THE NEWS LETTER

ニュースレター

2018年4月 （1）

№72

平成30年度予算決まる！

石松としおが取り上げた５つが実現
２月 26 日から３月 14 日の会期で開催された第一回定例会で、平成 30 年度予算を議決しました。昨年
に引き続き市民税や固定資産税の増収が見込まれています。さらに合併特例期限が切れているので合併
算定分の地方交付税が２％減りますが、国の地方交付税財源が前年度並みに確保されたので、前年度と
同額の地方交付税収入も見込んでいます。予算総額は前年度より 14 億円減の 295 億５千万円となりまし
た。市の借金（地方債）は、道の駅整備や「市民センターいわま」の大規模改修、幹線道路整備、防災無
線の更新のため約 42 億円借り入れ、約 47 億円元金償還（返済）するので、借金総額は 545 億円になる見
込みです。詳しくは後日発行予定の『わかりやすいかさまの予算』をご覧ください。

石松としおが一般質問で取り上げた５つの事業
１住民情報システムの更新事業…「基幹系システムが一社独占で価格競争原理が働いていない状態（ベ
ンダーロックイン）について指摘」
（ニュースレター№ 53）しましたが、今回のシステム更新にあ
たって、随意契約ではなく「３社が参加する公開型プロポーザルによる業者選定」が行われました。
その結果今後５年間で約１億円以上の経費削減が図られます。
２公共建築物中期資産管理計画…「公共施設等管理計画」に基づき、市の公共施設の再編・最適化・
長寿命化を進める具体的な計画が策定されます（ニュースレター№65）。
３「みなみ学園義務教育学校」整備（設計）…「文科省の総合評価や保護者アンケートの結果から、施
設一体型にする必要性を主張」
（ニュースレター№ 67）しました。旧中学校校舎を増築して、現在
の施設分離型を施設一体型にする設計事業が予算化されました。
４市の公共施設受動喫煙防止対策に関する指針…「ハード面での受動喫煙対策」
（ニュースレター№
69）を求めてきましたが、ＪＴと共同で「笠間市総合公園」と「市民
体育館」の喫煙場所の改修、
「工芸の丘」に喫煙場所が新設されます。
５「地域医療センターかさま」で病児保育の実施…「高齢者だけでなく
子育て世代も期待できる新市立病院の建設を」
（ニュースレター№
57）求めてきましたが、地域医療センター内で市内居住児童及び市
内に勤務する保護者の児童を対象に病児保育が実施されます。
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初めて国民健康保険税が値下げ、しかし問題は今後!?
合併後初めて笠間市の国民健康保険税が
値下げされました。例えば、40 歳代夫婦で
子ども２人の４人世帯、年収 380 万円だと
年間 3 , 400 円値下げになります。その訳は、
新年度から茨城県が財政運営の責任主体と
なるからです。これにより、①笠間市が医療
給付などの国保事業に必要なお金を納付金
として茨城県に納めます。②茨城県は笠間市
の医療費水準や所得水準などを基に納付金
を決定し、併せて納付金の納付に必要な笠間市の標準保険税率を示します。③笠間市はこの標準保険税
率を参考に、笠間市の保険税率を決定します。今回県が笠間市に示した標準保険税率が、これまでの市
の国保税率より若干低かったということです。笠間市としては、税率はそのまま（減額せず）に一般会計か
らの法定外繰入金（3,000万円）を減らすこともできましたが、市の判断で法定外繰入を減らさずに国保税
の方を下げました。
問題は今後です。
「茨城県国保運営方針」には「標準保険料率は、市町村間の医療費等の格差や医療費
適正化への取組成果等を反映させるため、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮して算定する」と
書かれ、別に「標準的な保険税の収納率」が定められました。笠間市の標準収納率は 91 ％ですが、実績
は平成28年度90.5％、27年89.2％でした。今後収納率を上げなければ、標準保険料率に影響してくる
かも知れません。

