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オリンピックは中止し

住民が勝訴「画期的判決」
　3 月 18 日、水戸地裁は、日本原電に対し、
東海第 2 原発の運転差し止めを求める判決を
言い渡しました。原発事故が起きた場合の住
民の避難について「実現可能な避難計画や、
実行する体制が整えられていると言うにはほ
ど遠く、防災体制は極めて不十分」「人格権侵
害の具体的危険がある」 としました。

　　水戸市が策定中の広域避難計画では、 県内
9 市町と県外 31 自治体、 合計 40 もの自治体
が避難先とされています。 しかし避難行動要支
援者 （高齢者 ・ 障害者等） を乗せるバスや、
福祉車両は確保できていません。
　　地震で建物などが損壊し、 道路が寸断されて
通行不可能となった場合の複数避難路も定めら
れていません。

避難バス確保できず

再稼働認めない

2万人分を超える避難所不足

水戸地裁判決

　　市や県の避難所基準は 1 人当たり 2 ㎡という
すし詰め基準です。 そのうえ階段や倉庫、 トイレ
なども避難所面積に加えていたことが発覚。
　　これを是正すると、 県内への避難だけでも２万
人分の避難所が不足します。 原発から半径３０キ
ロ圏内の９4 万人の避難は不可能です。
　中庭議員は市長がただちに再稼働反対を表明
するよう求めました。 市長は 「実現可能な避難計
画の構築をめざす」 との答弁にとどまりました。

　　５月に開始された高齢者の接種予約は、 ワ
クチンが足りず 2 日間で中断。 インターネット
予約での６０００件の予約取り直しも発生。
「コールセンターに３００回以上もかけたがつな
がらない」 などの怒りの声も。 7 月に再びワク
チン不足で４９歳以下の接種券の発送が延期
されるなど、 トラブル続きです。

　　中庭議員は、①早期接種のため、 ワクチン
を十分に確保すること　②コールセンターの電
話回線を増やし無料のフリーダイヤルに変更す
ること ③接種会場へのタクシー利用者に実費
を支給すること ④大規模接種会場への送迎バ
スを充分に確保することなどを求めました。

ワクチン接種を迅速に
予約トラブル続出 高齢者などにタクシー助成券接種予約の改善求める

　　市長は 「コールセンターの電話回線は臨時
に増やした。 今後年齢ごとに区切って接種を
行う。 大規模接種会場の送迎バスは無料とす
る。 接種会場への移動支援として、 障害者 ・
高齢者等を対象にタクシー助成券 （１人当
700 円を 4 枚） 交付する」 と答弁しました。

　 中庭議員は、①クラスターが危惧
される高齢者施設 ・ 医療機関 ・ 障
害者施設などの職員や入所者に対
して少なくとも週一回の PCR 検査
を実施すること、②無症状感染者を
早期発見するために、 大規模な
PCR 検査を実施することを求めま
した。

「パンデミックでやるのは
普通はない」

　中庭議員は東京オリンピックの中止を求
め代表質問。 市は当初、アダストリアみと
アリーナをワクチン接種会場に予定しまし
たがベルギー選手が使用するとして取りや
めました。 中庭議員は「事前キャンプ受入
れをやめワクチン接種会場に活用すべき」
と主張。市長は「７月４日から８月８日ま
で滞在し練習会場に使用する」と答弁。

　水戸市内での聖火リレーは、南町１丁目
スクランブル交差点から大工町を経由し、
千波湖畔までのルートです。
　リレー到着式には一般市民５００名の参
加を募集しました。
　感染拡大防止のため聖火リレーは中止す
るよう求めました。

聖火リレー
５００名の参加募集

事前キャンプ返上し
ワクチン接種会場に

　世論調査でもオリンピック中止、延期が
多数です。国と組織委員会に市長が中止を
求めるよう主張しました。
　市長は「国や組織委員会がきめること。
今後の動向を注視する」と答弁しました。

