
 

 

伊東市長は、ＪＲ山陽本線倉敷駅付近連続立体交

差事業（鉄道高架）を強引に進めようとしてきました。 

しかし、事業主体である岡山県が１月１５日に、鉄道

高架の事業評価に向けた費用対効果の算定結果を
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発表。費用対効果が０．８５と 1 を割り込み、事業効果

の低いことが明らかになりました。 

それにもかかわらず、伊東市長は、「この算定数値

は我々の感じる実態とかけ離れている」などと、主観

的で根拠のないことを言い、さらに、「道路交通以外の

便益も考慮すべき」と、国のマニュアルに基づかない

独自の算定を求めるなど、事業の推進に固執してい

ます。私は、事業の中止を強く求めました。 
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1 月 29 日 党市議団街頭宣伝（倉敷市本庁舎前） 

岡山県議会での論戦では… 

「今回の算定結果は妥当なもの、 
再計算は考えていない」 

（岡山県知事） 

市議選（１月）後の 初の２月定例市議会で、２月２８日代表質問に立ちました。

岡山県が事業効果は低い（費用対効果が０．８５と１を割り込む）と発表したにも

かかわらず、伊東市長は倉敷駅連続立体交差事業（鉄道高架）の推進に固執していま

す。この問題を取り上げました。 

倉敷駅連続立体交差事業より 
教育・いのち・暮らし優先を 

１千億円のムダ遣い、費用対効果は 0.85 
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◇正規の教員を増やして、 

少人数学級の推進を 

 

学校教育充実のためには、正規の教員を増やし、

教員がしっかり子どもに向き合って教えることの

できる環境づくりが大切です。しかし、安倍政権

は、教育再生を掲げはしましたが、文部科学省が、

2013 年度から 5年間で小・中学校全学年の 35 人学

級を目指すとしていた教職員定数改善計画を見送

り、少人数教育に背を向けました。学校教育充実

ための倉敷市の取り組みについて質問しました。 

 

質問① 市内の小学校、中学校教員の正規、非正規

の実態は。 

答弁① （吉田雄平教育長） 今年度、倉敷市の

教員の全体数に占める正規教員と非正規教員の

割合は、小学校で、正規 94.3％、非正規 5.7％、

中学校で、正規 90.6％、非正規 9.4％。 

質問② 非常勤講師、学習支援員の配置で学力向

上を目指すとしているが、抜本的な対策は、県に対し、

正規教員の増員で少人数学級の実現を求め、実施す

ることだと考えるが、どうか。 

答弁② 教員は、県教育委員会の基準に基づい

て配置されている。倉敷市では、市単独で非常

勤講師や学習支援員を配置し、きめ細かな指導

を行い、学力向上に努めているが、少人数学級

 

 
２月定例市議会、末田まさひこの代表質問から 

を推進していくことが学校教育の充実につながる

と考える。正規教員の増員や少人数学級の実現

を県教育委員会や国に引き続き、要望していく。 

 

◇児島市民病院の建て替えは、 

市民の声をしっかり聞いて 

 

児島市民病院建設構想の検討が行われ、建て替

えに向けて前進しています。児島地域の医療を担

う中核病院として、市民の声がしっかり生かされ

た病院になることを願い、以下３点質問しました。

 

質問① 建て替え構想策定について 

答弁① （伊東香織市長） 児島地域の中核病

院としての役割を念頭に、今後の目指すべき医

療を検討している。緊急医療の体制強化、地域

内外の病院との連携強化、一般急性期病院とし

ての機能強化、がん患者の緩和ケア、リハビリテ

ーションなど、高齢化社会に対応した必要な医療

を提供できるようにと考えている。 

質問② 地震、津波などに対する防災対策は。また、

構想策定にあたって、市民の声を反映させる体制は。 

答弁② 防災計画については、今後、被害想定

や市町村ごとの細かな想定や津波の予測等の発

表がある予定となっている。県の発表を踏まえ構

想に反映させていきたい。検討を進めるにあたり、

3 月 13 日 重税反対全国統一行動で児島税務署へ 
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2 月 28 日 倉敷市議会 2 月定例会代表質問登壇 

質問内容の一部を抜き出して編集 
2013 年 2 月 28 日登壇 



児島市民病院改革プラン評価委員会など外部

有識者、市議会、市民の方々の意見を聞きなが

ら建設構想の検討を進めていきたい。 

質問③ 住民は建て替えを待たず、一日も早い産科

の再開を求めている。取り組みについての決意は。 

答弁③ 産科の再開については、平成 25 年 4 月

より常勤産婦人科医師 1 名を岡大医局から派遣

してくれることになり、今後、常勤の複数の産婦人

科医師及び麻酔科医師の招聘に向け、分娩の再

開に向けて、引き続き努力していきたい。 

 

◇災害に強い街づくりに向けて 

地域防災計画の見直しはどうなる 

 

岡山県は 2月 15 日、南海トラフでマグニチュー

ド 9 クラスの巨大地震が発生した場合の各地の震

度階級分布図、液状化危険度分布図を作成し発表

しました。倉敷市は 大震度 6 強、広い範囲で震

度 6弱となり、液状化危険度が極めて高い地域は、

水島コンビナート地帯を含め広範囲にわたってい

ます。当局の見解を質しました。 

 

