
 

 

 

 

集中と疲弊危ぐの 

「高梁川流域都市圏構想」 

 

２月定例市議会は、２０１６年度一般会計予算案、条

例案など８３議案を可決しました。日本共産党市議団

は、１３議案に反対し、委員会で不採択とされた請願２

件について採択を求めました。 

２０１６年度の当初予算は、４月に市長選挙が予定さ

れているため、経常的な経費や、継続的事業に必要

な経費を中心にした骨格予算となっています。一般会

計当初予算額は１６６９億１４００万円余で、前年度と比

べて１４１億６５００万円余の減額、率にして７.８％減。新

規事業は、今後の議会で補正予算として検討されま

す。 

（２月１９日～３月１６日） 

お気軽にご連絡ください。TEL086-470-0662 

無料生活相談：毎月第１，第３水曜日(公務等で日程変更の場合あり) 9:30～12:00 日本共産党児島後援会事務所にて 
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「高梁川流域連携中枢都市圏構想」は、全国８地

域でスタートした「連携中枢都市圏構想」のひとつで、 

倉敷市は、「みらい創生戦略」の重要な柱としていま

す。倉敷駅周辺に高次の都市機能（施設）を集中させ

るため、周辺・近隣市町村の疲弊を進めるものと危ぐ

されています。財源４億円は倉敷市の税金なのに、市

域を超えて使われます。 

 (1) 

日本共産党倉敷市議会議員 末田 正彦 sueda@mx7.kct.ne.jp TEL086-470-0662 FAX086-470-0668 
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倉敷市西中新田 640 

TEL086-426-3767 

2/1 第 35 回市町村議会議員研修会（静岡市） 

一般質問に立つ末田正彦議員（3/８） 



 (2) 

□南海トラフ巨大地震に備える 

東日本大震災を教訓に、倉敷市においても地域防

災計画の見直しが進められています。大規模盛り土造

成地における変動予測調査、災害に応じた避難場所

の周知、防災上の配慮を要する方が利用する施設の

土砂災害に対する対応など、私の提案が地域防災計

画に追記されました。２０１６年度には、災害種別ごとの

避難所情報が記載された洪水・土砂災害ハザードマッ

プ（改訂）ができることになっています。 

今議会では、具体的な防災対策を求めました。 

 

(1)大規模盛り土造成地調査、 

着手に前向き 

阪神大震災、新潟県中越地震などで谷埋め造成地

の崩壊により住宅被害が発生したことから、２００６年１０

月、国から滑動崩落のおそれがある宅地造成地に関

する調査を進めるよう通知が出されました。東日本大

震災でも同様の被害が発生しています。盛り土造成地

などの調査・把握を行い、住民に判断材料を提供する

ことが大切です。しかし、倉敷市はこの調査に着手して

いません。一昨年１２月議会に引き続き、調査実施を

求めました。 

三宅研次建設局長は、「大規模盛り土造成地調査

の着手に向けて、検討してまいりたい」と前向きに答

弁、一歩前進です。 

 

 

 

２月定例市議会、末田正彦の一般質問から 

(2)震度分布図、液状化危険度分布図、

最新の知見を用いて見直せ 

震度分布図、液状化危険度分布図など、防災ハザ

ードマップの充実のために２点提案しました。 

①地形の変化をより細かくとらえるために、岡山市のよう

に５０ｍメッシュで作成する。（現在は２５０ｍメッシュ） 

②焦点効果（地震基盤の形状により、地表面の特定の

ところに地震波が集中し揺れが増幅する）を明らかにし

た岡山理科大学西村敬一教授の知見を生かす。岡山

市が採用しているように、震度分布図に、焦点効果で

震度が大きくなる箇所を示した図面を併記する。 

赤沢一生総務局参与は、「できるだけ小さいメッシュ

がいいことはわかっている。新しいハザードマップをつく

るときに、岡山市と同じような図面を併記することにつ

いては、今後検討していきたい」と答弁。 

 

