反対討論＝２０１８年３月１６日

最終稿

福島かずえ

日本共産党の福島かずえです。
私は日本 共産党 宮城 県会議員団 を代表 して 、今議会に 提案さ れた 議案１０３
件のうち１９件に反対して討論します。
反対する議案番号とその理由については以下、順次申し上げます。
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初めに予算関連議案について、６点に整理して述べます。
第一は、復興予算についてです。
大震災から七年が経ち、被災者への支援は重要な局面を迎えています。
一つは、 医療や 介護 費の全額補 助など 、国 が期限を設 けてい るた めに、住ん
でいる自治 体によ って 支援策が終 わり、 あっ てはならな い自治 体間 格差がいっ
そう激しく 生じて いる ことです。 被災者 生活 再建支援金 も福島 県や 岩手県は基
礎支援金の申請期限をさらに延長しているのに、宮城県はこの４月 日で終了
します。百万円から三百万円の支援金を受け取れる世帯が仙台市だけでも、
千世帯ほど残されているのに、その窓口を閉じます。
二つめは 、家賃 がか からなかっ た仮設 住宅 を退去した ため、 家賃 や住宅ロー
ンなどの支払いが多くの被災者の経済的負担になってきています。
三つ目は、震災孤独死と、「関連死」と思われる被害が増えていることです。
四つ目に、
「在宅被災者」と言われる、支援が行き届いていなかった方たちの
存在がようやく明らかになっていることです。
被災者の いのち と健 康を守るこ とや安 心し て暮らせる 住まい を保 障する支援
策はますます充実が求められていきます。
ところが知事は、
「市町村の判断を尊重する」と言って、被災者医療にはお金
を出さず、災害公営住宅の 年
6 目からの家賃値上げにも、県としての役割を果
たそうとしていません。
第二に医療・福祉への取り組みの問題です。
２０１９年度で廃止が決まった循環器・呼吸器病センターでは、職員 34
人が
再就職先に 栗原中 央病 院を希望し ていま すが 、１７名程 度の看 護師 しかその見
通しがたち ません 。職 員を苦境に 追い込 む廃 止を前提と する病 院機 構運営費予
算は認められません。
大崎市民 病院の 救急 救命センタ ーへの 救急 医療施設運 営費補 助金 が、１億２
０００万円 から９ ９０ ７万円に減 らされ 、２ ０２０年度 まで段 階的 に減額され
ます。大崎市民病院に救急患者が集中している中での補助金カットは反対です。
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債権回収 の民間 会社 委託が母子 父子寡 婦福 祉資金は今 年度途 中か ら、すでに
行われてお り、旧 拓桃 医療療育セ ンター 使用 料は新年度 から始 まり ます。債権
回収は、あくまで生活実態をふまえて行政の責任で解決すべきです。
母子父子 寡婦福 祉資 金特別会計 補正予 算は 、債権管理 システ ムに マイナンバ
ーを接続す る予算 ５０ 万円を計上 してい ます 。インター ネット への 不正アクセ
スや誤送付 など、 全国 で情報漏洩 が問題 とな る中、マイ ナンバ ーに 接続するシ
ステム改修費は認められません。
国民健康保険の県単位化によって国民健康保険特別会計が設置され、
１９４３億 円計上 され ています。 県の納 付金 の決定によ って各 市町 村の住民の
保険料がどうなるのかが、具体的に示されないままの予算審議であり問題です。
また、県 単位化 によ って導入さ れた保 険者 努力支援制 度は、 健診 受診率や収
納率などで 国の交 付金 の配分に差 をつけ 、都 道府県と市 町村に 医療 費抑制を競
わせ、住民には督促強化を強いるものでやめるべきです。
第三は、こどもたちへの支援が全国の最低水準にあることです。
毎年県民から強い要望があがり、県議会でも請願を採択してきた私学助成は、
県単補助を半減させ、県民の願いに逆行しています。
「３５人 学級」 につ いて、郡和 子仙台 市長 が中学校全 学年で の実 施に踏み出
しましたが 、村井 知事 が「哲学の 違い」 と言 って背を向 け続け てい るのは大問
題です。
また国際 バカロ レア の仙台二華 高校へ の導 入は、教育 関係者 の協 議や検討を
抜きに、知事のトップダウンで進められ、同意できません。
東日本大 震災み やぎ 子ども育英 基金は 、震 災遺児・孤 児の支 援に 寄せられた
寄附金を流 用する 方針 に転換した 結果、 遺児 ・孤児に届 けられ る支 援金は集ま
ったお金の ３４％ だけ です。岩手 県や福 島県 の半分程度 の支援 金額 にとどまっ
ている現在の制度設計をあらため、支援金を倍額にすべきです。
第四に、環境保護と住民の立場にたっていない環境・エネルギー政策です。
石炭火力 発電所 であ る仙台パワ ーステ ーシ ョンと周辺 自治体 との 協定細目に
