
西町大和跡地の再開発ビルの　

ガラス美術館に 142億円超142億円超
「内装工事」や
「特殊造作家具」等（2014年度分）

５億円以上…！！ 

「内装工事」や
「特殊造作家具」等（2014年度分）

５億円以上…！！ 
海外有名作家に
大がかりな「空間芸術」制作依頼って！？

市…「まだ わからない」
　　　 「作家との交渉による」
　　　　　　　　　（担当課に聞き取り）

いくらかかるの?

  何をつくるの?

どうやってつくる
?

　

使われる税金は建物だけで

市 「研究したい」と初めて答弁

ただし小中学生の通院費は「償還払い」で、月 1000円まで自己負担、所得制限はそのままです。

ひきつづき、窓口無料化と、所得制限の撤廃をもとめます！

昨年の市議選での公約実現！

小中学校の普通教室にクーラーを！ 議会の中継求める請願

再開発の補助金 56.88億円
＋床を買うお金 85.5億円

自・民・公・社が

インスタレーション

６階 700 ㎡「グラスアートガーデン」
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３月 3日～24日

３月
市議会
３月

市議会
報告

安倍政権の暴走から
市民のくらしまもる対策を！

　日本共産党富山市議団は、赤星・中山両市議がそれぞれ一問一答方式で一般質問をおこない、市
政の問題点をクローズアップするとともに、建設的な提案で、いくつかの問題では一歩前進した答
弁を引き出しました。また、市長提案の予算案に対しては問題点を指摘し反対討論。市民からの「ネッ
ト等で議会中継を求める請願」などの採択を求めて賛成討論を行ないました。　
　これに対して、自民・民政クラブ・公明・社民は、市長提案にすべて賛成。賛成討論は自民のみが
おこない市政の擁護。民政クラブ・公明・社民は賛成討論をせず、理由を述べずにだまって賛成でし
た。市民の請願には自・民・公・社とも反対して否決。３月議会のおもな内容をお知らせします。

通院も中３まで拡充
10 月から！
10 月から！

子ども医療費
助 成 制 度

　赤星市議は、「暑い日は氷をがんがんに入
れた 1.5 リットルの水筒を持たせるが、午前
中に飲みきってしまう」「小さい子が重たい
水筒ひきずるように学校行くのかわいそう」
というお母さんたちの声を紹介し、普通教室
にクーラー早期設置を求めました。　

　３月３日に森市長は、市が整備するガラス美術館の６階の空間芸術を、ア
メリカの現代ガラス作家デイル・チフーリ氏に制作依頼すると突然発表。赤
星市議は「なぜ、海外の著名な作家に依頼して『大掛かり』なものをつくる
のか？」と質問。森市長は、「富山のガラスは現代ガラスに特化している」、
にぎわいをつくり人を集めるためには「金沢の 21 世紀美術館に負けないく
らいの発信力をもたせる必要がある」と答弁。赤星市議は、「どんどん膨らむ。

こういう大型事業こそ歯止めがないでは困る」
と指摘しました。

再開発事業費は圧縮を！
　また、予算には「再開発事業費を圧縮すべき」
と反対討論し、「桐朋学園誘致の正橋市政の『都
市間競争』論といっしょの考え方」で「よそ
から借り物では富山オリジナルな文化は根付
かない」、ガラス美術館は「富山のいいものを
活かし、市民に歓迎される身の丈にあったも
のに」すべきと主張しました。
　予算に賛成した４会派のうち自民党が「ま
さに待ったなしの事業」「スピード感をもって
着実に実施すべき」などと賛成討論し、民政
クラブ・公明・社民は討論しませんでした。

大和跡地に建設中の西町南地区再開発ビル

デイル・チフーリ氏の作品のひとつ
（総務文教委員会資料より）

「いいね！」
してネ

＋

消費税増税
社会保障切り捨て
憲 法 改 悪
TPP・新農政

？？？？？？

今年は未設置の保健室と幼稚園の保育室に
予算は 2688万 2千円

インターネットやケーブルテレビ等で

　教育長は「近年、夏休み前後にも暑い日が
あることから、他都市の事例を参考にしなが
ら今後研究してまいりたい」と答弁。
　赤星市議は「上市町、立山町、舟橋村、※滑川
市はすべての小中学校の普通教室に設置され
た。参考にしてください」と、念を押しました。

富山市議会日本共産党H.P. から入れます
http://ww3.ctt.ne.jp/~tymc-jcp/
↑議会での質問や討論原稿もごらんください

日本共産党
カクサン部長
賀来三四郎

いまどき中継
ないとは！

！
いまどき中継
ないとは

！！

不採択に！

（市立図書館本館との複合施設）

　テレビやインターネット等による中継を
まったくしていない議会は、全国 42の中核市
では富山市だけ（尼崎市はラジオで、高槻市は
実施を決定）、県内では富山市と舟橋村だけで
す。昨年の９月議会に、中継実施を求める市民
や団体から５件の請願が出され、日本共産党は
紹介議員となり採択を求めてきました。
　請願は継続審査となっていましたが、３月議
会で「当面実施しない」と、自・民・公・社が不
採択にしてしまいました。もっと市民に開かれ
た議会になるよう、ひきつづきがんばります！

