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はじめに 

日本共産党水戸市議団の田中真己です。一昨日は東日本大震災から 7 年、亡くなられた

方々への哀悼の意を表するとともに、今なお避難生活を送られている方々へのお見舞いを

申し上げます。 

質問に入る前に、私達が昨年から取り組んだ市民アンケートを紹介しますと、半数を超

える方が「くらしが苦しくなった」と答えています。 

そして市政に望むことの第 1 位が「公共料金や国保税の引き下げ」、2 位が「医療費負担

の軽減」3 位が「医療体制の充実」と、命と健康、重い負担に苦しんでいることがあげら

れます。 

こうした声に応えて、大型プロジェクト優先の市政ではなく、市民にあたたかい市政と

することを求め、会派を代表し質問に入ります。 
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1.1.1.1. 子育て支援について子育て支援について子育て支援について子育て支援について        

（１）（１）（１）（１）    保育所待機児童の解消保育所待機児童の解消保育所待機児童の解消保育所待機児童の解消についてについてについてについて    

はじめに、保育所待機児童の解消についてです。市長が掲げた今年度内の待機児童ゼロ

は実現できず、昨年 10 月時点でも 86 名の待機児童となりましたが、見通しが甘かったの

ではないか、その原因をどのように捉えているのか伺います。そもそも 3 歳未満児の定員

が決定的に不足しているのではないか、私はそのことを繰り返し指摘してきました。 

3 歳未満児、0・1・2 歳は約 7200 人いるのに対し、保育所や認定こども園、地域型保育

を合わせても、約 3 割の 2300 人分しかありません。 

今年度補正で民間保育所 3 か所、今年度と来年度で小規模保育 14 か所を増やすと合計

約 2700 人となりますが、それでも 4 割弱です。（約 370 人増） 

今回予算化されたものも、それぞれが完成し、受け入れ可能となるのは先のことです。

本当に来年度内に待機児童ゼロが実現できるのか、また先送りにならないのか、お伺いい

たします。特に、小規模保育は園庭がないなど認可保育所より設置基準が甘く、3 歳以降

の受け入れ先確保も課題です。継続した待機児童ゼロには、350 人分（３歳未満児定員の

15%）しかない、公立保育所の 3 歳未満児の定員拡大の検討を求めます。 

 

（２（２（２（２））））    保育士の待遇改善について保育士の待遇改善について保育士の待遇改善について保育士の待遇改善について    

民間・公立ともに保育士の待遇改善も急務です。国は、今年度より新たに、給与の一律

2%アップや、技能や経験に応じた処遇改善を始め、茨城県でも全体で 11 億円を見込んで

いましたが、実際は県全体の民間保育所の申請は 6 割にとどまり、予算が大幅に余ってい

ます。特に、本市の申請は他自治体と比べても少ないとのことです。 

一部の保育士のみが対象となることや、毎年度複雑な書類作成が必要なこと、そもそも

全体の底上げが必要だ、といった声が出されています。特に、月 5 千円、最大 4 万円の加

算は年度末に一括支給のため、いまだに 1 円も支給されていません。来年度は運用を改善

するとともに、公立保育所の保育士の賃上げや処遇改善も求めますが、答弁願います。 

 

（（（（３）子ども３）子ども３）子ども３）子どもマル福の拡大についてマル福の拡大についてマル福の拡大についてマル福の拡大について        

茨城県が今年 10 月から、子どもマル福制度を拡充し、入院をこれまでの中学 3 年生か

ら、高校３年生までに拡充するとしています。現在、本市では市独自に中学 3 年生までの

外来をマル福としていますが、県の拡充と合わせ、高校 3 年生までの外来分もマル福とし

てはどうでしょうか。未就学児は所得制限がないものの、小学生・中学生には所得制限が

あり、4400 人（15%）の子どもが対象外です。この際、所得制限の撤廃を求めますが、所

見を伺います。  ＊18 歳まで外来をマル福にすると 6400 万円。 

＊所得制限撤廃：小中学生は 7300 万円。18 歳まで 1 億 7000 万円 
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2.2.2.2. 医医医医療療療療行政について行政について行政について行政について        

