原発事故「ホットスポット」

市立病院移転・建替え問題

放射能汚染から
子どもたちと市民を守れ！

分な広さの敷地が確保できること︑病

﹃市議会特別委員会﹄中間報告で

市立病院建替え問題を検討する﹃市

でいることなどを考慮︑
﹃千駄掘地区﹄

院関係者も当地区への移転を強く望ん

会本会議で市側が提案していた市立病

が最適地であると判断︑現市立病院の

議会特別委員会﹄は︑９月 日の市議

院の﹃千駄掘地区﹄への移転・建替え

移転地として了承しました︒

10月15日号の『広報まつど』には、「市議会
で東松戸病院の上本郷移転を含む市長案全体が
評価された」と記述されているなど、まったく
事実に反します。
市議会では、
「東松戸病院のあり方は引き続き
議論すべき」としており、東松戸病院の移設に
ついてはまったく触れていません。
日本共産党は、10月17日、本郷谷市長に記事
の撤回と市民と議会に謝罪をするよう求める抗
議文を提出しました。

について﹁課題は多いが基本的に尊重

する﹂との中間報告を行いました︒

日本共産党は︑市の中心部に位

置し︑将来の建替えを見通して充

六〇〇床規模で

﹃ど う す る 市 立 病 院 建 替 え﹄で︑パ ネ

リストとして参加した医師は﹁松戸市

では救急車のたらいまわしもなく︑小

児の来院時心肺停止︵脈と呼吸が停止

している状態︶の救命率は ％で全国

平均の３倍以上とダントツに高い﹂と

述べ︑それを支えているのが６００床

の総合医療だ﹂と力説しています︒

三次救急︑
小児・
周産期医療の充実を

市立病院は︑救急救命センター︑地

域がん連携拠点病院︑小児・周産期医

療などの機能を持ち︑東葛北部医療圏

で唯一の中核病院です︒

急性期総合医療と小児・周産期医療

の両機能を果たすには６００床︵成人

４５０床＋小児周産期１５０床︶がど

うしても必要です︒

日本共産党が主催したシンポジウム
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「東松戸病院の上本郷移設が評価
された?」などと事実無根の記事が

27

﹁千駄堀移転﹂が最適地と判断︑了承

日本共産党は
こう考えます

日本共産党は、市立病院建替え問題について
①600床規模を維持すること
②二つの公立病院を守ること
③国・県の財政的支援を強く要求すること
④医療技術の進歩や将来の建替えを見通し
て充分な広さの敷地が確保できること
の４つを重点に検討してきました。
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市立病院と東松戸病院への
税金投入
2007

2008

2009

2010

『民営化』の計画は撤回を！
3年前に市は、赤字脱却のために、市立病院の経営形態を
独立行政法人化など「民営化を検討する」と言い出しました。
しかし、『民営化』された公立病院では、患者よりも経営
の効率化が優先され、「食事代が値上げされた」「病院の個
室ベッドが大幅値上げされた」など、患者負担が大幅に増
えています。
『赤字』を口実にした『民営化』計画は、撤回すべきです。

万円で︑これもこの間︑医師の給与
削減などによって年々減少していま
す︒しかし︑こうした取り組みには
限界があります︒
いま︑求められるのは︑県立病院
の黒字化にみられるように︑医師・
看護師確保に全力をあげることで
す︒市立病院の閉鎖されたままの
床の病棟を１日も早く再開すること
で︑医業収益は大幅に増加︑黒字化
への転換が可能となり︑
﹃赤字経営﹄
からの脱却への展望が開けます︒

税金投入(総額)
33億1700万円 29億3700万円 30億2300万円 26億2600万円
うち法定内繰り入れ 21億1900万円 19億2300万円 20億6700万円 17億8500万円
その他
1億7600万円 1億1400万円 2億5400万円
2億500万円
実質赤字
10億2200万円 8億7200万円
7億200万円 6億7200万円
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̶市民との共同で政治動かす
おもな取り組みと成果
5月 12日

市長交渉
市による放射線量測定と公表が実現

26日

教育委員会申し入れ
プールのヤゴ採り中止、弁当持参の許可、
「除染」など学校での対応がとられる

放射能問題で一般質問
民間保育所や幼稚園などの測定、
「広報ま
つど」での周知、農作物などの測定器購入、
市民による「除染」の実施につながる

27日

市長へ緊急申し入れ
年間1mSvを目標とした市の独自基準が
設定される（8月末）

国の医療改悪が市立病院﹃赤字﹄の要因

10

市長は︑﹁市立病院は多額の﹃赤字﹄
となっているので︑新病院の病床数
を削減すべきだ﹂と主張しています︒
しかし︑市当局でさえ︑赤字の要因
を﹁診療報酬のマイナス改定︑医師・
看護師不足などによる﹂としていま
す︒
最大の原因は︑民間病院では担う
ことができない市立病院が果たして
いる政策医療にたいし︑現在︑国・
県の直接支援がほとんどないことで
す︒これらの問題こそ︑改善されな
ければなりません︒
2010年度の市立病院
への税金投入は約 億円で
す が︑そ の う ち 約 億 円 は
﹁法定内繰り入れ﹂という公
立病院に対する法律に定め
られた繰入で﹁必要経費﹂で
あり︑赤字ではありません︒
実際の赤字は6億7200

