県議選で、東海第二原発の再稼
働・運転延長を 許す かどうかが 重
大な争点となって います県議会で
唯一、原発の危険性を 追及し、県
民の声を届ける日本共産党が前進
すれば、再稼働ストップ の大きな
力となるとともに、再稼働路線を進
める安倍政権への痛打となります。
発。さらに、重大事故を起こした
東京電力福島第１原発と同じ沸騰
水型であり、いずれの原発として
も運転延長の認可は初めてです。
原電は防潮堤建設やケーブルの
防火対策等の対策工事を２０２１
年に完成させ再稼働する予定です
が、老朽化し、被災した同原発の
再稼働には強い批判が集まってい
ます。

避難計画は不可能
しかも、同原発の３０キロ圏内
には、約９６万人が住み、人口密
集度は全国一。３０キロ圏内で必
要とされる避難計画を実効性ある
形で作成することは不可能です。
県は、過酷事故時に県バス協会
に約３０００台のバスと運転士の
提供を要請するとしています。し
かし、同協会は１１月６日、懇談

した共産党県議団に「３０００台
もの提供は不可能」「放射能が出
た場合は対応できない」と回答し、
県にも伝えていることを明らかに
しました。避難計画の前提が崩れ
ています。
東海第二原発の運転延長・再稼
働に、県民の大多数がきっぱり反
対しています。昨年８月の県知事
選の時にＮＨＫがおこなった調査
では、再稼働反対が７６％に。ど
の調査でも、県民の７割が反対の
意思を示しています。
「運転延長の認可」は、再稼働
が認められた事ではありません、
再稼働には、地元の同意を得る必
要が あるなどのハードルが まだま
だあります。
運動と世論を強めて、東海第二
原発の再稼働を許さず、廃炉にさ
せましょう。

意見書」が議員提案され、全議員
の賛成で可決しました。金子・高
村両議員も意見書に賛成しました。
最終日は２６人が傍聴（傍聴定
数３０人）し、陳情と意見書の採
決を見守りました。この意見書は、
常陸大宮市議会の総意として県知
事に提出されました。
東日本大震災以降、東海第二原
発関連の請願・陳情は７回提出さ
れましたが（はじめの３回は不採
択、その後の３回は趣旨採択）、
意見書を提出したのは今回が初め
てです。
共産党常陸大宮市委員会が４月
におこなったアンケートで、東海

第二原発に反対の回答は７６％に
達しました（賛成は８％、わから
ないが１５％）。「再稼働ストッ
プ」の市民世論をさらに広げてい
きましょう。

第４回定例議会は
１２月６日（木）開会します

請願・陳情は、１１月２９日（木）
までに提出してください。

２０１８年１１月 発行／日本共産党常陸大宮市委員会

日本原子力発電の東海第二原発
は、１１月２８日に運転開始から
４０年を迎える老朽原発です。原
子炉等規制法で原発の運転期間は
最長４０年と定められていますが、
規制委は１１月７日、同原発につ
いて、同法で１回に限って認めら
れている２０年の運転延長を認可
しました。
同原発は、東日本大震災で外部
電源が喪失し、非常用ディーゼル
発電機が水没するなど被災した原

県知事に「再稼働反対」

採択にすべきもの：廃炉を求める）
と報告され、全議員で採決した結
果、賛成多数で「一部採択」とな
りました。日本共産党市議団は、
金子議員が陳情書全部に賛成する
討論をおこない「一部採択」に反
対しました。
陳情書採決の結果を受け「東海
第二原子力発電所の住民同意のな
い再稼働に反対することを求める

電話 0295-52-2422 Ｆａｘ 52-2471
電話・Ｆａｘ 0295-53-7640

金子卓
高村功

の意見書を提出
第３回定例議会（９月議会）
最終日、おおみや平和の会から提
出された「東海第二原発の再稼働
に反対し、廃炉を求める意見書提
出を求める陳情書」の審査結果が
「一部採択」（採択すべきもの：
東海第二原発の再稼働に反対、不

国民の運動で原発ゼロ法案を
野党４党が提出しました。この
法案を力に「原発ゼロ」の日
本、再生可能エネルギー導入
へ転換します。

一番の景気対策は増税中止。
社会保障の財源は、空前の利
益を手にしている大企業と富
裕層に応分の負担を求めて確
保します。

日本共産党は、「安倍９条改
憲ＮＯ！」 の「３０００万署名」
にとり くみ、世論と運動、市
民と野党の力で改憲をストッ
プさせます。

消費税１０％増税ノー 原発ゼロ

９条改憲ノー
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金子卓議員 高村功議員

「携帯ページ」

日本共産党

地域創生部長答弁 支所は、地域
振興を一体的に推進するため位置
づけたものです。支所長の権限で
すが課長級を配置しました。予算
は、本庁に集約したことから規模
が減少しています。
高村議員 いわゆる「平成の大合
併」は国策として進められたが、
周辺地域では「これは吸収合併だ」
という声は依然として根強い。結
果として合併は周辺地域に「負の