（１）（１）（１）（１）    医師確保対策医師確保対策医師確保対策医師確保対策についてについてについてについて    

次に、医師確保対策についてです。水戸医師会と文教福祉委員会の意見交換会において

も、小児科・産科医師の高齢化や後継者不足など、切実で深刻な実態がだされましたが、

医師確保はまったなしです。 

今回提案された就学資金の貸し付け、医学生に対する奨学金については、私も提案した

こともあり歓迎するものですが、対象を小児科、産婦人科、救急科に限定しています。し

かし、医学部進学当初から将来進む科を決めている医学生は少なく、6 年間を通じ自らの

適正も含め選択するものであり、最初から枠を狭めればかえって敬遠されないでしょうか。 

内科も含め全般的に医師不足であり、科を限定せず募集し、就職時点で小児科、産婦人

科、救急科を選んだ場合に、追加の支援策を講じる方法もあるのではないかと考えますが、

所見を伺います。 

茨城県内の研修医のうち県外出身者が 4 割、初期研修した医師が茨城に残る割合は 6 割、

医師確保と定着のカギは「良い研修ができるかどうか」と言われています。そこで今、大

きな問題となっているのが今年 4 月から始まる新専門医制度です。この制度は、2 年間の

初期研修を終えた若手医師に、更に 3 年間の専門医研修を事実上義務づけるものです。 

日本専門医機構が定めるプログラムに沿った病院を基幹施設と認定し、そこで研修を行

った医師だけが専門医の資格を取れるものです。ところが研修先が大学病院や大病院に限

定され、地方・中小の病院に医師が来なくなり、地域医療に悪影響を与えかねないと懸念

されています。 

例えば県内で、産婦人科の専門医資格がとれるのは、筑波大学付属病院と土浦協同病院

だけで、市内では産婦人科の専門医研修を受けられません。 

医師会や全国市長会も反対の声を上げ、1 年延期されたものの、基本的な枠組みが変わ

らぬまま 4 月から始まろうとしているのです。 

そこで、市内医療機関での研修医受け入れ状況を把握すること、市内拠点病院や中小病

院が連携し専門医資格が取れる環境づくりを支援すること、初期研修や専門医受け入れに

対する財政的支援を行うことを提案します。 

地域医療対策室が新設されるとのことですが、これまでの発想を転換し、医師確保や医

師研修についてより積極的に市が関わることを求め所見を伺います。 

 

（２）無料低額診療の薬局への適用について（２）無料低額診療の薬局への適用について（２）無料低額診療の薬局への適用について（２）無料低額診療の薬局への適用について    

 次に無料低額診療事業の薬局への適用についてです。本制度は生活保護基準に近い低所

得者が、医療費負担を気にして受診を手控え、重症化することを防ぐため、患者負担分を

医療機関が負担する制度です。 
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市内 2 医療機関で実施され、受診を控えていた糖尿病の患者が治療を始めるなど命を守

る役割を果たしています。 

しかし、制度が古く医薬分業の時代に合っていないため、診察代は無料でも、調剤薬局

での薬代は有料です。そのため、保険薬局を無料低額診療の対象とするよう求めた市民

2,685 名の請願署名が、市長に提出されました。 

署名は、国が制度を改善するまで、市独自に薬代の助成制度を設けることも求めていま

す。すでに青森市や高知市など中核市において、調剤薬局での処方も無料とするため、市

独自に医療機関に対し助成しています。水戸市でも実施を求めますがお答えください。 

 

3.3.3.3. 新市民会館建設計画について新市民会館建設計画について新市民会館建設計画について新市民会館建設計画について    

 次に、新市民会館建設をすすめる泉町 1 丁目市街地再開発事業についてです。 

県内最大の2000名ホールは需要にあわず過大であること、その一方で駐車場は300台、

しかも専用ではありません。総額 320 億円という巨額の税金を投入するうえ、開館後の収

支見込も示されておらず、維持管理費は年間 10 億円規模に膨らむとの指摘もあります。

強い反対を表明している地権者もいます。 

このように、本計画は、立地、規模、費用、どれをとっても市民合意がなされていませ

ん。にもかかわらず、市長は昨年 11 月、県知事に対して事業計画案の認可を申請しまし

た。1 月の縦覧の後、2 月 8 日までに 130 名以上が意見書を提出し、口頭陳述も 25 名が行

います。県によれば、これは県内の再開発事業で前例のない多さであり、そのほとんどが

事業の白紙撤回、根本的見直しを求めています。市長はどう受け止めているのでしょうか。

問題山積の認可申請は撤回すべきです。 

さらに、看過できないのは、事業認可も実施設計も、権利変換計画もできていない段階

で、次々と区域内の用地買収を始めていることです。 

通常、再開発事業では、組合設立から県の事業認可を経て、実施設計による権利変換計

画ができてはじめて、地権者の従前の権利を新たな建物に割り振ることができます。大工

町再開発でも再開発組合設立から権利変換計画までの 5 年間、地区外転出者も含め所有権

は一つも動かされていないとのことです。 

しかし今回は、昨年 6 月の組合設立からわずか半年、再開発の常識さえ外れたやり方で

用地を買収しているのです。 

その強引な姿勢は、予算編成にも表れています。今年度約 20 億円の再開発予算のほと

んどが執行されず繰り越されるのに、来年度はさらに追加され 40 億 3000 万円、合計 60

億円を超える予算が組まれています。 

再開発組合に 4 年間無利子で 8 億円も貸し付ける特別扱いも含まれていますが、4 年で

終わる見通しは立たず、返済の先送りは必至です。 
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市長は、本定例会の所信表明でも「規律ある財政運営を目指す」と述べられましたが、

これが規律ある財政運営でしょうか。  

昨年 10 月の特別委員会で、市は事業の大幅な遅れを表明したばかりです。執行できる

はずのない巨額の予算を組むのをやめ、貴重な税金は市民の求める福祉や市民生活向上の

ための事業にこそ振り向けるべきです。強い反対意見もある中で、再開発のルールを逸脱

してまで既成事実をつくり、強引に新市民会館を建設しようという姿勢を改め、計画を一

から見直すことを求めるものですが、市長の見解を伺います。 

 

4.4.4.4. 東海第東海第東海第東海第二二二二原発原発原発原発のののの再稼働をやめさせ再稼働をやめさせ再稼働をやめさせ再稼働をやめさせ廃炉を廃炉を廃炉を廃炉を        