おいて、「（事業者側が）環境コミュニケーションを自主的、積極的に推進して
いるとは決 してい えな い」という 自治体 の意 見を県は非 開示に して いました。
事業者と県 に都合 の悪 い情報を隠 してい るよ うにしか思 えませ ん。 石炭火力発
電は時代遅 れのも ので あり、地球 温暖化 防止 に逆行して います 。周 辺地域の環
境への悪影 響を調 べる ため、少な くとも ２箇 所の常時観 測施設 が必 要にもかか
わらず、これに応えようともしていません。
放射能汚 染廃棄 物の 焼却処理の 安全性 への 疑問が払拭 されて いま せん。それ
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なのに「安全性が確認されている」として、焼却処理をすすめるのは問題です。
「国の言う ことを 信じ てやってい く」と 答弁 されていま すが、 厚生 労働省のデ
ータ違いや財務省文書の改ざんなどが生じています。「国の言うことを信じる」
だけでは、県民の命も暮らしも守れません。県が自ら安全性を証明できるまで、
焼却処理を中止するよう強く求めます。
水素エネ ルギー は自 動車に活用 すると なる と極めて非 効率的 です 。電気をつ
くり、その まま電 気自 動車として 利用し た方 が遥かに効 率的で す。 燃料電池自
動車（ＦＣ Ｖ）に 特化 した予算の あり方 はた ださなけれ ばなり ませ ん。見直し
を強く求めます。
第五に、
「創造的復興」の名で推進されてきたハード優先の施策や誘致企業へ
の便宜、民間化に委ねる取り組みに矛盾と問題が広がっていることです。
住民合意 の無い 防潮 堤整備は強 行すべ きで はありませ ん。同 時に 、途中であ
っても、地 域と生 業の 再興との矛 盾が生 じた 箇所は見直 しを含 めた 対応を求め
ます。
３００億 円とい う巨 額を投じる 広域防 災拠 点事業につ いて、 すで に土地基金
で買い取っ た９６ 億円 余の土地代 金を戻 すた め、土地取 得特別 会計 に約１０億
円が計上さ れてい ます 。宮城野原 という 場所 選定の不透 明さ、 長町 利府線断層
帯の直近に 整備す るこ との問題点 、国の 指針 とも整合性 が無い こと などから、
この土地取 引には 同意 できません 。ＪＲ 貨物 に対する移 転補償 は、 新年度も前
年同額の約１９億円が予算化されましたが、肝心の協定書が締結されておらず、
前年度分は 繰り越 しと なっていま す。県 議会 に算定根拠 も示さ れな いままであ
り、認められません。
仙台北部 工業用 水道 の濁度対策 事業と して 、発展税か ら新年 度は ８５６７万
円、今後３ 年間で 合計 １２億６７ ６万円 も出 すのは問題 です。 濁度 対策は企業
局の責任で対応すべきです。
「整備費用を料金に転嫁することはユーザー（であ
る企業）から理解が得られない」という、説明は納得できません。
上工下水 一体官 民連 携、民間化 のため 、公 共施設等運 営権設 定業 務委託費が
新たに組ま れまし た。 事業条件の 整理、 事業 スキームや 事業者 選定 の方法、実
施方針や要 求水準 書案 の作成、Ｖ ＦＭの 検討 分析など、 上工下 水一 体の民間化
の骨格部分 が、そ のま ま委託の対 象です 。あ まりにも前 のめり の予 算となって
おり、２億円の委託費が予算化されている特別会計に同意できません。
第六に、 財政運 営に ついて、震 災以来 の「 ためこみ」 手法が 依然 として継続
されている一方で、必要な施策が滞っていることです。
県内５箇 所の高 等技 術専門校の 狭隘化 や老 朽化対策の 施設費 が、 年々縮小さ
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れ、新年度 は、わ ずか １５３９万 円にさ れた ことです。 こんな こと では、とて
も計画的な 設備や 機器 の充実はで きませ ん。 こういう予 算を削 るの はやめるべ
きです。
税収増と 歳出抑 制に よって生ま れた余 剰金 を年度末に 各種の 基金 に積んで、
黒字を少な く見せ る手 法が震災以 来続い てい ます。この ３年間 、２ ０１５年度
補正で約１００億円、 年度補正で約３０億円、 年度補正で約４０億円を積
んでいます 。その 結果 、例えば２ ０１０ 年に は５３０円 しかな かっ た「県庁舎
等整備基金」はいまや１３９億円まで膨らみました。
他方、医 療費や 住ま いの確保な ど本当 に必 要な被災者 支援や 住民 に求められ
ている福祉 や医療 、介 護、教育に はお金 をケ チるという 財政運 営が 進められま
した。各種 基金に 巧妙 にお金をた めこむ やり 方をやめ、 県民や 被災 者を主役に
した財政運営に転換することを強く求めます。

