
 

 
 

９月定例市議会は、２０１２年度一般会計補正予算

案、条例案など２３議案を議決しました。 

一般会計では、６８億６，５１３万円の増額となり、累

計では、１，７０１億２，０３７万円（前年度同期比９６．

４％）となっています。全体では、特別会計の補正等を

含め、総額３，３６６億８，４６４万円（前年度同期比１０

０．１％）の予算規模となりました。 

今回の予算は、民間保育園を新たに 2 園設置する

ための費用助成２億３，５００万円、小中学校校舎の耐

震化事業に１３億６，２４０万円、ポリオ不活化ワクチン

無料接種の費用１億９，０７０万円、海抜表示板設置費

用を含む防災・減災対策事業に５，４６０万円などが計

上されています。 

市議会は最終日、文教委員会で不採択とされた、

少人数学級の推進や、義務教育の国庫負担を元の２
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分の１に戻すことを求める請願を賛成多数で逆転、採

択にしました。 

日本共産党市議団は、委員会での審議内容の説

明を求め、討論で「文教委員会の不採択は信じがた

い。子どもは宝、採択すべき」と主張し、採択が２３人

（共産・青空ク・公明・新政ク）、採択に反対が１８人

（自由民主ク・天領・無所属）の賛成多数で同請願は

採択されました。 
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◇南海トラフ地震被害想定公表、 

倉敷市の対応は？ 

 

8 月 29 日に国から南海トラフ巨大地震による津

波高、浸水域、液状化等及び人的・物的被害の想

定が公表されました。倉敷市は震度６強（従前５

強）、最大津波高４m（従前 3.1m）となっています。

そこで、既存防潮堤は大丈夫なのか？ハザードマ

ップの見直しは？など当局の認識を質しました。 

 

質問① 岡山県は、２００４年台風１６号の高潮被害をう

けて、防潮堤の高さの基準を見直し、必要なかさ上げ

を進めてきた。しかし、今回公表された最大津波高は４

メートルで、この堤防高の現行基準（児島 3.15m）を上

回っている。さらに、強い揺れや液状化で、地震直後

に防潮堤が壊れ、倒壊する可能性もある。耐震性能は

どうなのか、その対応は。 

答弁① 受川良美建設局長は「既存の防潮堤に

ついては、海岸管理者である岡山県や民間が管

理している護岸もあることから、民間に対しての助

言や指導も含め、岡山県に必要な地震・津波対

策を行っていただくよう要望する。市が管理してい

る防潮堤についても、県の方針を踏まえ検討す

る」と答えるにとどまりました。 

質問② 岡山理科大学の西村敬一教授は、昭和の

南海地震、兵庫県南部地震の被害分布を検証する中

 

 
９月定例市議会、末田まさひこの一般質問から 

で、震度分布の原因究明のためには、表層地盤だけ

ではなく深い岩盤（地震基盤）の構造、深さと凹凸に目

を向けることが必要で、地震基盤の凹凸で地震波が

集まって、揺れの大きくなる場所が生じることを解明し

た。この最新の知見を地震ハザードマップの見直しに

生かすべきではないのか。（要望） 

 

◇公的保育の後退を招く「子ども・ 

子育て新システム」は問題あり

 

子ども・子育て新システム関連法案は、民主、

自民、公明３党により修正され、8 月 10 日参議院

本会議において賛成多数で可決されました。 

 保護者や関係者の運動もあり、公的保育制度の

かなめである市町村の保育実施義務は残りまし

た。しかし、新システムは、保育をもうけ本位に

市場化し、国や市町村の責任を後退させ、公的保

育制度を危うくするものにかわりはありません。

当局の認識を質しました。 

 

質問① 市としては、「保育所で保育することが基本」

の考えを堅持し、そのために必要な認可保育所の整

備は進めるべき。 

答弁① 黒江庄平保健福祉局長は「施設整備に

ついては、今後の少子化による保育需要の動向

などを見きわめた上で検討する」と答えるにとどま

8 月 27 日 真庭市役所内バイオマス発電所視察 
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り、現在、多くの待機児・保留児がいる問題につい

て言及しませんでした。 

質問② 保育所入所は直接契約が基本となる。入所

を申込む親の安心は保障されるのか。 

答弁② 「新システムでは、保育所が入所の決

定を行うことになる。市は、入所の調整や要請を

行うことになり、入所にあたっては引き続き関与す

る」と答えました。 

質問③ 保育を必要とする場合、市町村の認定が必

要。保護者の勤務時間などにより保育時間を決定す

る。認定された保育時間を超えた部分は保護者の負

担になるのか、その対策は。 

答弁③ 「認定制度などについては、具体的な

運用を定める政省令や通達等が出されてなく、詳

細が示されていない」と答えました。 

 

◇現行保育水準の後退を許さず、 

拡充を求める 

 

全国一律とされてきた児童福祉施設の設備及び

運営についての基準は、今後、各市が条例で定め

ることになりました。先般、本市基準の骨子案が

示されたので、当局の見解を質しました。 

 

質問① 骨子案の中に「児童の処遇向上を求めるた

め省令を上回る内容を設定した場合には、待機児童

を増加させる恐れがある」と記載されている。これは、

待機児童の発生と児童の処遇の向上とを天秤にかけ

る考え方で、本末転倒であり削除すべき。また、本市

が実施している現行の保育水準からの後退はないの

か。 

答弁① 黒江保健福祉局長は「児童の処遇向

上の観点から保育士を増員しており、公立・民間

とも最低基準を上回る運営を行なっている。その

基準については、レベルを下げるようなことは考え

ていない」と答えました。 

 