　　筑西市は無料でＰＣＲ検査が受
けられる検査キットを市民に配布し
ています。 　水戸市でも実施するよ
う提案しました。
   市長は 「高齢者施設などの福
祉施設の入所者、 職員の PCR
検査については県と連携しておこ
なう」 と答弁しました。
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　水戸市は今後３０年間に巨大地震が起きる確率
が８１％で、　全国の県庁所在地のうち１位。
　過去 6 年間に地震が起きた回数は６９０回　で
熊本市についで全国２位です。
　土田議員は 「地震と原発事故の複合災害が起
きたら市民を守れない。 水戸市は地震対策こそ
最重要であり、 東海第２原発はいますぐ廃炉にす
べき」 と主張しました。

水戸市が全国 1位水戸市が全国 1位巨大地震
発生確率 ８１％

6年間の地震回数　690回（全国 2位）

　　今後 30年以内に巨大地震
　　（震度 6弱以上）が起きる確率
　　政府・地震調査委員会発表
　　　　　　　　　　　（2021年 3月）

▲日本共産党の新型コロナ
　対策の緊急提言

2021 年 6 月議会で、中庭議員が代表質問、土田議員・田中議員が
一般質問を行いました。

☎０２９ （２２１） ７４４１

水戸市新型コロナワクチン接種コールセンター　0570-089-310　業務時間 ： 午前 9 時 30 分から午後 5 時　 ※土 ・ 日曜日、 祝日も開設

＊タクシー助成券は接種予定日の 6 日前までにコールセンターに連絡すると郵送されます。 （対象者や手続きは市のホームページをご参照下さい）
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那珂川水害・沢渡川の溢水

値上げ中止求める
　田中議員は一般質問で、来年４月からの下水
道使用料の値上げ中止を求めました。
　市長は行財政改革プランで、2022 年度から
下水道使用料を改定する方針をかかげています。

　水戸市の下水道使用料は３年ごとに５
回も値上げしてきた結果、 関東６県の
県庁所在地や、 東京 23 区と比べて一
番高くなっています。 （左グラフ）

関東の県庁所在地で最も高い！

　水戸市は４月から５月まで感染拡大市町
村に指定されました。飲食店主からは「月
のうち半分はお客が来ない。家賃も払えず
夜も眠れない」との訴えが寄せられました。

　市の「事業継続特別対策支援金」の対象月は、今年１月から３
月まででした。中庭議員は「予算の半分にあたる 2 億 5000 万円
が残っている。４月以降も支給対象とすべき」と主張。その結果、
4 月から 6 月の売上減も対象となりました。

２億５０００万円の予算の活用を提案

４月～６月の売上減も対象

事業継続支援金
下水道使用料

　田中議員は 「一般会計からの補助金を元に
戻せば値上げは必要ない。 コロナ禍で市民生
活は大変。 値上げは中止を」 と主張。 下水
道部長は 「コロナ禍の地域経済への影響等
を踏まえ慎重に検討を進める」と答弁しました。

　土田議員は一般質問で、２年前の台風被害
後に始まった「那珂川緊急治水対策プロジェ
クト」の進捗状況を質問。特に国田地域の無
堤防部分の擁壁や土地のかさ上げ計画は住民
への周知と理解が必要です。

　また、沢渡川の改修について、下流の県管理部分の整備が進まない
中、堀町で溢水しており市が直ちに対策を行うよう要求。建設部長は

「県への働きかけを強める。市管理部分の定期的な除草や河道維持を
行い溢水防止に努める」と答弁しました。

　沢渡川沿いの市道渡里１０２号線は、双葉台学区と五中学区を結ぶ
路線です。多くの車に加え歩行者や自転車も通行する危険な道路です。
　沢渡川の河川改修に合わせて整備する方針ですが、これではいつ解
決するかわかりません。土田議員は現場写真を示し、早急な安全対策

危険な渡里102号線「雑草でガードレール見えない」　

(202２年度 )