議第１８号議案、
「職員定数条例の一部を改正する条例」は、学級数が減少し
たとの理由 で学校 教職 員定数を６ ４名削 減し ようとする もので 、教 員を減らす
ことに反対です。

次に、予算外議案について述べます。
議第１７号議案、
「介護医療院の施設に関する基準を定める条例」は、医療費
削減のため に、ベ ッド を減らし、 医療の 必要 性も介護度 も高い 患者 さんをより
安上がりな施設に移行させようとするもので認められません。

なお、介 護機能 構築 事業費１８ ８７万 円は 、マンショ ンや災 害公 営住宅等に
おいて特養 ホーム と同 等の介護機 能の構 築に 向けて、人 的体制 や施 設基準の規
制緩和につ いて調 査・ 研究を行い 、モデ ル事 業を行うた めの予 算で す。専門性
の後退と安上がりな介護につながりかねない懸念を指摘しておきます。

以上の理由で議第１号、３号、４号、１０号、１２号、１４号、１５号、
１１２号、１１４号、１２０号の各号に反対します。
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議第３７ 号、４ ０号 、４２号、 ４３号 は、 介護保険法 、障害 者総 合支援法、
児童福祉法などの法律を一括して改定した「地域包括ケア強化法」に基づいて、
介護サービ ス及び 障害 者福祉サー ビスの 人員 、設備及び 運営に 関す る基準を定
める条例で す。こ れら の条例で新 設され た「 共生型サー ビス」 は、 障がい者の
サービス利 用を抑 制す る「６５歳 以上の 介護 保険優先」 を固定 化さ せるととも
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に、介護と 障がい 者福 祉それぞれ の専門 性を 蔑ろにし、 少ない 人手 で安上がり
な福祉を進めることになり、いずれも認められません。
議第４７号議案、
「国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する等の条
例」で定め られた 「交 付」の拠出 金負担 の規 定は、災害 等で被 害を 受けた市町
村の住民の保険料値上げを招くもので反対です。
議第１２８号議案、
「民間資金等活用事業検討委員会条例の一部を改正する条
例」は、い わゆる ＰＦ Ｉ法の改正 に基づ くも のです。２ ０１３ 年の 法改正以降
もそのまま にして 、２ ００９年以 降開か れて こなかった 検討委 員会 を新年度に
開く理由は 、私ど もが 懸念と反対 を表明 して きた、上工 下水一 体官 民連携、民
間化をすすめるためであり、同意できません。
議第１２９号議案、
「住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例」は一昨
年、同事務 事業に おい てマイナン バー利 用を 可能とした 条例改 正と 一体のもの
であり、個 人のプ ライ バシー保護 、情報 漏れ の防止の観 点から 、賛 成すること
はできません。
以上、反対する各号議案についてその理由を述べてまいりました。
新年度は 、東北 電力 が女川原発 ２号機 再稼 働に地元同 意を求 める 可能性が浮
上していま す。適 合性 検査に疑問 がもた れ、 十分な避難 計画も まだ できていま
せん。地元新聞の調査でも７割の県民が再稼働に反対しています。
こういう時に、知事が県民の不安にこたえ、安全安心を守る立場に立って、
「再
稼働には反 対」と 明確 に意思表示 できな いこ とは、とて も残念 だと 申し添えて
討論といたします。４６１０字
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