防災対策その他の質問は、 

① 防災教育への提案 

・緊急地震速報から地震の種別（海溝型ｏｒ内陸

型）、規模を知る学習・訓練 

・災害用伝言ダイヤル（１７１）の学校での活用 

② 緊急告知ＦＭラジオ購入に補助を 

③ 家具等の転倒防止対策（器具購入、取付け）に支

援を 

④ 防災ベッド、耐震シェルターの普及促進を 

末田まさひこフェイスブック https://www.facebook.com/masahikosueda 

2/6 県政・市政報告会（稗田町第一ふれあい集会所） 

質問内容の一部を抜き出して編集 

2016 年 3月 8日登壇 

2/17 岡山県備中県民局に対する 2016 年度予算要望 



□「保育所の新設が必要」 

待機児童対策で、伊東市長が明言 

伊東香織市長は、今議会、待機児童対策につい

て、平成３１年までになるべく早期に待機児解消を図る

として、「抜本的な対策として、保育所の創設、新設が

必要と考えている」と初めて保育所の新設を口にしまし

た。育休退園問題についても、「全般的な対策を検討

することが必要と考える」と答弁。あらためて、認可保

育所の新設に直ちに取り組むこと、あわせて育休退園

の見直しを始めることを求めました。 

 

 

 

 

 

□１８歳選挙権と若者の政治参加 

「参議院選挙から１８歳選挙権が実施され、新たに２

４０万人の若者が有権者となり、選挙権を行使できるよ

うになる。幅広い民意が議会に反映されることは、議会

制民主主義の発展につながり歓迎されるもの。 

学校における主権者教育においては、現実社会で

起こっているさまざまな問題を活用し、多様な考えを提

供しながら、生徒みずからが考え、意見を持てるような

場をつくることが大切。さらに、彼らに対しては同じ有権

者として、敬意を持って接し、導くことが何より大切」 

１８歳選挙権と若者の政治参加について、市長及び

教育長の基本的な姿勢を質しました。 

伊東香織市長は、「若い世代の意見が、国また地方

自治体の政治により反映されることになり、豊かでよりよ

い社会を形成していく上で、大変意義深い」と答弁。 

井上正義教育長は、「有権者として、互いの立場を

尊重し合いながら、自らの判断のもと、主体的に行動

する高い資質を持った主権者を育成したい」と答弁。 

 

□公共施設は民主主義そのもの、 

施設の統廃合を勝手に進めてはダメ 

「住民の生存権、生活権という基本的人権を保障す

る公共施設の理念を論じることなしに、廃止について

財政削減を主な理由で進めるのは問題。個別施設の

計画策定にあたっては、住民の意見、提案ができる体

制が必要」 と住民参加の体制整備を求めました。 

竹内道宏企画財政局長は、「市民の意見、提案等

を踏まえながら、市民と問題意識を共有した上で進め

たい。そうした手法（住民参加の体制）も含めて検討し

たい」と答弁。 

 

□ＴＰＰはあらゆる分野に悪影響 

「ＴＰＰ断固反対、批准阻止の立場だが、市におい

ては、情報収集、調査研究など包括的に対応するた

めの体制の整備が必要」と体制整備を求めました。 

 (3) 

3/11 3.13 重税反対全国統一行動（児島会場） 

3/18 倉敷市立児島小学校卒業式 

はなちゃん、ご機嫌！ 

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 

（※）倉敷市の待機児童は６６人、特定の保育所を希

望するなどで保育所に入れない子どもが１８２人、保

育所定員を超えて入所している子どもが５３３人（２０

１５年１０月現在）。下の子が生まれ、親が育児休業

に入ると上の子どもが保育園をやめなければならな

い育休退園が２１１人（２０１４年度）。 



 

船穂学校調理場の存続、 

玉島３小学校の自校方式を 

12000 食の巨大給食共同調理場建設計画は、

市の 21 世紀学校給食検討委員会の答申や、「小学

 (4) 

 

