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３ 月定例議会
弱 者 切 り捨 ての
那珂市予算

るだけ、保険料が高くなります。平成

年度は２２７０件と増

年度の審査件数が２１８７件に対

して、平成

・８％も減っています。認定さ

えているにもかかわらず、介護認定率
は

後期高齢者医療費も
値上げ

４月から１２５０円上がり
年間５万１３２０円に

ています。「応益割」部分を、国の負担

で引き下げるとともに、低所得者に対

する広範な保険税の減免制度をつく

り、逆進制を改善することが急務で

す。

那珂市の本年度の予算では、市独自

に一般会計から１億円、基金から１億

歳以上の

お年寄りを家族と分離し医療も差別す

円繰り入れていますが、焼け石に水と

後期高齢者医療制度は

険料は上がり、サービスは低下してい

るものです。民主党は廃止を公約して

いったところです。特定健康診査はな

れるのがむずかしくなっています。保

るといえ ます。

いましたが、負担は増えるし、サービ

くなりま した。

日本共産党は反対

国が保険料の負担割合を抜本的に増

スは削られるというのが現実です。日

年度の予算

の審議が行われました。東日本大震災

やすことが不可欠です。その間、自治

本共産党は茨城県の広域連合の決算剰

７号の人は所得基準額が200万円以上の人であったが190万円に引き下げられた

３月議会は主に平成

の影響などで市税は７・８％の大幅な

体の一般会計からの繰り入れも積極的

億円、県の「後期高齢者医療財政安定

本年度の水道事業会計予算は営業収
化基金

国 は 八ッ 場 ダ ム な ど 、 自 然 環 境 の 破

ば

しかし、保険料の値上げが実施さ

壊、財政負担など様々な問題を引き起

ん

れ、一人あたり年間５万１３２０円と

こしてきましたが、いったん中止した

や

なり、１２５０円の値上げです。後期

この公共 事業を また復 活さ せました 。

利水目的を失い、治水効果もわずか

で治水面の必要性もなくなっていま

す。さらに、このまま建設すれば多く

の弊害を生み出し、子孫に大きな負の

遺産を残 すこと になり ます 。

那珂市が県から買い取っている水は

％ですが、この無駄な公共

り、所得がなくても保険料が課せられ

り〟で課せられる「応益割」部分があ

など無駄な建設を止めるよう続けて国

なります。那珂市としても八ッ場ダム

工事の負担金がなくなれば県水は安く

全体の

ます。そのため低所得者ほど所得に対

や県に求 めてい くべき です 。

す。国保税は所得にかかわらず〝頭割

など〝国保の貧困化〟がすすんでいま

失業者の国保への流人、自営業の廃業

「雇用破壊」による非正規労働者や

国保税の引き下げを

ダブルの 保険料 値上げ とな ります。

高齢者にとって介護保険料とあわせて

上げを中 止する よう求 めて きました 。

います。

益も営業外収益もマイナスを見込んで
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億円をすべて取り崩して値

21

水 道 料 の値 下 げを

減収を見込んでいます。国庫支出金

余金

億 円 、 医療 費 給 付 準 備 基金

にすべき です。

減らされています。生活保護では老齢
加算金がなくなり、病気になりやすい
高齢者に 厳しい ものと なっ ています 。

人と逆転していま

学童保育の指導員は、常勤が
人、非常勤が

す。保育所入所希望は増えているの
に、人所できなくて、認定外保育所で
待機しています。認定外保育所は市内
に９か所ありますが、狭くて保育に向
かないところもあります。どの子も環
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境の良いところで保育できるよう、公
的責任で 保育所 を増や すべ きです。
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４月 から引 き上 げ
％増となっています。高齢
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する負担率が重い逆進制が著しくなっ
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は、子ども手当てや生活保護負担金が
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化で介護サービスを利用する人が増え
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『なんでも電話相談』 （無料）
TEL/FAX 029-298-2064