次に東海第二原発の再稼働をやめさせ、廃炉とすることを求め質問します。 

東日本大震災と福島第一原発事故から 7 年が経ちましたが、福島県の避難者はいまだ約

5 万人です。燃料デブリの取り出しなど、廃炉の見通しが立たず、多くの被害者が故郷に

戻れていません。そうした被害者の心情や反対する県民の声を顧みず、日本原電は 20 年

の運転延長を国に申請しました。 

２月から開かれた日本原電の説明会に私も参加しました。そこで日本原電は、「再稼働に

必要な工事費 1800 億円の調達は」という質問には「東京電力に相談している」。「事故の

時の賠償能力は」の質問には「国が責任を持つ」と答える無責任ぶりです。運転延長申請

しても「再稼働するとは決めていない」といいつつ、「原子力発電は必要なものであり今後

も推進する」と表明する、こんなごまかしを繰り返す事業所に原発を運転する資格がある

でしょうか。原電と水戸市や周辺自治体が結ぶという安全協定は、肝心の中身が公表され

ぬまま協議が続いています。「合意するまで協議する」という事前了解権では、再稼働同意

のレールに乗ることになりかねません。「一市町村でも反対すれば再稼働しない」と、拒否

権をハッキリ明記すべきです。 

協定により協議するのは関連工事前なのか、再稼働直前なのか、本当に県や東海村と同

等の権限となるのかなど、疑問は尽きません。ことは市民の命と安全にかかわる重要なも

のです。案の段階で速やかに公表し、市民の意見を反映したものとすることを求めますが

いかがでしょうか。 

市長は東海第二原発の安全性を評価するため、専門家などによる「有識者会議」をつく

ると表明しました。原発推進派ばかりで構成すれば再稼働合意にお墨付きを与えかねませ

ん。市民の圧倒的多数の再稼働反対の意見が反映される組織でなければなりませんが、ど

のように構成し、何を議論し、決定させる考えか所見を伺います。 

日本原電が再稼働する構えで 20 年の運転延長を申請したことは明白です。 

問題は市長がどういう態度を示すかです。市民の命と安全を守る立場から、再稼働させ

ず廃炉とするよう、市長が表明することを求めますがお答えください。 
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5.5.5.5. 水道行政水道行政水道行政水道行政    県中央広域水道からの受水県中央広域水道からの受水県中央広域水道からの受水県中央広域水道からの受水中止を中止を中止を中止を        

最後に水道行政についてです。市が、県中央広域水道事業から水を買いはじめたのが

1998 年、ちょうど 20 年が経過しました。北海道ではじまった「時のアセスメント」は前

例にとらわれず、問題を先送りせず、これまでの施策を再検討するものです。当然、水道

事業も時代の変化を踏まえた検証をすべきです。 

私はこれまでも、水戸市の水道は人口が８万人ふえても賄える十分な能力があり、全国

一高い県の水を買う必要がどこにあるのかと主張してきました。 

市は、県と協定を結んだからという理由で必要のない水を買い続け、1 日約 600 トンに

対し、毎年約 1 億 6 千万円も払ってきました。 

一方で、茨城県が企業からとる流水占用料は、同じ水量でわずか 3 万円、その差は実に

5 千倍です。確認したところ、市が県に支払った総額は、20 年で 34 億７０００万円、これ

に間違いはないかお答えください。 

なぜ、必要もない水を買いながら、契約水量を見直そうともしないのでしょうか。先日、

県南広域水道受水 8 団体が県と企業局に対し、水は余っており契約水量を見直すこと、高

すぎる料金は値下げをと、要望書を出しました。 

代表の取手市長は、「人口減少社会の到来、節水意識の向上の中、受水費が経営を圧迫し

ている。今後も水需要の減少に拍車がかかり、未使用分の水量の負担がさらに重くなる」

これが見直しを求めた理由だとしています。 

 もう一つ注目すべきは、千葉市が 2011 年(平成 23 年)、霞ケ浦導水事業からの撤退を決

め実行したことです。市の人口が 2015 年(平成 27 年)をピークに減少に転じ、その結果、

大幅に水需要が減少することが判明した。よって霞ケ浦導水から撤退するという、きわめ

て明快、冷静でまともなものです。 

これに対する国土交通省の反応は、撤退した分、最大取水量を減らすと事業計画の変更

を発表しただけでした。千葉市には何のペナルティもありません。 

千葉市長はブログでも「霞ケ浦導水事業に今まで負担してきたお金は返ってきませんが、

工事が完成すれば維持費用を今後も負担し続けなければなりません。甘い見通しによって

必要のない水源確保に税金を投入してしまったこと、撤退の判断が遅れてしまったことは

反省しなければなりませんが、少なくともこれ以上の税金投入を抑えることはできました。

こうした過去の清算を一つひとつ行っています」と語っています。 

水戸市もこの決断に学んで、霞ケ浦導水を水源とする県中央広域水道から撤退すべきで

はないでしょうか。答弁を求めます。 

 

以上で第 1 回の質問を終わります。答弁によりましては再質問いたします。 
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＜＜＜＜田中田中田中田中議員議員議員議員のののの再質問＞再質問＞再質問＞再質問＞        

