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１．「地方創生」下の公共施設統廃合・再配置問題 

（１）倉敷市公共施設等総合管理計画（素案）から 
（ア）公共施設等総合管理計画と地方自治法第 244 条「公の施設」 
公共施設等総合管理計画の策定は、平成 26 年 4 月 22 日総務大臣通知により、地方自治

体に要請されました。その内容は端的に言えば、地方自治体は厳しい財政状況が続く、人

口も減少する。だから財政負担の軽減のために公共施設の統廃合なのだ。というものです。 
公共施設とは何でしょうか。地方自治法第 244 条に規定され、かみくだいて言うと、森

裕之立命館大学教授の言葉を借りれば、「教育、福祉、健康、文化、市民活動など、住民生

活にかかわる様々な営みを支える基礎的・社会的条件であり、それは、住民の生存権・生

活権という基本的人権を保障するもの」であります。そのために、地方自治体は公共施設

を設けなければならないとされています。 
私は、公共施設等総合管理計画の策定にあたっては、地方自治法第 244 条「公の施設」

の理念が生かされなければならないと考えます。しかし、「計画策定の目的」の中では、ま

さに人口減少に対応して、財政負担をいかに軽減していくのかに主眼が置かれていること

がうかがえます。住民の生存権・生活権という基本的人権を保障する「公の施設」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です、当局の考

えをお聞きしたい。 
 
（イ）公共施設の更新費用の試算結果をどう見る。 
「本市の約 37％の公共施設が維持できなくなります」と書かれてあります。「床面積を縮

減する方法」で取り組むとありますが、廃止ありきの考えで進めるべきではありません、

見解をお尋ねします。 
 
（ウ）個別施設計画策定に住民の意見・提案ができる体制整備を 
個別計画の推進は、全庁的対応の観点から副市長がトップの倉敷市公有財産処理委員会

に委ねるとのことですが、そこには住民の意見がどのように反映されるのかが見えてきま

せん。トップダウンによる全庁的なマネジメントを行うのであれば問題です。公共施設は

民主主義そのものに関わる問題であるからこそ、住民の意見集約は大切です。 
昨年 12 月議会で、「住民自身が参加し主体的にそれらの利用方途を検討する場をつくる

べきではないか」と提案しました。企画財政局長は「市民の皆様の御意見や御提案を踏ま

えることができるように検討してまいりたい」との答弁でありました。改めて求めます、

住民参加の検討会議をつくるべきではありませんか。 
 
（２）公共施設等総合管理計画と立地適正化計画 
立地適正化計画は、「選択と集中」の論理による都市のコンパクト化をすすめるために、

生活サービス機能と居住機能を誘導する区域を設定するものです。そして、拠点となる区
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域や居住を誘導する区域などに公共施設を集約・再編する手段として公共施設等総合管理

計が用意されているわけです。 
立地適正化計画と公共施設等総合管理計画は連携しながら、コンパクトシティとの整合

性の名のもとに居住誘導区域外にある公共施設等は廃止し区域内での統合・建て替えを進

め、区域外を「住みにくく」する方向性。都市機能誘導区域内に存在している公共施設に

ついては、そこに新たに民間の都市機能を誘致するための空間として活用するため、既存

の公共施設の統廃合を積極的に進める政策方針が見えます。連携を進めていく中で、これ

まで住み慣れた地域で住めなくなる、まち壊し、地域壊しにつながるのではありませんか。

当局の見解をお尋ねします。 
 
 
２．来るべき巨大地震に備える 

未曽有の大災害となった東日本大震災と福島原発事故からこの 3 月 11 日で丸 5 年を迎え

ます。いまだ避難されている方は約 17 万 4 千人いらっしゃいます。あらためて、犠牲とな

られた方々に哀悼の意を表するとともに、被災者のみなさんにお見舞いを申し上げます。 
さて、この大震災を教訓にして本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。私もこの間提案し、大規模盛土造成地における変動予測調査の問題、災害に応じた避

難場所の周知の問題、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の

問題などが追記されました。来年度には、災害種別ごとの避難所情報を記載した洪水・土

砂災害ハザードマップへの改訂が予算化されたことは評価いたします。 
今日は、過去にも取り上げましたが、あらためて提案し実施を求めます。 
 

（１）大規模盛り土造成地の滑動崩落対策 
平成 7 年の阪神大震災、平成 16 年の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を受け、平成 18 年 10 月 20 日、内閣府、国土交通省通知で、滑動崩

落のおそれがある宅地造成地に関する調査を推進することが求められました。私は、平成

26 年 12 月議会で本市の取り組み状況をお尋ねし、対応を求めました。「対応方法について

検討していく」という答弁でありました。この間、大規模盛り土造成地における変動予測

調査の実施が地域防災計画に位置付けられたこともあり、その後の進捗状況、取り組み状

況はどのようになっているのかお尋ねします。 
 

〇大規模盛り土造成地の変動予測調査には、補助率 1/3 の国の交付金制度「宅地耐震化

推進事業」が利用できるとお聞きしています。交付金の採択は求めていますか。 
 
（２）防災ハザードマップの一層の充実を 
防災ハザードマップの一層の充実のために、震度分布図、液状化危険度分布図の最新の
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知見にもとづく改訂を求めます。 
現在、倉敷市のみなさんに配られている震度分布図、液状化危険度分布図は、岡山県が