元の声にも反するやり方です︒
東部地域を﹃医療過疎﹄にしない
ためにも︑東松戸病院は高塚新田の
現地に残し︑リハビリなどの機能を
はじめ︑より充実した慢性期医療を
柱とした病院にすることが必要で
す︒

東松戸病院は移転せず︑現地で拡充を

市 長 は 東 松 戸 病 院 に つ い て︑
﹁市
立病院の移転後に︑上本郷の病院跡
地に移設する﹂構想を主張し︑議会
内外の強い批判を受けました︒
高塚新田の東松戸病院を上本郷に
移すということは︑東部地域から公
立病院がなくなるということで︑地

病院事業の実質赤字

放射能汚染対策

6月 10日

市民の命、公立病院でこそ
12

日 本
共産党

福島第一原発の事故で飛散した放射性物質が、原発か
ら200km離れた東葛地域に降り注ぎ、松戸市は放射能汚
染が局地的に高い『ホットスポット』となっています。
「子どもへの影響が不安」
「松戸に住み続けられるの…？」
こうした声に応え、日本共産党は放射能汚染の解消に向
け、皆さんと力を合わせます。

7月 7日
22日
8月 16日
9月 6日

市民劇場で放射能問題講演会
東京電力千葉支店に要請行動
クリーンセンター現地調査
放射能問題で一般質問
給食食材の産地公表、農作物の自主測定、
民間保育所や幼稚園などへの財政支援、３
億2000万円の放射能対策予算が組まれる

27日

福島県以外の放射能汚染対策を求め
る意見書を提出（全会一致）
政府が年間1mSv以上の地域の除染につ
いて責任を持つという方針を決定

28日

公園の除染を求める申し入れ
新松戸中央公園など、各地の公園で部分
除染が実施される

10月 3日
10月18日
10月 20日

汚染が心配で… 市民の声から始まった
５月から実施された市の測定では、市内で最大０.６μSv/h（マ
イクロシーベルト毎時）を超える放射線が観測されました。
自然放射線を除く放射能被曝は、年間１mSv（ミリシーベル
ト）が限度とされ、10月11日に環境省は年間１mSvとなる基
準を０.23μSv/hとする方針を決定しました。
「被曝は少なければ少ないほどよい」という放射能防護の
5月12日 市長との直接交渉
大原則からすれば、できる限りの『除染対策』が重要です。
この間、日本共産党は議会質問や市長・教育委員会への申し入れ、東京電力や環境省への
直接要請など積極的な取り組みを展開してきました。
また、市内公園などの詳細な測定と除染、農作物や給食
食材の測定を進めるとともに、希望する市民には健康診査
の実施や放射線測定器を貸し出すなど、きめ細やかな対応
と対策を求めています。

公園130カ所、1700ポイント、
7月22日 東京電力への要請行動
参加市民1800人以上
市民とともに詳細な測定、除染活動を実施
いま日本共産党は、市内の公園を中心に詳細な測定活動を市民の皆さんと共同で実施して
います。側溝や遊具の下、砂場の端などでは地上５cmで最大３μSv/hを観測する場所が見つ
かっています。
公園の地図に測定ポイントを書き込み、公園緑地課に情
報提供し、とくに高いポイントについては市による再測定
と部分除染や砂場の砂の入れ替えなどが実現しています。
10月10日には、千葉土建松戸支部の皆さんとともに新松
戸中央公園を80人規模で除染。今後、こうした活動を市内
各地に広げていくことが求められています。

市長へ緊急申し入れ
環境省など各省庁と交渉

日本共産党松戸市議団が「提言」
を発表
10月10日 新松戸中央公園の除染活動

原発・放射能問題

日本共産党は
こう考えます

松戸市の日本共産党は10月20日に記者会見を行い、
放射能汚染の解消に向けた『提言』を発表しました。
『提言』は、党と市民による自主測定の結果に基づき、
さらに綿密な測定と除染の実施、市民レベルの放射能
対策への支援、国と東京電力による補償などを柱とし、
とくに子どもたちの生活圏の緊急除染を求めた内容と

なっています。
しかし放射能問題は、測定・除染で終わりではあり
ません。現在の原発は「本質的に未完成で危険な技術」
です。日本共産党は横須賀の原子力艦船も含め、原発
からの撤退と自然エネルギー社会をめざす国民的討論
を呼びかけています。

