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4 月２２日開催の取手市臨時議会は、国の昨年度第３次補
正予算の取手市交付金を主とする第３次コロナ感染防止
対策予算を議決しました。
コロナ新規感染者が連日 1000 人を超え、
「医療崩壊」
に直面する大阪。変異ウイルスとともに、全国に広がる感
染拡大は深刻な事態です。今こそ、政府も地方自治体も、
ワクチン接種とともに、無症状の感染者からの感染を抑え
込む大規模検査、医療機関への補償と支援拡大が急がれ、
くらしと営業を守る対策強化が求められます。

①市民生活支援

１億 828 万 1 千円

テレワーク移住促進補助、ＧＩＧＡスクール環境整
備、修学旅行や校外学習の延期に対する支援、新生
児特別給付金（1 人当たり 2 万円給付）など

②経済支援

1 億 10 万８千円

新型コロナワクチン接種施設協力、事業所などコロ
ナ感染防止対策補助、指定管理者施設休業支援など

③感染拡大防止

臨時議会で議決された２０２１年度
一般会計補正予算は、政府の第３次地
方創生臨時交付金３億８５８２万円を
活用した４億５２４８万 1 千円を取手
市第３次新型コロナ対策予算とするも
のです。

市の補正予算は「新型コ
ロナ対策」としていますが、
古くなった施設の整備更新
や 不 急 の事 業 も見 ら れ ま
す。
２０２１年度取手市当初
予算のコロナ対策は、
「新生
児への２万円給付」が唯一

でした。
ところが、今回の補正予
算では、「新生児への給付」
総額１３０７万２千円の財
源を変更し、国の交付金で
賄うなど、市独自の対策に
消極的なものです。

６５歳以上と基礎疾患の
ある人にＰＣＲ検査助成を
行なってきた日立市・龍ケ
崎市では、助成を全市民対
象に広げました。
検査で無症状感染者を発
見・隔離することで、コロ
ナ封じ込めに力を入れる自

治体が広がる中、取手市は
独自のＰＣＲ検査を行って
いません。感染防止対策へ
の市長の本気度が問われて
います。
日本共産党は、ＰＣＲ検
査拡大へ取手市独自の対応
を強く求めました。

2 億 5885 万 8 千円

在宅型テレワーク導入、分散勤務体制強化、保育所・
小中学校・公共施設感染症予防対策など
18問 考 に 「
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ついに悪夢が現実にな
る。水道料金の値上げ、い
や暴騰である。これまでの
値上げは 110～120％ 程度
のものだったが、これから起
きる値上げは 150～200％ に
も上る。理由は二つ。①将来
人口を過大に予測しそれに
合わせて水需要予測を立
て、無用な水源開発をして
きたからだ。水道料金は割り
勘になる。100 万人分の保有
水源を 100 万人で分ければ

◆日本共産党取手市委員会の見解を紹介します。
302-0011 茨城県取手市井野 3‐19‐5
☎ 0297-72-7816 Fax 72-7817
https://toride-jcp.com

原 禮 二（茨城の水問題を考える市民連絡会）

適正だが、300 万人分の水
を 100 万人で分ければ 3 倍
も負担が大きくなる。②水道
管や浄水場などの施設は水
需要予測に合わせて増設す
る。だから水源開発と同様に
過大な設備を抱えていたこ
とになる。その設備が耐用
年数を過ぎ一斉に更新しな
ければならなくなった。本来
なら減価償却引当金をもっ
て充当するのだが、それを
してこなかった。どれもが何

十年も前から予測されたこ
とだ。当事者なら分かってい
た筈のものだ。確信犯とい
ってもいい。
次に見せられる悪夢は
「水道の民営化」だろう。だ
が水道事業は総括原 価方
式といって水道料金で賄う。
だから水道事業は水道料金
を払っている私たちのもの
だ。好き勝手は断じて許して
はならない。

遠藤 哲人さん
NPO法人 区画整理・再開発
対策全国連絡会議事務局長

パネリスト
市民と市民団体代表、専門家、
市議会議員など

明るい取手
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「潤いと活気に満ちた都心の形成と都市基盤の
整備を図る」・・・と、１９９３年にスタートし
た土地区画整理事業は、２１年３月までに事業費
約１７７億円を執行（総事業費１９９億円）し、
２３年３月完成予定の大詰めを迎えています。
今回は、西口開発の現状について、４月１６日、