作成したものを援用して作られています。しかし、今日、より詳細なマップが求められて

いると思います。 
詳細なマップをつくるためには、地域の地形の違いに対応したメッシュを選ぶことが必

要です。内閣府「地震防災マップ作成技術資料」（平成 17 年 3 月）によると、「地形が入り

組んだ領域では、数十ｍ単位で地形が変化することから、メッシュの規模はそれに合わせ

て、できるだけ詳細に設定することが望ましい」とあります。本市は、高梁川の河口部で

地形が入り組んだ地域であり、まさにできるだけ詳細に設定することが求められる地域に

あるといえます。 
現在、岡山県作成の震度分布図、液状化危険度分布図は 250m メッシュの設定で作成さ

れています。私は、全国一律に整備されているデータの最小単位 50m メッシュで見直して

いくべきと考えます。岡山市では独自に 50m メッシュを採用し作成しています。 
また、現在の震度分布図作成にあたっては、固めの堆積層＝工学的基盤のゆれの予測結

果に柔らかい堆積層＝表層地盤の増幅度と組み合わせて、地表面での揺れの大きさを推定

する方法で行われています。しかし、阪神大震災を研究する中で、地表面の揺れの大きさ

は工学基盤だけでなく、深い岩盤の地震基盤の形状に大きく影響されることがわかりまし

た。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とい

う焦点効果です。その研究を続けてこられた方が岡山理科大学の地震学が専門の西村敬一

教授であり、その知見を生かすべきです。 
西村教授は国の依頼を受け、水島コンビナートを含む高梁川下流域の地震基盤の深さを

重力探査法という手法を用いて測定されました。その結果から、倉敷市内で地震波が集中

するところ、揺れの増幅が予想される地点を示されました。具体的には、連島の西、まさ

に新学校給食共同調理場建設予定地付近、水島コンビナート、玉島ハーバーアイランドな

どです 
平成 23 年 11 月議会で田辺議員への答弁で「一つの知見として参考にさせていただきた

い」と言われた。その後、検討はされたのでしょうか。50m メッシュの件とあわせてお答

えください。 
 

〇包括的な震度予測の見直し作業は本市だけで行うのは難しいかもしれません。であ

るならば、現在の震度分布図に、地震波の集中により震度が増幅する箇所を示した図

面を併記し、住民の方が判断できる資料として示すことは考えられませんか。岡山市

では採用しています。答弁願います。 
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（３）身近な防災対策の充実を 
（ア）防災教育への提案 
防災教育へ２点の提案をしたいと思います。 
①１点目は、巨大地震発生を知るすべを学ぶ、ということについてです。南海トラフ巨

大地震とその他の内陸型地震では、揺れの到達時間や揺れ方に違いがあり、より安全な避

難や身の備えをするには巨大地震の特徴を知っておくことが肝心です。緊急地震速報が出

てからの時間をカウントすることで、地震が海溝型か内陸型か、地震の規模はどのくらい

かを予測することができます。まず、地震の特徴を知るすべを繰り返し学び、避難に生か

すことが大切だと思いますが、どうお考えですか。 
 
②次に、災害用伝言ダイヤル（１７１）の活用についてです。 
大規模な災害発生時には通信機能がマヒし、電話がつながりにくくなります。学校への

問い合わせも殺到することが予想されます。その際、災害用伝言ダイヤル（１７１）は状

況を知る有効な手段と言われています。岡山市では誰でもできる練習日に学校の固定電話

番号を使って、登録内容を聞く練習を行っていると聞いています。 
練習日は、毎月 1 日と 15 日、正月三が日、8 月 30 日～9 月 5 日の防災週間、1 月 15 日

～21 日の防災とボランティア週間に設けられています。日を決めて練習に取り組んではど

うでしょうか。 
 
（イ）緊急告知 FM ラジオの普及、補助制度の創設を 
緊急告知 FM ラジオの有効性については、当局も「有効な情報伝達手段と考えている」

との認識を示しています。しかし、１台 8400 円の値段設定が高く普及が進まないのでは、

との議論もあり、当局も「価格の決定など課題もある」が、「普及促進に向け、取り組みの

検討を行う」との答弁もございました。 
改めて普及促進のための補助制度の創設を求めます。一般が 50％、高齢者、障がい者、

低所得者世帯などには 75％の補助を行うなどの他都市の例も紹介してきました。答弁を求

めます。 
 

（ウ）家具等の転倒防止対策 
近年発生した大きな地震によるけがの４割以上は、家具の転倒・落下が直接の原因であ

り、転倒した家具につまずいたり、割れた食器やガラスなどによるけがを含めると、負傷

原因の約８割が家具の転倒・落下によるものです。阪神大震災では、亡くなられた 6434 名

のうち約 600 名が家具の下敷きになって圧死されています。 
本市の地域防災計画では、「実施率を 100％にすることで、死傷者数は約 30％に軽減でき

る」とし、「家具等の転倒・落下防止対策を行うことが重要」と位置付けています。しかし、

実施状況は平成 24 年 9 月に県が実施した調査結果によると、約 15.4％の世帯の実施にとど
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まっています。 
家具転倒防止器具そのものは、値が張るものではありませんが、高齢者や障がい者の方