質問① 分布図作成にあたっては、地震基盤の深さと

凹凸を考慮した知見に基づいたものなのか。 

答弁① （橋本篤男総務局長） 分布図の作成

過程については、国が用いたデータに県が独自

に収集したボーリングデータによる地質データなど

を追加し、科学的知見に基づき作成されたものと

聞いている。地震基盤の深さと凹凸を考慮した知

見に基づくかどうかなどの詳細については、公表さ

れていない。 

質問② 今後の津波ハザードマップ作成に当たって

は、地震による海岸保全施設の倒壊、津波が遡上する

河川堤防の倒壊、その対策等も考慮に入れることが大

切であり、必要であると考えるがどうか。 

答弁② 県では、引き続き津波浸水予測図を発

表する予定となっているが、この図は、国土交通

省が示した津波浸水想定の手引に従い、その浸

水域を示すとともに、耐震性の低い堤防、水門、

樋門などの設備は機能を失うなどの条件を加味

するとされている。 

今後、こうした津波浸水予測図等のデータをも

とに、震度分布図、液状化危険度分布図も含め

た津波ハザードマップの作成を行い、市民に配布

したいと考えている。 

倉敷市の地域防災計画については、国で現

在、南海トラフ巨大地震の被害想定の全体像を

まとめているところであり、これを受けた国、県で

の防災計画の見直しを踏まえ、地域防災計画を

改定したい。 
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3 月 19 日 倉敷市立児島小学校卒業証書授与式 3 月 30 日 「いじめ」をともに考える集い（労働福祉事業会館）

狆のはなちゃん 
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・1/4  日本共産党倉敷地区委員会総会 

       児島商工会議所新年互礼会 

・1/6  倉敷民主商工会青旗開き 

・1/8  倉敷市議会１月臨時会  

・1/12 末田正彦演説会（児島市民交流センター） 

・1/13 倉敷市消防出初式（倉敷市民会館） 

    倉敷市成人式（マスカットスタジアム） 

・1/20～26 倉敷市議会議員選挙 

・1/27 倉敷市議会議員選挙投開票日 

・1/29 党市議団街頭宣伝（倉敷市本庁舎前） 

倉敷市議会議員選挙当選証書授与式 

・2/3 第 43 回倉敷市児島子ども会文化祭 

（児島文化センター）

・2/5～6 倉敷市議会 2月臨時会 

・2/8 倉敷市議会会派代表者会議 

・2/12 日本共産党倉敷地区委員会総会 

・2/13 倉敷市議会議会運営委員会 

・2/14 日本共産党岡山県地方議員会議 

・2/15 党市議員団２月議会前懇談会（倉敷労働会館） 

・2/16 倉敷の子育てと教育を考える会 

・2/17 第 35 回倉敷市青少年健全育成大会(ﾗｲﾌﾊﾟｰｸ倉敷）

・2/20 倉敷市議会２月定例会開会（3/18 迄） 

・2/25 児島環境衛生改善組合総会（児島ｼﾞｰﾝｽﾞﾎｰﾙ） 

・2/27 倉敷市議会代表質問１日目 

・2/28 倉敷市議会代表質問２日目、末田正彦登壇 

・3/6～11 倉敷市議会一般質問 

・3/11 3.11 東日本大震災追悼 

「食と音と光のページェント」（児島市民交流ｾﾝﾀｰ）

・3/12 倉敷市議会文教委員会 

・3/13 3.13 重税反対全国統一行動児島集会 

・3/14 倉敷市立柳田幼稚園卒業証書授与式 

・3/15 倉敷市立児島中学校卒業証書授与式 

・3/18 倉敷市議会２月定例会閉会 

・3/19 倉敷市立児島小学校卒業証書授与式 

 日本共産党倉敷地区委員会総会 

・3/21 倉敷市少年自然の家運営協議会 

・3/23 党市議団市政報告会（児島マリンプール会議室）

・3/24 地元町内会総会 

    党市議団市政報告会（茶屋町公民館） 

・3/25 倉敷市柳田保育園卒園証書授与式 

・3/28 建築士会児島支部役員会  

・3/30 「いじめ」をともに考える集い（岡山旧労金ﾋﾞﾙ）

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．国政問題での市長の認識を問う 

 ①安倍新政権「３本の矢」は既に破綻済み 

 ②憲法９条－改憲を許さず 

 ③「即時原発ゼロ」を目指して 

 ④ＴＰＰ参加交渉に「反対」の声を 

２．倉敷市の懸案事項について市長の認識を問う

①ＪＲ倉敷駅付近連続立体交差事業は中止を 

②コンビナート企業に対する市の対応について 

３．いのちと暮らしを守るために 

 ①生活保護制度について 

 ②介護保険について－特養ホームの待機者対策は 

 ③子ども医療費を中学校３年生まで無料に 

 ④保育園行政について 

・「子ども子育て支援新制度」について 

・待機児・未決定児の現状とその対策は 

⑤がん対策推進条例の制定を 

⑥児島市民病院について 

４．どの子にもゆきとどいた教育を 

 ①「いじめ」のない学校を 

 ②「体罰」問題について 

 ③正規教員の増員で少人数学級の推進を 

 ④競争をあおる「一斉学力テスト」には不参加を 

５．災害に強いまちづくりにむけて 

 ①地域防災計画の見直しには 新の知見を 

 ②岡山県石油コンビナート等防災計画見直しは 

 ③建物耐震改修補助制度の拡充を 

６．地域経済の活性化にむけて 

 ①地域経済振興基本条例、公契約条例の制定、住

宅リフォーム助成制度の実施を 

 ②市街化農地の固定資産税の軽減を 

 ③「金融円滑化法」打ち切りの影響と対策は 

７．環境対策、地球温暖化防止対策について 

 ①「クールくらしきアクションプラン」について 

 ②地球温暖化防止条例の制定を 

 ③PM2.5 問題について 

８．平和行政について 

 ①戦争遺跡の保存、活用について 
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