◇大内保育園の万寿、中洲 

両分園に給食施設を 

 

保育園での食中毒事件の再発防止を訴え、市の

児童福祉施設の基準どおりに、大内保育園の万寿、

中洲の両分園それぞれに給食施設を新設し、同園

の給食センター方式の解消を強く求めました。 

 

質問① 設備の基準では「満２歳以上の幼児を入所さ

せる保育所には、保育室または遊戯室…、調理室…

を設けること」となっている。本園からとはいえ、保育所

外からの搬入には違いない。食育推進の観点からも調

理室は必要、設置を求める。 
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・7/1  日本共産党倉敷地区委員会総会 

・7/8  児島学区子ども会球技大会 

・7/9～11  倉敷市議会総務委員会行政視察  

・7/19 日本共産党倉敷市議団６月議会報告会 

・7/20 徳島大学美土会岡山支部総会 

・7/21 2012 年原水爆禁止国民平和大行進（児島地区） 

・7/21～23 第 54 回自治体学校（浜松市） 

・7/25 南部水道企業団議会 

・7/26  倉敷市議会総務委員会 

・7/27 日本共産党市議団 JX 日鉱日石エネルギー水島 

製油所現地調査 

さよなら原発！倉敷金曜ｱｸｼｮﾝ（JR 倉敷駅南口） 

・7/28 第２回倉敷市国際トライアスロン大会開会式 

・8/3  さよなら原発！倉敷金曜ｱｸｼｮﾝ（JR 倉敷駅南口） 

・8/5  児島地区子ども会球技大会 

・8/6  平和の鐘（水島緑地福田公園） 

    岡山県市議会議員研修会（岡山市） 

       日本共産党倉敷地区委員会総会 

・8/9  平和の鐘（水島緑地福田公園） 

・8/10 岡山県立児島高等学校同窓会 

・8/11 倉敷市立児島中学校同窓会 

・8/12 板池町内会盆踊り 

・8/17 さよなら原発！倉敷金曜ｱｸｼｮﾝ（JR 倉敷駅南口） 

・8/24 日本共産党倉敷市議団６月議会報告会 

・8/26 まちづくりと鉄道高架を考える市民集会 

・8/27 バイオマスツアー真庭 

・8/29 日本共産党岡山県地方議員会議 

・8/30 日本共産党倉敷市議団９月議会前懇談会 

・8/31 倉敷市議会総務委員会 

・9/4 倉敷市議会行財政改革特別委員会 

・9/5 倉敷市議会９月定例会開会（9/24 まで） 

    倉敷市職員労働組合定期大会 

・9/7  さよなら原発！倉敷金曜ｱｸｼｮﾝ（JR 倉敷駅南口） 

・9/11 日本共産党倉敷地区委員会総会 

・9/12 末田正彦、倉敷市議会一般質問登壇 

・9/14 さよなら原発！倉敷金曜ｱｸｼｮﾝ（JR 倉敷駅南口） 

・9/16 サンセットフェスタ in 児島(王子が岳)  

・9/20 倉敷市議会総務委員会 

       日本共産党倉敷市議団市内視察（大内保育園） 

・9/23 地元町内会溝掃除 

・9/24 倉敷市議会９月定例会閉会 

       倉敷から星を見る会（児島小学校グラウンド） 

・9/28 さよなら原発！倉敷金曜ｱｸｼｮﾝ（JR 倉敷駅南口） 

・9/29 第 11 回児島はばたきふれあい祭り 

       倉敷市立柳田保育園運動会 

       倉敷市立柳田幼稚園運動会 

・9/30 第 27 回下津井節全国大会 

この間の主な参加行事、活動です（７～９月） 答弁① 黒江保健福祉局長は「分園は本園と一

体的に運営を行うので自園調理」と強弁しました。 

 

◇倉敷駅鉄道高架事業より 

子ども医療費助成の拡充を

 

県内他市町村の助成制度は、通院では高梁市の 18

歳までを筆頭に、27 市町村中 21 市町村で中学 3 年

生あるいは高校卒業までを対象に。入院では倉敷市

を除く 26 市町村は中学 3 年生あるいは高校卒業ま

でを対象にし、倉敷市のみが小学校 6年生までとい

う段階です。助成制度の拡充を求めました。 

 

質問① 中学校卒業まで入院、通院を無料にするには

4 億 5,000 万円。一方、鉄道高架事業は本体工事費だ

けでも 600 億円、工事期間 10 年間で、市の負担は 1 年

当たり 12 億 5,000 万円。鉄道高架より子どもの健やかな

成長を助けることにこそ、税金は使われるべき。中学校

卒業までの子ども医療費無料化を求める。 

答弁① 伊東香織倉敷市長は「国の医療行政な

どの動向を踏まえて検討していくことが必要」と従来

の答弁を繰り返しました。 

再質問① 70 億円の確保が見込まれている財政調整

基金を活用してはどうか。 

再質問答弁① 「子育て等も含め福祉の充実など

に、どこまで財政調整基金を使っていくことができる

か、子ども医療費についても全体の政策の中で検

討していきたい」と答えました。 

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/

この事業は、判断能力が十分でない認知症高齢者等に

対して、権利擁護及び法的地位の安定を図るため、成年後

見制度の利用に係る費用（後見人等への報酬）を助成する

ことにより、認知症高齢者等の福祉の増進を図るものです。

これまでは助成要件が狭く（市長による成年後見申立て

の場合に限る）、関係者から制度改善の要望が出されてい

ました。 

私も、２０１１年２月議会、９月議会でこの問題を取り上

げ、助成要件緩和を求めていました。 