にとっては取付けが難しいのです。 
私は過去の議会で、他市の例も紹介し、家具等の転倒防止対策への支援を求めてきまし

た。地域防災計画の中でも対策強化を謳っているわけですから、そろそろ本気で取り組み

ませんか。まずは、高齢者世帯や障がい者世帯、低所得者世帯に対して、器具の購入補助

や器具の取付け支援など家具等の転倒防止対策の支援を求めたいと思います。 
 

〇高齢者などについては取り付けが難しいのだから、答えは一つ、取り付けへの支援

です。 
 
（エ）防災ベッド、耐震シェルターの普及の取り組み 
昨年 4 月から助成制度が始まりました。この施策は度々取り上げてきたものとして評価

しています。しかし、今年度は利用されていない、来年度の予算でも補助対象数が 1 件づ

つと低く見積もられています。 
昨年秋口だったでしょうか、児島の建設労働組合に伺った際、事務局の方から「倉敷市

では防災ベッド、耐震シェルターの助成制度はないのでしょうか」と問われました。建設

業関係の方に知られていないのです。補助対象数を減らすのではなく、普及拡大・促進を

求めます。 
 
 

３．18 歳選挙権と若者の政治参加について 

（１）主権者教育にあたっての市長及び教育長の見解を問う 
 18 歳選挙権と若者の政治参加についてお尋ねします。 
選挙権、参政権は、国民主権、議会制民主主義の根幹をなすものです。歴史を振り返れ

ば、自由と人権を獲得する闘いの中で、議会をつくり、制限選挙から男子普通選挙へ、そ

して戦後、婦人参政権、20 歳からの選挙権へと発展し、国民主権の日本国憲法を確立しま

した。日本共産党は、1922 年の党創立以来、18 歳以上の全ての男女に対する普通選挙権を

掲げ、綱領に位置づけ、その実現に力を尽くしてきました。 
そしてやっと、今年の参議院員選挙から 18 歳選挙権が実施され、新たに 240 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ります。さらに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るもので大いに歓迎するものです。 
また、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様々な問題を活用

し、多様な考えを提供しながら、生徒自らが考え、意見を持てるような場を作ることが大

切です。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

も大切です。 
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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、見解をお伺い

します。 
 
 

４．保育の充実を求めて 

（１）待機児童と育休退園問題 
この問題については、この間何度も取り上げてきました。昨年 12 月議会で、市長は「全

般的な子育て政策の中で少しでも前に進んでいくように、関係部局と一緒になってしっか

り検討していきたい」と言われましたので、少し期待しておりました。 
今議会では、待機児童問題、育休退園問題について、私どもだけでなく他会派も取り上

げ、議会の合意も生まれつつあるのではないかと感じています。 
市長は待機児童対策について、今議会、齋藤議員の代表質問に対して「平成 31 年までに

なるべく早期に待機児解消を図る」そのため「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」と前向きに答弁されました。 
また、育休退園問題については、松成議員の代表質問に対して矢島保健福祉局長が「対

応策を見出していきたいと考えている」さらに田儀議員の代表質問に対して市長は「育休

退園についても、全般的な対策を検討することが必要と考える」と答弁されました。 
伊東市長のこの両発言には大変注目しています。 
平成 27 年 4 月 1 日現在、待機児 180 人、未決定児 157 人、定員を超えて入所している

人数 210 人、育休退園児 211 人（H26 年度）です。 
端的にお尋ねします。この際、待機児童対策として保育所の新設に直ちに取り組むこと、

あわせて育休退園中止に向けて見直しをすることを求めるものです。市長どうですか。 
 
 

５．TPP と地方政治 

（１）TPP について包括的に対応する体制の整備について 
環太平洋連携協定 TPP について質問いたします。政府は本日、TPP 承認案と関連法案を

閣議決定して国会に提出しました。代表質問で田儀議員も指摘しましたが、TPP では農業

と食料だけでなく、暮らしと経済のあらゆる分野が対象となり、「非関税障壁」撤廃の名目

で、食の安全、医療、官公需・公共事業の発注、金融・保険、労働などで、国民の生活や

安全を守るルールと監視体制、中小企業を支援する制度などが崩されます。「国のかたち」

そのものを大きく変えてしまう内容を持っており、地方政治にも大きな影響が及ぶのは必

至です。 
それだけに本市においても相応の準備が必要となります。岡山県では早々に、庁内にお

ける情報収集体制を整備していると聞いています。私ども日本共産党は、TPP には断固反

対であり、批准阻止のため全力を尽くしますが、本市においては、TPP について情報収集、
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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思われます。当局の考えをお

聞きしたい。 