木村静枝の

の結果を文部科学省でデータを解析
し、マップにするようなことを間いて
いる。市としても、その結果を公表し

キロ

ていきた い」と 答弁が あり ました。
また「東海第２発電所から

キロ メート ル

メートル範囲の地図もほしい」と要求
し た の に 対 し 、「 今 後
という範囲が明確になれば、新しくつ

など高い所があります。木村議員はそ

域ですが、木の下や雨樋の下、通学路

那珂市は放射能汚染が比較的低い地

ほうがよいということになれば配布し

具体的な話が出て、各家庭に配布した

てほしい」との要求には「国、県から

「安定ヨウ素剤は事前に各戸配布し

学校給食１食分の放射線量を毎回測

「現在、市が使っている測定器は、測

う？

みどり 親も自己責任にな

児童福祉法に

は、市町村の保育実施義務が

ると大変だし、子どもヘのし

みどり

うたわれているんでしょ。な

年以来、認証

わ寄せが加速するだけよ。

はるか

のに、６万人を超えるとは。

国は一体何をしてきたの？

保育所で死亡事故は急増して

機 児 童 ゼ ロ 作 戦 」 とい っ て

みどり 待機児童解消のた

自公政権は「待

僚が頭を抱えていた。こ

「定員弾力化」と基準の低い

め保育所をつくるのにいくら

はるか

の春、２年連続で娘さん

認証保育園を受け皿として推

いるそうよ。

が認可保育所に入れなか

かかるの？

万人の保

育所建設に必要な予算は、国

はるか 年間

詰め込みのことでしょ。安上

の補助率を上げても１４００

「弾力化」って

がりに済ませたってわけね。

億円といわれているわ。「１

みどり

進してきたわ。
厚生労働省
月の全国の待

民主党政権は政

設」といったのに、 〝詰め込

権 公 約 で 「 認 可 保 育所 の 増

いるけど、無駄を一掃するだ

００億円をつぎ込もうとして

㍍１億円」の道路建設に４０

はるか
みどり この問題が言

み路線 〟をさらにすすめたう

だわ。

われて久しいけど、ちっ

けで可能よ。

子どもを合わせると待機

り、子どもをもっと詰め込む

は 保 育 士 の 人 件 費 を削 っ た

し んぶん 赤

４ 月７日 付

（ ２０１２年

しかないね。

基準の引き上げ

認可保育所の増設と今の保育

預けられる保育のためには、

ったなし。だれもが安心して

みどり 子どもの成長は待

え、保育を市場化する「子ど

も・子育て新システム」を狙
っているわ。

もうけの対象に

育がもうけの対象にされるっ

市場化って、保
いる子どもは含まれてい

てこと？

みどり
ないのよ。保育ママなど

はるか
児童はゆうに６万人を超

旗 より）

えるのよ。

ことだって考えられるでしょ

もうけのために

地方単独事業を利用する

など認可外施設に通って

認可に入れず認証保育園

はるか 発表数には、

安上がりの対策

とも減ってないわ。

人と発表したけど、深刻

機児童数を４万６６２０

が、昨年

はるか

った。

みどり 職場の同
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一般質問
福島第１原発事故によ
る 放射能汚染に対して
市民が安全で安心でき
くりかえて配布しなければならないと

のようなホットスポットも含めて市が

たいと思う」との答弁でした。木村議

る対策を

測定し、那珂市全体の放射能汚染マッ

員は安定ヨウ素剤の各戸配布について

考えてい る」と のこと でし た。

プを作り、市民に公表するよう求めま

は、以前にも２回ほど一般質問で取り

マイクロ

見えてき ました 。

上げていますが、やっとその方向性が

した。
市民生活部長は「公共施設、学校、
公園等最低でも月１回は測定し、公表
している。国の基準０・

定することを求めたことに対しては

シーベルト（１時間あたり０・

「可能である」ということでした。た

加えた数値）範囲内におさまってい

定下限値が１キログラムあたり

だし 、前 日の 食材 にな ると のこ とで す。

る。公園の樹木の下は基準を超えてい

クレルで、それよりも低い線量をはか

マイクロシーベルトを

るところもある。高い線量が出た場合

るには、ゲルマニウム半導体検出器を

ベ

は、その部分を除染している。市内全

いう教育 次長の 答弁で した 。

購入しなければならないが、高価なの

日までに把握し、そ

域については、空間線量測定機が付い

間線量を今月
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で今のところ購入は考えていない」と

放射線０・

イクロシーベルトに自然界から受ける
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マ
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た自動車でくまなくまわり、市内の空

04
27

待機児童 ちっとも減ってないわよね