末田まさひこフェイスブック https://www.facebook.com/masahikosueda 

校は自校方式推進」の従来方針に反します。地元

の声を聞くという手続も無視し、強引にトップダ

ウン方式で進めるものです。日本共産党市議団は、

「従来の方針に立ち返り、船穂調理場の存続、玉

島地区 3 小学校の自校方式を」と強く求めました。 

財産取得

学校給食調理場の整備方針は「直営・自校方式とする」

という21世紀学校給食検討委員会から出された答申の

理念に真っ向から背く、12000食提供可能な新学校給食

共同調理場の建設用地の取得

× ○ 可決

2016年度倉敷市後期高齢者医療事業特別会計予算 高齢者医療保険料平均3892円の値上げには反対。 × ○ 可決

倉敷市保育所条例及び倉敷市立認定こども園条例の

一部を改正する条例の制定

保育短時間利用である方が正規の保育時間を超えた場

合、日額350円の超過保育料を徴収することに反対。保

育利用時間に区分を設けることが問題であり、是正こそ

求められる。

× ○ 可決

２０１６年度包括外部監査契約の締結

監査は大切な業務。２０１５年度報告書「倉敷市の人件

費について」を見る限り、非正規率40％を当然視するか

のような報告に違和感。

× ○ 可決

請願：「倉敷市自然エネルギー基本条例」制定

市民参加で、自然エネルギーによる持続可能なまちづく

りの基本条例の制定。

○ × 不採択

請願：TPP協定の国会批准をしないことを求める意見

書の提出

TPPは、「非関税障壁」撤廃の名目で、「国のかたち」を

大きく変えてしまうもの。国会決議の違反のTPP協定の

国会での批准を行わないことを求める。

○ × 不採択

請願・発議：ヘイトスピーチの根絶に向けた対策を早急

に講ずることを求める意見書の提出

国において、表現の自由に十分配慮しつつも、ヘイトス

ピーチが一日も早く根絶されるよう取り組みを充実強化

し、実効性のある対策を早急に講ずるよう求める。

○ ○ 採択

請願・発議：介護人材確保対策の強化等を求める意見

書の提出

①国として介護従事者の確保と処遇改善のための施策

の強化、②職員が質の高いケアが行えるよう事務の軽

減など対策の強化を求める。

○ ○ 採択

請願：介護報酬の緊急再改定等を求める意見書の提

出

介護事業の維持・存続と、確保が困難となっている介護

労働者の処遇改善を可能にするには介護報酬の大幅

引き上げが必要不可欠。２０１５年４月に引き下げられ

た介護報酬を改定前に戻すことを求める。

○

〇

（趣旨

に）

趣旨

採択

可決

委員会提出：単県医療費公費負担制度に係る補助率

の見直しを求める意見書の提出

小児医療費、心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療

費などの公費負担について、倉敷市に対する岡山県の

補助率を他市町村と同じ2分の１に戻すことを求める

○ ○

2015年度倉敷市水道事業会計補正予算、倉敷市議会

の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改

正、特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条

例の改正、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条

件に関する条例の改正、倉敷市水道事業管理者の給

与等に関する条例の改正

2016年度倉敷市児島モーターボート競争事業会計予

算、モーターボート競争施行に関する事務の受託に関

する協議

日本共産党市議団の態度と理由 他会派

×

①「共通番号制（マイナンバー）」に係る「個人番号カード

交付事業費」計１億３６０万円、②強引な滞納整理が行

われている岡山県滞納整理推進機構への負担金６０万

円、③企業利益に奉仕するPFIごみ処理業務委託料２２

億１４３０万円、④大企業のみを優遇する「企業立地促

進奨励金」２億２４３０万円、⑤費用対効果の小さい「倉

敷駅付近連続立体交差事業費」２３００万円、⑥テスト

体制強化の「児童生徒学力調査事業」６５０万円。

○

倉敷市の一般職員の給与改定にあわせて、議員、市長

など常勤の特別職、教育長、水道事業管理者などの期

末手当の支給割合を引き上げるもの。相当額の報酬、

給与の支弁を受けている以上、引き上げる必要はない。

× ○

注）他会派：くらしき希望の会、未来クラブ、公明党倉敷市議団、新政クラブ、民主党（無所属）、無所属

結果

×

ギャンブルの利益を自治体の財政に充てることには基

本的に不同意。

○ 可決

2016年度倉敷市一般会計予算 可決

可決

議案