市議会のホームペー
ジで一 般 質 問 の 録
画が見られます

水戸翔合同法律事務所

谷萩陽一弁護士

金子議員 県が子どもの入院費助

＊当日両議員が受付します

主催／日本共産党
常陸大宮市委員会

る今 こそ、 市 民 の目 線
か ら検 証 して い くべ き
と考えます。

＜申込み＞
090-1994-7696
（金子）
090-2498-4664
（高村）

まとめた冊子必要な方、連絡ください。

＊金子・高村議員の一般質問と答弁概要を

■酔富銘醸跡地について（跡地活用計画）

■常陸大宮駅周辺整備について（整備
事業の総事業費、改築駅舎の構造等、
駅東ゾーンの意向調査結果）

■子育て支援策について（子どもの遊
び場の維持管理、児童館の整備）

金子議員

■旧山方町諸沢の現状について（人口
減少と高齢化の現状、三太の湯の位
置づけと経済効果、県道改善）

■イノシシ対策について（イノシシ被
害の現状、被害防止対策の進捗）

高村議員

その他の一般質問項目

成を高校生まで拡充したことによ
り、今年１０月から県内３０の市
町村が入院・外来とも高校生まで
拡充することになります。当市も
対象年齢を高校生まで拡充する考
えはないのでしょうか。これにか
かる経費は２３００万円と議会で
答弁しています。
保健福祉部長答弁 慎重に検討し
ていきたいと考えています。

事前に ご予約
ください

遺産」を残したのではないか。周
辺地域をこれ以上、切り捨てては
なりません。合併１５周年を迎え

午後２～４時
文化センター２階会議室

梁が通行不能になったときの対応
は道路情報等の提供だけです。
東京新聞の聞き取りで、市の課
題として「複合災害は地震や風水
害の計画を準用する」と答えてい
ますが、複合対策への対応をこの
ように考えているのでしょうか。
市民生活部長答弁 複合災害につ
いては、本市の災害対策計画、風
水害、土砂災害対策計画などを含
めて対応することと考えています。
金子議員 県の求めに従い、実効
性のない避難計画を策定済みとし
たのでは、市民のくらしは守れま
せん。当市の策定済みを取り消す
べきと考えます。
市民生活部長答弁 現時点で策定
し得る実効性のある計画と認識し
ています。

１２月１２日（水）

市議会のホームペー
ジで 一 般 質 問 の 録
画が見られます

教育長答弁 １２月議会で工事費
を計上し、２月中には工事契約し
たい。春休みに集中工事をおこな
い、７月までに稼働できるように
したいと考えています。
高村議員 工事に当たっては地元
業者に発注すべきと考えます。
教育長答弁 現在協議しているが、
地元業者への発注も含めて検討し
ていきます。

ざす請願書」も本会議で採択されまし

高村議員 地域に最も密着し、そ
の最前線である支所が縮減されて
いる。職員数は合併時の４分の１。
支所長にもっと権限を持たせ、一
定の予算を確保すべきと考えます。

９月４日に開会された第３回定例

て反対討論をおこないま

後期高齢者医療特別会計、高すぎる
水道料金の上水道事業会計に反対し
ました。
金子・高村両議員はそれぞれ分担し

会計（事業勘定）、保険料を大幅に引
き上げた介護保険特別会計、戸別浄
化槽整備特別会計、高齢者の利用料
を大幅値上げした温泉事業特別会計、

た。
決算認定で、日本共産党市議団は
平成２９年度の一般会計決算、また、
高すぎる国保税の国民健康保険特別

果、条例改正案と請願・陳情の審査結
果が本会議で報告され、採決し閉会し
ました。
請願では、「教職員定数改善と義務
教育費国庫負担金堅持のための政府

議会は最終日の９月２１日、各常任
委員会に付託された決算認定と小中学
校エアコン整備工事実施設計委託料
４０６３万円等の補正予算の審査結

日本共産党・高村功議員は小中
学校へのエアコン設置に至る具体
的スケジュールの確認と、地元業
者への工事発注について質問しま
した。

９月１９日に質問

予算に係る意見書採択を求める請願」
は本会議で採択され、意見書を可決し
提出しました。「市道１０３０９号線、
１０３１０号線、及び１０３１１号

した。

日本共産党・金子卓議員は東海
第二原発についての質問の中で、
原子力災害広域避難計画の実効性
について質問しました。
金子議員 市は今年２月に広域避
難計画を策定済みとしていますが、
複合災害への対応は、避難先が被
災した場合の第二の避難先の確保
とあるだけで、当然ありうる大規
模地震等により被災し、道路や橋

９月１９日に質問

高村功議員
線の道路改良に関する請願書」と「市
道３０９６４号線早期全面完了をめ

金子卓議員
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