それぞれ答弁を頂きましたが再質問いたします。 

●新市民会館の再開発についてです。 

現在、知事に提出されている事業計画案の情報公開請求に対し、資金計画などの数字は

すべて黒ぬり、非公開とされました。再開発組合に対する補助金や公共施設管理者負担金、

すべて税金です。なぜ黒塗りにする必要があるのでしょうか。 

今年度と来年度、約 60 億円の予算措置も法外ですが、これは、今後 5 年間の再開発組合

の資金調達計画とも整合しておらず、巨額の税金を投入する事業なのに説明は十分とは言

えません。事業の根幹に強い批判、反対のある事業計画案は撤回し、一から計画を見直す

ことを再度求めるものです。 

●次に、水道の受水についてです。 

3 月 7 日の茨城県議会で、日本共産党の江尻議員は、那珂川の水利権には余裕があるこ

とを明らかにしました。その実態は、中央広域水道の水利権、1 日約 3 万７000 トンに対

し、大洗の原子力研究開発機構は 5 万 2 千トン、はるかに大きな水利権を持っています。

しかしその大部分が使われていないことが判明したのです。 

であるならば、水戸市はわざわざ県中央広域水道から高い水を買わず、水利権を取得す

れば無料で取水できるのです。河川法には、地方自治体が水道用に水利権をとる場合は、

占用料を免除する規定があるからです。 

水利権を獲得すれば負担はゼロ。県中央水道との契約を破棄しても負担はゼロです。そ

れなのに、ムダな出費を続けることは、地方自治法第 2 条第 13 項、最小経費による最大効

果の原則に反し、なによりも市民に対する背信行為です。 

市長はこうした水利権の現状をご存知なのでしょうか。 

知っていたのならなぜ水利権を取得しなかったのか、知らなかったというなら直ちに実

態調査すべきではないでしょうか。 

那珂川の水利権と取水実績をきちんと調べるとともに、受水中止の決断を求めるもので

す。再度答弁を求め私の質問を終わります。 
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＜＜＜＜平成３０年平成３０年平成３０年平成３０年    第１回水戸市議会定例会第１回水戸市議会定例会第１回水戸市議会定例会第１回水戸市議会定例会    代表質問代表質問代表質問代表質問    田中真己議員に対する答弁田中真己議員に対する答弁田中真己議員に対する答弁田中真己議員に対する答弁＞＞＞＞    

 

（答弁者）（答弁者）（答弁者）（答弁者）    高橋靖市長高橋靖市長高橋靖市長高橋靖市長    

日本共産党水戸市議団を代表されましての田中議員の御質問にお答えいたします。 

１．１．１．１．    子育て支援について子育て支援について子育て支援について子育て支援について    

（１）待機児童の解消について（１）待機児童の解消について（１）待機児童の解消について（１）待機児童の解消について 

はじめに，子育て支援についてお答えいたします。 

保育所待機児童の解消につきましては，私の政治姿勢の最も重要な政策の一つとして，

「水戸市第６次総合計画－みと魁プラン－」の重点プロジェクト，将来の水戸を担う子ど

もたちを育む「未来への投資プロジェクト」として位置付け，重点的かつ積極的に取り組

んでまいりました。 

私は就任以来この７年間，意欲的に民間保育所整備事業と小規模保育事業などの推進を

図り，これまでに民間保育所を１５か所整備し１，２３６人の定員増を図ったほか，待機

児童の８割から９割を占める３歳未満児を対象とした小規模保育事業を６か所開設し，３

歳未満児の定員を新たに１１４人確保いたしました。 

また，これらの施策に加え，公立保育所や民間保育所等の定員変更も含め平成３０年３

月１日現在で，全体で５，４７０人とし，従来の１．５倍以上の定員を確保したところで

ございます。 

このような状況のなか，働く女性や共働き世帯が増加したこと，保育士不足により定員

まで児童の受入れができないことや，保育施設等の立地と保護者の入所希望とのミスマッ

チ等により，現在もなお，待機児童が生じております。 

私は，待機児童の解消を最も重視する政策の一つと位置づけていることから，昨年６月

補正においても民間保育所２か所，小規模保育事業５か所の設置を決定し，このことによ

り，新たに２９４人の定員増を確保し，間もなく開設する予定となっております。 

また，その選定においては，地域偏在の解消に努めたところでございます。 

平成３０年４月の待機児童数の見込みにつきましては，１２月時点での申し込みが昨年

同期よりやや多い状況にありますが，今後，利用調整を行うとともに，転勤等での流動的

な要因もあることから，現時点では，正式な待機児童数をお示しすることは，難しい状況

にあります。 

早期の待機児童ゼロに向けましては，定員より多く児童を受け入れられる，入所弾力化

を，新たに年度当初から行うことや，保護者のニーズに合わせた受入れ可能施設への利用

あっせん等を重点的に行い，その実現に取り組んでまいります。 

また，私は，一時的な待機児童解消だけにとどめず，待機児童ゼロを継続することが重

要と考えていることから，今議会において，補正予算として新たな民間保育所１か所，新
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年度予算として待機児童の最も多い３歳未満児を対象とした，小規模保育事業８か所の整

備補助，さらに，保育士不足解消のため，平成２９年度より本市独自の制度として実施し

た「保育士就労支援補助金」の拡充や，民間保育所における保育士の負担軽減策として実

施する「保育体制強化事業」を提出させていただいたところであります。 

 

（２）保育士の待遇改善について（２）保育士の待遇改善について（２）保育士の待遇改善について（２）保育士の待遇改善について    

次に，保育士の待遇改善について，お答えいたします。 

保育士の処遇改善策も待機児童対策には欠かせないことから，民間保育所につきまして

は，施設型給付において，処遇改善加算分を支給するとともに，平成２９年度から，キャ

リアアップの仕組みの構築や，技能，経験に応じた追加的な処遇改善策も講じているとこ

ろであります。 

市立保育所嘱託員の処遇改善の状況は，毎年度，報酬の増額を図り，私が市長に就任し

て以来，２万８千円の増額を図り，平成２９年度は，月額１８万３千円としたところです。 

さらに，平成３０年度の嘱託保育士の報酬については，任用通算期間に応じ，報酬額が

増額できるよう新年度予算案に予算計上させていただいたところでございます。 

今後とも，保育士の処遇改善と人材確保に努め，待機児童の解消に向け施策の展開を図

ってまいります。 

 

