心に約３５億円、３０％の減少となる。食

料自給率、雇用、関連産業や地域経済へも大きな影

響が及ぶものと懸念している」と答えました。 

2 月 6 日 第 37 回児島学区子ども会文化祭 

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 月 13 日 NPO 朝日訴訟の会第 6 回総会

質問内容の一部を抜き出して編集 
2011 年 3 月 1 日登壇 

今議会では、日本共産党倉敷市議団を代表して本会議代表質問に立ちました。 

JX 日鉱日石エネルギー㈱水島製油所のばいじん濃度記録偽装問題の徹底究明と再発

防止を求める問題、地域経済の活性化を求める問題など質問しました。 



◇高齢者・障がい者の 

権利擁護活動の充実を求める◇ 

末田 「高齢者・障がい者が、住みなれた地域で安

心して暮らすには※成年後見制度など、権利擁護活

動の充実が必要。成年後見制度など権利擁護活動を

どのように進めていくのか。また、本市の『成年後見制

度利用支援事業』の利用条件緩和を求めるがどうか。 

現在政令市を中心に、権利擁護事業をより一層推

進していくため、成年後見支援センターの設置が進ん

でいるが、本市でも設置し、活動の推進を図るべきだ」

渡辺進一保健福祉局長は、「認知症や知的障がい

者など判断能力の不十分な方を保護し、支援すること

は市の責務と考える。本市では、出前講座の実施や市

のホームページへの掲載などにより、成年後見制度の

周知を図り、利用の促進に努めている。また、『成年後

見制度利用支援事業』の成年後見人等の報酬の助成

条件緩和については、今後、国、県、他市の状況を踏

まえながら検討したい」と答えました。 

 

※【成年後見制度】 

認知症、知的障がいなどによって判断能力の十分

でない人々が財産侵害を受けたり、人間としての尊厳

が損なわれたりすることがないように、一定の決められ

た人が本人の不十分な判断能力を補い、法律面や生

活面で支援・保護する制度。 

◇教室にエアコンの設置を！◇ 

子どもたちが健やかに学べる教育環境の

整備を求める 

末田 「昨年は大変な猛暑であったが、文部科学省

がつくった基準では、夏の教室の温度は３０度以下が

望ましく、学習に集中できるのは２５度から２８度とされて

いる。地球温暖化が言われる中、この先毎年猛暑とな

ってもおかしくない状況にある。子どもたちが健やかに

学べる教育環境を提供するためにも、教室へのエアコ

ンの計画的な設置を求める」 

淺野憲次教育次長は、「市内小･中学校の普通教

室すべてにエアコンを設置すると、概算で約３２億円の

費用が見込まれることから、扇風機を設置し、夏季対

策としている。 

現在、国においては、校舎などの耐震化を最優先

で取り組んでおり、本市では、耐震化事業に引き続い

て、要望の強い老朽改修を行う予定である。エアコン

の設置については、国、県へ補助に関する要望を行な

い、耐震化後の老朽改修の中で検討したい」と答えま

した。 
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2 月 25 日 党市議団・県議団 JX 日鉱日石現地調査 3 月 18 日 倉敷市立児島小学校卒業式 

狆のはなちゃん 

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 



 (4)

 

・1/4  児島商工会議所新年互礼会 

党倉敷地区委員会総会 

・1/6  倉敷市議会１月臨時会 

・1/8  倉敷民主商工会新年青旗開き 

・1/9  倉敷市消防出初式／倉敷市成人式 

・1/16 地元町内会新年会 

・1/19 定例生活相談日 

・1/20 倉敷市議会総務委員会 

・1/22～24 第 36 回自治体政策セミナーin 松本 

・1/26 党岡山県地方議員会議 

・2/2 定例生活相談日 

・2/6 第 37 回児島学区子ども会文化祭 

・2/7,8 倉敷市議会２月臨時会 

・2/8 党倉敷地区委員会総会 

・2/13 第 41 回倉敷市児島地区子ども会文化祭 

    NPO 朝日訴訟の会第 6回総会 

・2/15 南部水道企業団議会 

・2/16 ２月議会前懇談会（くらしき健康福祉プラザ） 

・2/19 第 9 回倉敷市地方自治研究集会プレ企画 

・2/20 第 9 回倉敷市地方自治研究集会 

・2/21 倉敷市議会２月定例会開会（3/17 まで） 

    JX日鉱日石ばいじん虚偽報告問題で市に申し入れ

・2/23 倉敷市議会本会議代表質問通告〆切り 

・2/25 ばいじん虚偽報告問題で JX 日鉱日石に申し入れ 

・3/1  末田正彦本会議代表質問登壇 

・3/5  県政・市政報告会（唐琴公民館） 

・3/6  児島学区子ども会歓送迎運動会 

・3/11 3.13 重税反対全国統一行動（児島会場） 

・3/13 地元町内会総会 

・3/15 倉敷市立児島中学校卒業式 

倉敷市議会総務委員会 

・3/16 ばいじん虚偽報告問題で JFE ｹﾐｶﾙ西日本製造所に

       申し入れ 

・3/17 倉敷市議会２月定例会閉会 

・3/18 倉敷市立児島小学校卒業式 

・3/21 党地区委員会総会 

・3/24 党琴東後援会、地域要求で倉敷市児島支所交渉 

・3/25 倉敷市立児島保育園卒園式 

・3/26 建築士会児島支部役員会 

・3/28 ばい煙問題で三菱自動車工業㈱水島製作所に 

申し入れ 

この間の主な参加行事、活動です（１～３月） 
末田正彦代表質問項目 

1.ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱水島製油所ばいじん濃

度記録偽装の徹底究明を求める 

2.民主党政権の悪政のもと、暮らし、社会保障をどう

守るか 

 ①「地域主権改革」で住民本位の施策は推進できる

のか、市長の認識を問う 

 ②深刻な雇用情勢をどう打開していくのか 

 ③社会保障制度の改悪を許さず拡充を求める 

 ④農業と地域経済に重大な打撃をもたらすＴＰＰ

参加問題について 

3.地域経済の活性化を求めて 

 ①農林水産業の再生 

  ○生産緑地制度の導入○地産地消条例の制定 

  ○漁場の保全対策 

 ②中小企業の振興 

  ○住宅リフォーム助成制度の創設 

  ○中小企業地域経済振興基本条例の制定 

4.「市長提案理由説明」から問う 

 ①地球温暖化対策実行計画について 

 ②倉敷市行財政改革プラン 2011 は撤回せよ 

 ③見通しのない倉敷駅周辺連続立体交差事業は見

直しを求める 

5.高齢者・障がい者の権利擁護活動の充実を求める 

6.核兵器廃絶・非核倉敷市宣言の制定を求める 

7.教育行政の充実を求める 

  ○少人数教育の実施○教職員の多忙化の解消 

○「子どもの貧困」の克服○教室へのｴｱｺﾝ設置 

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/

4 月 13 日、JR 児
島駅前に「児島産業
振興センター」がオ
ープンしました。地
場産業の振興を図 
るため、旧マウント
フット大学建物を 
改造整備したもの 
です。デザイナー 
ズ・インキュベーシ

ョンでは、経営面や営業面のみならず、精神的にも支えるこ
とのできる経験豊富なインキュベーションマネージャーを
配置し、入居するデザイナーやクリエイターを目指す方の創
業支援を行ないます。 
私は、平成 21 年 11 月議会質問でインキュベーションマネ

ージャーの配置を求めていました 