実効性のある「笠間市広域避難計画」を求める！
笠間市を含む東海第二原発から 30 キロ圏内の 14 市町村は「原子力災害広域避難計画」の策定を進めて
おり、今般「笠間市原子力災害広域避難計画」が公表されました。14 市町村で最初に計画を策定したと
いう意味では大きく評価されますが、スクリーニングポイント（避難時に汚染検査及び除染を実施する
場所）が明らかにされていないなど、さらに内容の検討が必要です。
※PAZ（原発から５キロ圏）・UPZ（原発から５〜30キロ圏）・PPA（原発から30〜50キロ圏）
①災害想定をなぜ単独災害にしたのか
原発事故は地震や津波が起因する複合災害となる可能性が高く、複合災害を想定するべきです。
「まず単独災害を想定して基本となる計画を策定した。今後複合災害について様々
な角度から検証・検討を重ねて随時計画を変更していきたい」
（総務部長）
②避難はＵＰＺよりもＰＡＺの方が優先される
県の広域避難計画では、ＵＰＺの住民よりもＰＡＺの避難を優先するとしていま
すが、市の計画に触れられていません。例えば、笠間市の約 36 , 000 人は、北関東
自動車道を使って栃木へ避難します。那珂市の約 53 , 000 人も北関東自動車道を使
うことになっています。避難時は大混乱します。
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「今後14市町村の避難計画が出た段階で、県を通じて協議していきたい」
（総務部長）
③SPEEDI（緊急時迅速放射線予測ネットワークシステム）の活用
県の広域避難計画では、
「ＵＰＺ圏内は、ＰＡＺ避難時に屋内退避（避難準備）し、ＯＩＬに基づき避
難・一時移転をする」
「ＵＰＺ圏外は、ＰＡＺ避難時に屋内退避の注意喚起がされ、ＰＡＺ等圏内から
の避難者を受け入れ、ＯＩＬに基づき避難・一時移転する」となっています。ＯＩＬの基準は「空間放
射量 20 µSv/h で１週間以内に一時移転、500 µSv/h になると１日以内に速やかに避難」です。つまり、
SPEEDIではなく、モニタリングによる実測結果によって防護措置の判断をするということです。福島原
発事故では、SPEEDIが活用されなかったため、放射線量が高い地域に逃げてしまい、被ばくする事態が
生じました。モニタリングとSPEEDIの組み合わせによる判断が必要です。
「原子力規制員会は、原子力災害発生時にいつどの程度（放射性物質）の放出があるかなどを把握する際、
気象予測のもつ不確かさ、不確実性を排除することができないので、緊急時の防護措置をとる判断基準
にSPEEDIは使わないという決定をしている」
（総務課長）
原子力対策指針には「プルーム（放射性物質を含んだ気体のかたまり）通過時の被ばくを避けるための
防護措置を実施する地域（PPA）の具体的な範囲、および必要とされる防護措置の実施の判断については
今後検討」と、記述されています。
「笠間市地域防災計画」にも「笠間市広域避難計画」にも PPA の概念が
ありません。だからSPEEDIの必要性が認識できないようです。PPAについて加筆を求めました。
「SPEEDIは予測システムなので、防護措置の判断には使われないが、とくにPPAの防護措置については、
参考として使われるものと理解している」
（総務課長）
「50 キロ圏内（PPA）の避難計画についても今後検
討していきたい」
（総務部長）
④安定ヨウ素剤は被ばく前に服用しなければ効果が薄い
安定ヨウ素剤は放射性ヨウ素が体内に取り込まれることを防ぐことはできませんが、放射性ヨウ素を
体内に取り込む前に服用すると、内部被ばくによる甲状腺がんや甲状腺機能低下症の発症リスクを低減
させる効果があります。したがって子どもたちが放射性ヨウ素を体内に取り込む前にいかに服用させる
かが課題です。
「安定ヨウ素剤は『地域医療センターかさま』で管理・保管する。全面緊急事態になった
ら国の判断に基づいて市が服用の指示をする。連絡手段の断絶等で国からの指示が受けられない場合は、
県や市が服用の判断をする」となっています。原子力規制庁によって「PAZ は事前
配布、UPZ は避難や一時移転等の際に迅速に安定ヨウ素剤を配布できる体制を整
備する」という文書が出されていますから、市の判断だけで事前配布とはならない
と思いますが、服用が必要な時に間に合うように配布できるのか質しました。
「医師、薬剤師、看護師等の医療関係者による支援体制の構築が今後の課題である」
（総務部長）
⑤実効性のある計画にするまでのロードマップを示せ
このまま14市町村の計画が出そろって、広域避難計画ができあがったとされてはなりません。実効性の
ある計画に向けて、いつまでにどの段階まで進めていくのかロードマップを示すよう求めました。
「14 市町村が計画を策定し、それを県が東海第二地域全体の緊急時対応にまとめ、国の原子力防災会
議から承認されるという流れになる。現在各市町村で計画策定中だが、避難先自治体と協定が締結され
ていないなど進捗状況にばらつきがあるので、ロードマップを示すのは難しい」
（総務部長）
「東海第二地域全体としての防災訓練などを重ねて、実効性を上げる努力をしていかなければ、国の
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原子力防災会議は承認しないものと考えている。そういうプロセス
の説明はできるが、いつの段階で何をするのかの説明は難しい」
（総

１月４日

笠間市新年賀詞交歓会

５日

連合茨城新春のつどい

７日

成人式

８日

笠間市消防出初

11日
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友部駅頭チラシ配布行動
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県市議会議長会研修
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ＰＣサークル

との擦り合わせについては「市は広域避難計画を策定することが責

社民党県連新春旗開き

務、事業者は新規制基準に基づいた安全対策を行うことが責務で、
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26日
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６日
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15日
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25日

地域医療センターかさまオープニング

27日

国際音楽アカデミーvol

28日

国際音楽アカデミーvol

29日

ＰＣサークル
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務課長）
プロセスだけでも市民に明らかにするよう求めました。
この５点以外にも「自治体ＢＣＰ（事業継続計画）の策定の必要
性」と「東海第二原子力発電（日本原電）の安全対策と避難計画の
擦り合わせ」についても質問しました。自治体ＢＣＰについては
「平成 30 年度に作成していきたい」
（総務部長）、事業者の安全対策

それぞれの役割が違うので事業者と計画をすり合わせることはな
い。しかし事業者が安全対策を実施した際には、事業者側が想定す
る事故のシミュレーションにも対応した訓練など東海第二地域全
体で対応を考えていく必要がある」
（総務部長）という認識が示され
ました。

「いじめ防止対策委員会」についても質問
いじめ問題についても今回取り上げました。新聞報道にもなっ
た岩間中学校のいじめ問題を「重大事態」と判断した経過と「医者
や教育問題の専門家など第三者委員が入った『いじめ防止対策委員
会』」
「学校や教育委員会と関係のないところにいじめ相談窓口」の
必要性について質問しました。
スクールソーシャルワーカーやこころの相談室で、電話相談も含
めた相談窓口を開いているので、それ以外に窓口をつくるという答
弁はもらえませんでしたが、
「いじめ防止対策委員会」については、
「専門家など第三者を含めた調査委員会や緊急いじめ防止対策委員
会のあり方について、条例化を考えながら検討している」
（教育長）
ということでした。
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