（３）子どもマル福の拡大について（３）子どもマル福の拡大について（３）子どもマル福の拡大について（３）子どもマル福の拡大について    

次に，子どもマル福の拡大についてお答えいたします。私は，核家族化や少子化など，

子どもや子育てを取り巻く環境が大きく変化する中，子どもを安心して生み，健やかに育

てることができるよう，子育て支援の強化に努めてきたところです。 

子どもの医療費助成につきましては，これまで，県の要件に加え，市独自に対象者を中

学生の外来まで拡大したほか，就学前の子どもの所得制限を撤廃したところであります。

この結果，現在，子どもの医療費助成の受給者の認定率は，約８５％に達しております。 

平成３０年１０月から，県が対象を１８歳の入院まで拡大することへの対応につきまし

ては，現在，県議会において平成３０年度予算等について審議中でありますので，決定後，

県から詳細な内容が示され次第，県の改正内容に基づき，実施に向け適切に対応してまい

りたいと考えております。 

また，市独自に対象者等を拡大することにつきましては，子育て家庭の負担軽減と子ど

もの健康維持に寄与するため，実施の必要性を認識しているところであります。 

特に，所得制限撤廃につきましては，多くの御要望をいただいていることから，今後，

実施の時期，内容等について充分に精査検討をしたうえで，適切な時期に実施してまいり

たいと考えております。 
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２．医療行政について２．医療行政について２．医療行政について２．医療行政について    

（１）医師確保対策について（１）医師確保対策について（１）医師確保対策について（１）医師確保対策について    

次に，医療行政についての御質問のうち，医師確保対策についてお答えいたします。 

市民が安心して暮らすことができる環境づくりを推進するため，地域医療の充実が求め

られており，医師の高齢化や後継者不足への対応など，医師の確保が重要であると考えて

おります。 

水戸市におきましては，医師の高齢化や後継者不足により，医師不足が今後，さらに深

刻になるものと見込まれており，特に，小児科，産婦人科，救急科を中心として，医師の

確保は喫緊の課題であると考えております。 

このうち小児科につきましては，平成 25 年度に１件の新規開業があった一方で，平成

26 年度に１件の診療所が閉院，今後も小児科医の高齢化に伴い診療所の閉院が進むものと

見込まれています。 

産婦人科についても，過去 20 年新規開業がない一方で，医師の高齢化により昨年度３つ

の診療所が閉院するなど，10 年後には危機的な状況となることが予想されております。 

また，救急科についても，救急搬送件数が毎年増加しており，超高齢社会を迎え，今後

救急科医の確保が必要であると考えております。 

このように本市にとりまして，小児科，産婦人科，救急科の医師を確保することは，安

定的な医療提供体制の維持・向上には必要不可欠であります。 

そのため，まずは，この３科について優先的に取り組むことといたしました。 

私は，平成３０年度については「命と健康を守り，人を育む予算」として，地域医療に

重点を置いた予算編成とさせていただきました。組織体制の強化といたしまして，保健セ

ンター内に「地域医療対策室」を設置し，大幅な体制強化を行い，医師確保や医療機関へ

の支援を図るとともに，より具体的な医師確保策として３つの新規施策を実施してまいた

いと考えております。 

このうち，医師修学資金貸与制度につきましては，将来的に不足が懸念される小児科医，

産婦人科医及び救急科医を育成，確保するため，市内の医療機関に勤務する意思を有する

医学生を対象に，６年間で最大２，２６０万円の修学資金を貸与するもので，貸与期間と

同等の期間勤務した場合には貸付金の返還を免除するものです。 

本市といたしましては，地域で必要度が高い診療科の医師を確保することを目的として

政策的に制度を創設するものでございます。 

また，新専門医制度につきましては，これまで各学会の基準で認定していた専門医を，

第三者機関である日本専門医機構が統一した基準に基づき専門医を認定し，専門医の質を

高めることを目的とするものです。 

新専門医制度では，指導医のもと，症例数や手術経験数，活動実績を積むことが必要と
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されます。このため，患者数が多く，指導体制がしっかりしている都市部や大学病院に研

修医の希望が集中することが懸念されております。また，新専門医制度の育成プログラム

の認定に位置付けられている医療機関は，大学病院，大規模病院に限られており，地方に

は少ない状況にあります。 

このように新専門医制度は，地方への影響が大きく，全国市長会においても，医師偏在

を助長すること等のないよう，地域における医療の確保と住民の健康維持に責任を持つ都

市自治体等の意見を十分に踏まえ，慎重に対応することを国に対して要望しています。 

本市としても，これらの動きを注視しながら必要に応じ，県や全国市長会と連携しなが

ら，国に働きかけてまいります。 

また，新専門医制度を受けて，市内の公的病院等に対し，指導体制の充実など，研修先

として選ばれる病院としての環境づくりについて求めていきたいと考えております。 

私は，医療環境の充実はまちづくりに欠かせない基本であると考えており，地方の人口

減少に歯止めをかけ，定住化を促進するための重要な要素のひとつと考えております。命

と健康を守り，人を育む地域医療の在り方について，市民の皆さんとともに議論を深めな

がら，生涯を通して健やかで心豊かな生活を送ることができるよう，そして，医療の充実

により水戸が選ばれるまちとなるよう，全力をあげて取り組んでまいります。 

 