※滑川市は改築中の１校が 2014年度完成で全部となります。



　市が委託した会社が１月末に、新
たに調理業務を請け負った２校の給
食室で働く人１校につき８人（市直
営時は５人）のうち６人のパート全
員を「経験不問」で求人を出していま
した。赤星市議が、「厳しい衛生基準

のある学校給食の現場に経験のない人が入るのか、その割
合は」と質問。教育長は「お答えを差し控える」と答弁。安全
で美味しい給食を安定供給する、市の責任が問われます。

内容はインターホン設置５戸分だけ 
建設部長「周知に努め」「対象世帯の拡大も検討」

増税は中止を！
政府に意見書を！

市役所・国際会議場周辺や
総曲輪・西町の市電環状線沿線の
フラワーハンギングバスケット

↑３月 12日付 北日本新聞より

郊外の市営住宅
自転車小屋は錆びて屋根がはがれ
空き家は修繕されず廃屋状態に

市営住宅の
水道管…本格修繕を !

橋や道路の維持補修、
身近な公共事業を重点に！

委託うけた大手企業 
「経験不問」で
パート全員新規募集

市長 「抜本的に見直すこと可能」と答弁

2014 年度予算
289 カ所分

富山市 公共料金すべてに
５→８％増税分上乗せで使用料・手数料

94 項目

107件も
2012年度は104件

2013年度（２月まで）

議会の会議に出ると
1日4,000円
　月 60 万円の議員報酬とは別に、会議
に出れば1日一律4000円の「費用弁償」。
日本共産党は廃止か交通費実費に見直す
よう求めています。
　ところが自民・公明・民政ク・社民は、
見直しするどころか、支給対象の会議を
拡大。2014年度も 648万 8千円計上。

学校給食つくる
調理員の人件費
3000万円けずり 費用

弁償
って？

　中山市議は、水漏れの相談事例を紹介して、老朽化が進行している
市営住宅に対して、必要な予算を確保し、計画的に給排水設備の修繕
や更新を求めました。　
　森市長は「法的にも貸し主で、きちんとした居住空間の義務がある。
できるかぎりのことはきちっとやる。ご理解をいただく方が増えてく
れば、いったん移っていただいて、抜本的に見直すことが可能」と答
弁しました。

　中山市議は、最近「バリアフリー化」によるインターホン設置を利
用されて大変喜ばれている方の声を届け、予算の増額、制度の周知と
対象の拡大を求めました。
　市長は予算の提案理由で「公営住宅は住環境の改善に努めてまいり
ます」と説明。建設部長は、「周知に努める」とともに、現在は高齢者
単身世帯としている「対象世帯の拡大も検討する」と答弁しました。

夜中に突然の水漏れしたお宅
バケツを並べての眠れぬ夜！

腐食した水道管はボロボロです ７市町村の合併から10年
市営住宅の住環境改善予算は激減！

　市は 2013 年度から自校方式の学
校給食の調理業務を年３校ずつ民
間委託し、人件費を中心に２カ年６
校分で年間約 3000 万円削減。「フラ
ワーハンギングバスケット」の予算
の半分以下です。

「フラワーハンギング
バスケット」に
　   6351万３千円

総曲輪西地区の再開発ビルの床
320 ㎡を市が買い取ると発表

200台分の駐輪場に
7500万円!?

税金
の使い

方

おかし
くない
ですか

！！

「市営住宅バリアフリー化」
予算たったの40万円 

消費税増税

　日本共産党は、政府に対して「消費税増税中止を求める
意見書の提出を求める請願」の紹介議員になり、中山市議
が採択をもとめて賛成討論を行ないました。起立採決の結
果、自・民・公・社が反対して請願は不採択に。

　日本共産党は予算への反対討論で「消費税８％
で８兆円の大増税、年金支給額１％の削減、生活
保護費の削減、６月から年 1000円の住民税の復
興増税がスタート、10 月には厚生年金保険料引

き上げなど、安倍自公政権による大増税と社会
保障の切り下げが押し寄せようとしている」と
きに「市民の暮らしや営業にさらなる打撃を与
えるもの」と、転嫁の中止を求めました。

市営住宅バリアフリー化事業費の予算推移

４億６千万円
市民に負担増

水漏れ
通報

会議に出るのは仕事なのに！

２０１万２千円
　日本共産党は「『市の財政状況はきび
しい』と、市民への負担増にはすべて賛
成した議員・会派のみなさんが、なぜい
まだに公費で海外視察費を確保しようと
するのでしょうか」と批判。全国市議会
議長会主催の海外視察への参加費など
を、予算から外すよう求めました。

税金で

海外
視察

参加中止の市が増えても
「他都市はどうあれ続ける」

市政をチェックする議会なのに！

単位 千円
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