取 手 駅西 口 交通 広場 完成 イ メー ジ
(取手市ホームページより)

交通広場は、区画整理によ
って４１００㎡から５５００
㎡に拡大。車道路線の増設、
歩道拡幅、バリアフリー施設
を設置するなど、安全性と利
便 性 向 上 を図 る と して い ま
す。

市からの聞き取りの内容をもとにお知らせします。

しかし、一部権利者の同意
が得られないままの工事で、
今後の困難が予想されます。
交通広場の拡大に応じて、ペ
デストリアンデッキも１００
０㎡から１５００㎡程度に拡
大される計画です。
Ａ街区再開発高層住宅と公共公
益施設・商業施設の整備イメージ

市は、区画整理後のＡ街区の土地
利用を、住宅・商業施設・公共公益施
設・駐車場など計画する市街地再開
発事業を行うとして、コンサルに委
託・調査した報告を２０１７年と１
９年に公表しました。２０１９年に

交通広場の整備を前に、現
在工事中のＡ街区に暫定交通
広場を今年秋ごろまでに整
地。その後交通広場の本整備
に進みます。
交通広場の竣工で区画整理
事業は完了し、その後Ａ街区
に再開発事業（タワーマンシ
ョンなど）が組合施工で進め
られる予定です。

は権利者による準備組合設立。組合
では、株式会社大京と戸田建設株式
会社を事業協力者に迎え、コンサル
の調査結果をもとに、再開発事業の
検討を行っています。
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Ａ街区再開発事業（タワマンなど）
検討中の概要（２０１９年コンサル調査報告）
用途区分

施設規模

公共公益・商業施設

専有面積：約１０,５００㎡

住宅施設

最大で ２５０戸

駐車場・駐輪場

不 明
地上３０階・地下１階・高さ１１０ｍ
延べ床面積：約４７,８００㎡

建築物規模

衆院選の前哨戦となる３
つの国政選挙（衆院北海道
２区、参院長野選挙区の補
選、同広島選挙区の再選挙）
が、２５日投票でたたかわ
れています。

３つの選挙で野党統一候
補が勝利することは、菅政
権を追いつめ、秋までに行
われる衆院選挙での政権交
代の流れを作る上で、大変
重要な選挙です。

資金計画概要（２０１７年コンサル調査報告）＝事業費の財源
住宅 300 戸 地上 34 階建の例（2019 年調査報告は資金計画を示していない）

再開発補助金（国・市で２／３）
保留床処分金
計

３５億７４百万円

２４.２％

１１２億１９百万円

７５.８％

１４７億９３百万円

１００％

●再開発補助金：再開発法による国・自治体の補助割合。
●保留床処分金：権利者の取り分を除くビル床を売却し工事費を生み出す主
な財源。

＊上記２つの表は、市が委託したコンサルから調査・報告され、準備組合
が計画のベースとして検討している再開発ビルの主な内容と、規模と事業
費・財源などを示すものです。
補助金は、都市再生特別措置法（立地適正化計画）
、取手市再開発事業補
助金による大幅かさ上げ。市が、公共施設を設置するビル床購入に３０億
円を超えて投入する計画です。

権利者は大半の土地を失い、市は、民間の開発事業に６０億円
を超える税金投入が見込まれるハイリスク。
日本共産党は、Ａ街区再開発事業は中止・見直し。とりわけ
「コロナ禍」下での計画の凍結を求めています。

５月２日（日）午後２
時からインターネ ッ
ト・ユーチューブ で
「日本共産党オン ラ
イン演説会」を開催し
ます。
日 本 共 産 党 書 記局
長小池あきら参院 議
員が、オリンピック中
止、コロナ感染抑止、
「政治とカネ」、日本
共産党のめざす社 会
などお話します。

大 型 画 面 で み んな
で視聴します。ぜひ身
近な視聴会場にご 参
加ください。

取手福祉会館
２階Ⅾ会議室
他､取手市内10 会場で
どなたも入場無料です。
お問い合わせ
0297—72—7816