（２）無料低額診療の薬局への適用について（２）無料低額診療の薬局への適用について（２）無料低額診療の薬局への適用について（２）無料低額診療の薬局への適用について    

次に，無料低額診療の薬局への適用についてお答えいたします。 

本市におきましては，現在，生活に困窮された方が，経済的理由により必要な医療を受

ける機会が制限されることのないよう，国民健康保険一部負担金の減免をはじめ，国民健

康保険及び後期高齢者医療における国保税の軽減措置や高額療養費制度における所得に応

じた負担限度額の設定のほか，生活保護制度においては，被保護者の医療費全額を医療扶

助の適用により負担しております。 

ご質問の医療機関が届出により自主的に実施する無料低額診療事業につきましては，自

己負担分の医療費の支払いが困難な方に，無料又は低額な料金で診療を行うもので，社会

福祉法第２条の規定に基づく第２種社会福祉事業として位置づけられ，医薬分業が想定さ

れていなかった時期に制度化されたものです。市内では，茨城県に届出をしている水戸済

生会総合病院，城南病院，城南病院付属クリニックで実施されております。 

現在，医薬分業が進み，院外処方による調剤費は無料低額診療事業の適用外とされ，無

料低額診療で受診された方も調剤費の自己負担が発生している状況にあります。 

私は，院外処方による調剤費に自己負担が発生することは，国が進めてきた医薬分業に

起因するものであり，また，当該制度の趣旨に則っているとは言い難いことから，調剤費

についても，早期に社会福祉法に基づく第２種社会福祉事業として位置づけ，国が責任を
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もって対応すべきと考えております。 

このような状況の中，昨年７月に，政令指定都市の総意により，国に対して同様の趣旨

の提案がなされたところであります。 

議員ご提案の市が独自に調剤費の助成を行うことにつきましては，これらの提案を受け，

現在，国において，無料低額診療事業における調剤のあり方について検討がなされている

状況にありますので，今後とも国の動向を注視してまいりたいと考えております。 

 

３３３３    新市民会館建設計画について新市民会館建設計画について新市民会館建設計画について新市民会館建設計画について    

（１）事業計画案への市民意見について（１）事業計画案への市民意見について（１）事業計画案への市民意見について（１）事業計画案への市民意見について    

新市民会館建設計画についてのご質問にお答えいたします。 

初めに，事業計画についてでございますが，泉町１丁目北地区市街地再開発事業の事業

計画につきましては，都市再開発法に基づく縦覧通知を本年１月４日に茨城県知事から受

け，水戸市において，１月１２日から１月２５日までの２週間，縦覧を実施したもので縦

覧者は１１名でございました。 

また，事業計画に関し意見がある場合，茨城県知事に対して２月８日までに意見書を提

出できることになっておりましたが，意見書は，直接，県に到達されており，内容につき

ましても，県から「現在，審査中である。」との情報以外は伺っておらず，詳細は把握して

おりません。 

 

（２）再開発組合への補助金と貸付について（２）再開発組合への補助金と貸付について（２）再開発組合への補助金と貸付について（２）再開発組合への補助金と貸付について    

次に，補助金と貸付けに関するご質問にお答えいたします。 

権利変換計画の認可以前に，用地費や補償費を執行した理由でございますが，地権者に

よっては，転出の意向がすでに固まっており，生活再建上，一日も早い補償金の支払いを

要望される場合もございます。 

このような地権者の方々のご要望にお応えすることは，事業を推進する上で非常に重要

であるとの認識から，組合は，事前に任意買収を行ったもので，これまで，５名の地権者

と土地及び建物の売買契約を締結したものでございます。 

また，これらの財源として，市からの再開発事業補助金を充当することとしております

が，国との協議を踏まえ，法令等に従い適正に執行されたものであります。 

事業の進捗等につきましては，議会特別委員会でご了承を頂いたスケジュールを踏まえ，

権利変換計画の認可取得を先送りしたことから，約１８億円を繰越措置することとし，今

議会に提出しているところであります。 

したがいまして，平成３０年度には権利変換計画の認可を取得するとともに，地権者の

方々の生活再建に向けた補償について，繰越予算と新年度予算により対応することで，１
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日も早い事業の推進に努めてまいります。 

また，都市開発資金につきましては，議会特別委員会においてご了承を頂き，国の制度

に基づく事業資金として，組合に対し，無利子で８億円の貸し付けを行うものでございま

す。このことにより，組合は，利子負担の軽減が図られるとともに，市におきましても，

保留床処分金の軽減に繋がるものであります。 

償還につきましては，制度上８年以内となっているものの，再開発事業の最終年度であ

る平成３３年度を予定しているところです。私は，様々な支援措置を講じながら組合と連

携し，地権者の方々のご理解とご協力を頂くとともに，今後とも，様々な機会を捉え，市

民の皆様方に丁寧にご説明し，ご意見を伺ってまいります。 

合わせて，議会特別委員会のご審議を頂きながら，一日も早い新市民会館の完成を目指

し，全力で事業を推進してまいります。 

    

４４４４    東海第二原発について東海第二原発について東海第二原発について東海第二原発について    

（１）安全協定について（１）安全協定について（１）安全協定について（１）安全協定について    

次に，東海第二原発についてお答えいたします。 

安全協定の見直しに向けては，昨年１１月に開催された原子力所在地域首長懇談会にお

いて，日本原電から，「日本原電が再稼働の判断をした際には，６市村それぞれが事前協議

を求めることができ，全ての首長が納得するまで，その協議を継続し，協議が終わるまで

は再稼働をしないこと」，そして，「６市村全てが，現行の安全協定において，茨城県，東

海村が発電所の再稼働に対して有する権限と同等の，実質的な事前了解の権限を得ること」

について，新たな協定として締結することが示されました。 

現在，新協定につきましては，これらの権限が明確で分かりやすい表現となるよう，最

終的な調整を進めるとともに，事前協議の場となる協議会の設置規約についても作成して

いるところであり，協定締結後，速やかに，市民の皆様に公表してまいります。 

 