　新市民会館の予定地を 5 カ
所の建設候補地から選ぶ際、
市長はたった一度の政策会議
で泉町一丁目に決定。その結
果、用地取得費は８６億円。
最も高い場所となりました。
　同地区には旧京成百貨店が
あり、所有者の㈱伊勢甚には

ずさんな決定で
86億円の補償費に

他市は事前に調査
　文化施設をつくった宇都
宮市や高崎市、函館市など
は用地選定や施設規模を時
間をかけて決定しています。
　高崎市は全国４３の会議
施設のアンケート調査や現
地調査に加え、市民の幅広

い意見を反映させています。
　中庭議員は「水戸市は調
査を一切行わず 353 億円の
巨額事業になった。地方自
治法の『最少経費で最大の
効果をあげる』原則に違反
し市長の裁量権の逸脱・乱
用だ」と主張しました。

コロナの影響無視 将来の改修費用は？
　市は、新市民会館の来館
者を年間 60 万人としていま
す。そのうち大ホールは年
間 235 日、20 万 1 千人が
利用するとしていますが、
何の根拠もなく、コロナ禍
の影響も考慮していません。
　市長は「コロナ禍の影響
を見込んでいないが多くの
方々に来館していただける
ように努める」と答弁しま
した。
　単なる数字合わせの来館
目標 60 万人を言い続けるこ
とは無責任です。

約 30 億円にのぼる補償費が
支払われました。

　市は新市民会館の管理運
営費は年間 3 億 6600 万円

（１日１００万円以上）とし
ています。しかし 60 万人が
利用せず収入が見込みを下
回れば、税金で穴埋めされ
る可能性があります。
　土田議員は「大ホール舞
台設備は 10 年に一度の大規
模改修、使用される３００本
以上の木の柱も大規模メンテ
ナンスが必要。 将来どれだけ
費用がかかるのか」と追及。
市民協働部長は具体的な改
修費用を示しませんでした。

個人事業主１０万円、法人２０万円  申請期限7月３０日　
　前年又は前々年の同月比で、５０％以上売り上げが減った場合、
法人に 20 万円、個人事業主に 10 万円が支給されます。申請期
限は７月３０日まで延長されました。　

を求めました。　
　多くの市民から「路肩に草が
繁茂し縁石やガードレールが見
えない」「白線が消えている」「街
灯がなく真っ暗」などの声が寄
せられています。
　特に、夜間に危険な道路が多
く早急な改善を求めました。

▲水戸市の事業継続支援金の申請方法

　茨城県の支援一時金（４・５・６月の売上げ
が３０％以上減少した場合２０万円を支給。申
請期限８月３１日まで）との併給も可能です。
　日本共産党水戸市議団は申請相談を実施して
います。お気軽にご相談ください。

県の支援金との併給も可能　お気軽にご相談ください

速やかな安全対策を

水戸市　　５９７８円

横浜市　　４０７０円

千葉市　　４０７０円

東京都区　４１３６円

前橋市　　４３１２円

宇都宮市　５３９０円

【下水道使用料比較】
　２か月で４0㎥使用した場合

コロナ禍で市民生活は大変

　市の南部地域の下水を処理する、 茨城県那珂久慈流域下水道への負
担金も、 来年度に値上げされる可能性があります。
　田中議員は 「市は年間５億円も県に負担金を払っている。 値上げでは
なく値下げを要望すべきだ」 と質問。
　下水道部長は 「９市町村１組合で県に要望する」 と答弁しました。

県に負担金値下げを求めよ

税金ムダづかい

７月２９日 (木 )11:00水戸地裁
次回公判

新市民会館に対する税金支出差止
を求める住民訴訟

核兵器禁止条約の早期批准を求め

国民平和大行進に参加しました （6 月 29 日）

ガードレールが草に覆われている
市道渡里102号線

ガードレールが草に覆われている
市道渡里102号線