（２）有識者会議について（２）有識者会議について（２）有識者会議について（２）有識者会議について    

私は，この新協定において，私どもが長年にわたって，市民の生命と財産を守るために

求めてきた，発電所の再稼働に対する事前了解の権限が確保されるものと認識しておりま

す。そして，権限を得た分，責任の重さも実感しているところであり，今後，市民の皆様

に御意見をいただきながら，より一層，原子力安全対策の強化に取り組んでまいります。 

新年度は，その一環として，原子力安全対策を専門に取り組む新たな係を創設するとと

もに，原子力に関する有識者会議を設置することを決めたところでございます。 

有識者会議の役割，メンバー等については，現在，検討を進めているところであります

が，東海第二発電所の安全性等を評価，協議するため，原子力の専門的知見を有する学識
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経験者，医学的知見から御助言をいただける医療関係者，さらには，市民の代表者など，

幅広い分野，多様な視点から，御意見をいただくことのできる体制を構築してまいります。 

 

（３）再稼働について（３）再稼働について（３）再稼働について（３）再稼働について    

再稼働の議論につきましては，延長申請等とは，別次元で判断されるものであり，原子

力規制委員会の新規制基準に適合することはもちろんのこと，安全協定の見直し，そして，

全ての市民の安全な避難に向けた実効性のある広域避難計画が策定されない限りは，有り

得ないものであります。その上で，私は，市民の安全で安心できる暮らしを守っていく使

命がありますので，多くの市民の声を十分考慮しながら，自分たちのまちは，自分たちで

守るという観点から，厳しく判断してまいります。 

 

５５５５    水道行政―茨城県中央広域水道からの受水について水道行政―茨城県中央広域水道からの受水について水道行政―茨城県中央広域水道からの受水について水道行政―茨城県中央広域水道からの受水について    ((((答弁者答弁者答弁者答弁者))))    水道事業管理者水道事業管理者水道事業管理者水道事業管理者    

田中議員の代表質問のうち水道行政についてお答えいたします。 

茨城県中央広域水道用水供給事業の経緯でございますが，本市の水道におきましては，

当時，水需要の増大に対応するため，数次にわたり拡張事業を実施してまいりましたが，

自己水源だけでは増加する水需要に対応することが困難であったため，安定した水源を確

保する必要性から，同様の課題を抱える茨城県の中央地域圏内１９市町村において，昭和

５７年に茨城県中央広域水道建設促進協議会を設立致しまして，同年，広域的水道整備計

画策定を茨城県知事へ要請致しました。その後，昭和５９年に市議会の同意を得て，茨城

県と本市を含む４市１０町３村１企業団にて，「茨城県中央広域水道用水供給事業の実施

に関する協定書」を締結するなど水源の確保を図ったものでございます。  

ご質問の広域的水道整備計画策定当時と現在の環境の変化についてでございますが，人

口減少社会の到来による給水人口の伸び悩みや社会経済情勢の変化による節水機器の普及

などにより，水需要の増加を見込むことは難しく，計画策定時の水需要と乖離が生じてい

ることは認識しております。 このような状況から，茨城県中央広域水道用水供給事業につ

いては，計画１日最大給水量２４万立法メートルのうち，現在，７万８千立法メートルの

施設整備状況となっております。茨城県からは，関係市町村の水需要を見極めながら，当

分の間は，現在の施設のまま維持していくと伺っております。  

次に，受水費の総額でございますが，平成１０年度の受水開始から平成２８年度までの

１９年間で，ご指摘のとおり，約３４億７千万円となっております。受水料金の約３４億

７千万円のうち基本料金分として支出した額は，約２５億３千万円となっておりまして，

これは，茨城県中央広域水道用水供給事業における施設建設に要した資本費として負担し

たものでございます。関係市町村においても契約水量に応じて応分の負担をしているとこ

ろでございます。 
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次に，県受水料金の値下げにつきましては，これまでの協議会の要望などにより，平成

２９年４月から，基本料金２，４２０円を２，０２０円として４００円の値下げとなりま

した。しかしながら，茨城県が経営する４地域の水道用水供給事業の中でも，なお高い水

準にあることから，今後も引き続き，県の動向を注視するとともに，協議会構成市町村の

意向集約を図りながら，県に対し，料金値下げに関する働きかけを行ってまいります。 

最後に，県受水中止についてお答えいたします。公益社団法人日本水道協会の水道施設

設計指針では，各自治体の地域性や独自性を踏まえ，緊急の渇水や災害時にも対応し得る，

ゆとりある質の高い施設整備が求められております。 

したがいまして，今後，発生が懸念される多様な危機に対して，災害に強い強靭な水道

を確立することにより，市民の安心・安全を確保していくために，必要となる複数水源の

一つと考えておりますので，継続してまいります。  

  

【【【【    2018201820182018 年年年年 3333 月月月月定例定例定例定例議会議会議会議会    本会議本会議本会議本会議最終日最終日最終日最終日    田中田中田中田中議員議員議員議員のののの反対討論反対討論反対討論反対討論        2018.3.222018.3.222018.3.222018.3.22    】】】】    

日本共産党水戸市議団の田中真己です。通告に従い、本定例会に提案された議案４３件のうち、議案

第 4 号、第 5 号、第 10 号、第 18号、第 19号、第 21 号、第 28号、第 29号、第 31号、第 33号、第 36

号の、以上 11件について反対の立場から討論を行います。 

●第一に、泉町１丁目北地区再開発事業など新市民会館建設の関連予算です。本計画には、約１万５千

名の住民投票実施を求める署名提出があり、現在も知事に提出された事業計画案に対し、１３０名をこ

える意見書の提出、２５名の口頭陳述など、県内の再開発では例のない根強い反対があるものです。  

しかし市は、再開発事業のルールも無視して、事業計画や権利変換計画の県知事認可もないまま、区

域内の用地買収を始めています。今年度の再開発予算から１７億７千７５０万円を繰り越したうえに、

来年度は、周辺道路も含め４３億３千万円を予算化しています。さらに新市民会館のための芸術館東側

駐車場の設計・用地買収に約 1億円が予算化されており、土地収用法を適用してまで強行しようとして

いますが、周辺住民から環境破壊になると中止を求める署名も出されています。反対地権者もおり、事

業認可も市民の合意も得られていない中で、新市民会館建設関連で、来年度合計６２億円を超える巨額

の予算を組むことは認められません。 

一方で、市民生活に直接かかわる来年度予算は、今年度と比べ大幅に減っています。老朽化した市民

センターの改修予算は４３％の減、国補道路整備は、１６％の減、排水路整備は３０%の減、都市下水

路は２２%の減と軒並みマイナスで、合計６億２千万円も削減されています。 

市民要望の強い施策が大型プロジェクトのしわ寄せを受けていることは明白です。約３２０億円もか

かる新市民会館は、計画を白紙に戻し立地や規模、施設の内容や運営について、市民の声を聴いて一か

ら見直すことを強く求めます。 

●第二に、来年度から国民健康保険が県単位化となり、市町村は県の求める納付金を納めることになり

ます。納付金が国保税で賄えない場合、市は一般会計からの繰入を行わないとしており、国保税の大幅
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値上げにつながるものです。また、来年度の国保税については、繰越金の活用で全体の税率改正、値上

げは回避されましたが、課税限度額が８９万円から９３万円へ４万円値上げされ、７８０世帯、約２９

００万円の市民負担増がもたらされます。 

また、後期高齢者の課税限度額も５７万円から６２万円に引き上げられ、５万円の値上げが実施され

ます。さらに特例軽減の縮小により、所得割軽減は廃止、元被扶養者の均等割軽減が７割から５割に縮

小され、総額 4 千８百万円の負担増となります。財政調整基金は４大プロジェクトにばかり取り崩され

ていますが、市民負担の軽減にこそ使い、値上げを中止すべきです。 

●第三に、介護保険でホームヘルパーの利用回数の多いケアプランは、ケアマネージャーが市に届け出

る制度が導入されますが、ケアプランの自己規制やサービスの利用抑制につながると懸念されています。

国は一日に複数回利用するケースを届け出させようとしていますが、その多くは認知症の一人ぐらしの

方であり、家事を含む援助で重度化を防いでいることからも、サービスを減らすべきではありません。 

●第四に、税の徴収について、茨城県租税債権管理機構への委託に反対します。同機構は県内のある自

治体で自殺者まで出すなど、強行的な取り立てが問題となっています。丁寧な納税相談や生活実態に合

った減免の実施を求めます。 

●第五に、市職員の定数について、再開発推進の職員は増員する一方で、市民に身近な図書館や学校給

食調理員を民間委託し、官製ワーキングプアを拡大するものであり、直営の堅持を求めます。また、国

体関係職員の半分は、主に若手職員をわずか１年９か月だけ任期付きで採用という不安定な働き方です。 

正職員の削減と臨時職員の増加、民間委託の推進に反対します。 

第六に、農業委員会による農地利用最適化のための実績評価に関する条例は、担い手への農地集積、

新規参入の促進などの活動に対し、目標の達成状況に応じ、報酬を支払うものですが、農業の担い手減

少に拍車をかける選別・淘汰でなく、多様な担い手の育成に取り組むべきです。大規模化や企業参入を

推進するのではなく、専業や兼業など大小多様な家族経営を支え、価格保障の再建など、営農条件の改

善に重点を置くべきです。 

●第七に、水戸城二の丸角櫓の復元と土塀整備工事に関する請負契約案件については、６億２０７８万

４千円も工事費をかけ、観光拠点を整備するとしながら、歩行者ルートは未確定のままの見切り発車で

す。歩行者ルートの位置も不明、追加工事費の規模や整備時期も示されず、児童や生徒の安全対策も不

透明なままで本契約を認めることはできません。 

●第八に、市は自前の水道施設に約８万人分も余裕がありながら、来年度も茨城県中央広域水道との受

水契約を続けようとしています。約１億４千万円もの受水費のうち、水を使わなくても払う基本料金が

約 1 億２千５百万円、全国一の異常な高値と、日量４７４２トンという全く必要のない契約水量による

ものです。市民が納めた貴重な水道料金の無駄な浪費をやめ、市民のために使うことを求めます。 

以上で反対討論を終わります。 

     2018 年 3 月議会報告 日本共産党水戸市議団ニュース 号外 

連絡先 水戸市中央 1-4-1 電話 029-306-9793 FAX029-306-9796 


