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月 市議会 の一般 質問で ︑私は 市内業 者育
成︑公 共サー ビスに従 事する 労働 者の待 遇改
善につ いて質 問しまし た︒今 回は その答 弁内
容を紹介します︒

昨年 月︑党県委員会と厚労
省と交渉 写 真︶
私は公契約条
例制定を国に求めました︒

き﹂と要求しました︒
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管財 部長 は﹁公 契約
条 例は 野田 市に続 き川
崎 市で も施 行され てい
る ︒今 後︑ 川崎市 に伺
い ︑条 例の 効果や 実効
性 確保 につ いてさ らに
調 査・ 検討 してい く﹂
と 述べ ︑よ り前向 きの
答弁をしました︒
私は さら に﹁調 査検
討 委員 会を 設置し ︑市
内 業者 の意 見も聞 くよ
う ﹂求 めま した︒ それ
に 対し ︑遠 峰副市 長が
答 弁に 立ち ︑﹁調 査検
討 委員 会設 置も検 討し
たい﹂と述べました︒

議会 で何 度も 要求 し
てきた 水と 緑の 回廊 計
画︒ 月 議会 ︑私の 一
般質問 で市 は︑ 市川 大
野駅を中心とした２ルー
トの具 体的 な計 画案 を
答弁しました︵下図︶
今後 ︑案 内板 の設 置
や地域 の説 明会 を行 い︑
北側は 来年 整備 工事 に
着手し 年度 完成︑ 南
ルート は 年 度完成 予
定です︒
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万葉植物園

市川大野駅

駒形神社前

メインルート（約4.8㌔）
他サブルート（約5.9㌔）

メインルート（約4.5㌔）
他サブルート（約7.5㌔）

北部ルート（概要案）

ウオ ーキン グが
楽しみです

大野・南大野ルート（概要案）

市の 業務 委託 件数 は︑ 度︑ 件全て 市内 業者
２１６ ９件 あり ます ︒ が受注する改善をした﹂
私は ﹁地 域で でき る と述 べ︑ さら に﹁ 監督
仕事は 市内 業者 に発 注 職員 制度 を導 入し ︑適
する︒ また ︑市 内業 者 切な指導が育成に繋がっ
育成を 考慮 する ﹂よ う てい く︒ 今後 も市 内で
質問しました︒
でき るも のは 市内 要件
を入 れて 実施 する ﹂と
答弁しました︒
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●市内業者発注
1,048件（48.3％）
●市外業者発注
1,121件（51.7％）
合計 2,169件
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安 さを 競う 競争 入札
によ り︑ 労働 者の 賃金
低下 ︑解 雇︑ 不安 定雇
用も広がっています︒
私 は︑ ﹁労 働者 保護
の観 点か ら︑ 公契 約条
例を 検討 する 団体 が増
えて いる ︒市 も公 契約
条例 を早 期に 制定 すべ

大野2丁目緑地
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管財 部長 は﹁ 業務 委
託は業 種が 多岐 にわ た
り︑市 内業 者で 入札 環
境が整 わな いも のも あ
る﹂と しな がら も﹁ 建
物清掃 業務 では ︑新 た
に市内 要件 を加 え 年

業務委託数(市川市）

「しっかり発言、きちんと報
告します」 市政に関する、
ご意見・ご要望をお聞かせ下
さい。メールアドレス
kyousankaneko@yahoo.co.jp
発行：日本共産党市川市議団議会報告

12月議会
一般質問
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﹁市から 万円振り込
まれました﹂︑瓦が被
災し︑トタン屋根に換
えたことで助成金が受
けられた人の声です︒
市の住宅防災リフォー
ム助成制度︵工事費の
２分の一︑ 万円限度︶
を受けるにはり災証明
書の発行が必要︒工事

が完了していても助成
されます︒詳しいこと
はご相談下さい︒

昨 年︑大 野町３丁 目の水

路の 歩道︑ 側溝が一 部整備

され ました ︒老朽化 が著し

く︑ 陥没や 排水問題 で住民

から 要望が 出されて いまし

た︒ 私はこ れまで議 会で計

画的 な改修 ︑安全対 策を質

問︒ そして 昨年末︑ 市長に

計画 的な改 修を急ぐ よう要

望書を提出しています︒

金子貞作 ３３７−６１８４（夜間）
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▼寒 い日が続き︑イン
フル エンザが流行して
いま す︒みなさん気を
つけ ましょう▼余震が
続き 大きな地震がいつ
来る か不安です︒そん
な中 ︑専門家が首都圏
では ４年間でＭ７クラ
スの 地震の発生確率が
％ ︒地震対策が急が
れる のに野田内閣は消
費税 増税と社会保障の
改悪ばかりあきれます︒
▼市議 会は２月 日か
ら３月 日頃までの予
定︑ 予算を決める議会
です ︒みなさんの要望
をし っかり届け︑積極
的に論戦をします︒

連絡先

45

・国や自治体の保育実施義務をな
くす。市場化や営利化推進。

仕事
くらしの
悩み
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市川市は︑生活保 護
以下を基準額の ％ ︑
所得１千万円以上は２・
４倍に改正します︒

・一定所得以上の高齢者の介護利
用料を1割から２割に倍増。
・介護保険施設（特養ホーム）の
利用者大幅負担増。
・要支援と認定された人の利用料
引き上げ。
・ケアプラン（介護計画）作成を
有料化。
・要介護１〜２の負担を増やし施
設から締め出す。

1月27日、市議会各派代表者
会議が行われ、議会運営に関す
る申し入れも議題となりました。
私は、一般質問を１人60分か
ら42分に短縮する保守系の案は
到底認められないと主張。他会
派からも「議会改革でなく改悪
だ」「民主主義に反する」など、
同調意見が出されました。引き
続き議会改革を協議します。

屋根瓦が破損した家

３年 後に 改 正さ れる 介護 保険 制 度︒ 市か
ら 各会 派に ︑ 年 か らの 介護 保険 料の 改定
︵ 案︶ が示 さ れま した ︒そ の主 な 内容 につ
いてお知らせします︒

療
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30
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介護保険 料の新たな
基準額になる のは︑
基準額は︑ ４６６０円︒ ﹁世帯の誰かが 市民税
現行基準額 は月額３８ を課税され︑本 人は市
４０円︒現 行に比較し 民税が非課税で 前年の
市は︑介護保険料 が
て額で８２ ０円︑率で 合計所得金額と 課税年 上がる主な要因を① 高
・ ％の 大幅な引き 金収入額が 万 円を超 齢者の増加によるサ ー
上げです︒ 基準額の該 える人﹂が対象 です︒ ビス受給者の増②特 養
当者は年間 ９８４０円 これを基準にし て︑こ ホーム︑グループホ ー
円の負担増 となります︒ れ以下の人は保 険料を ムなど施設の増設③ 介
介護保険 料は所得の 減額︒一方︑こ れを超 護職員の賃金アップ な
範囲︵今回 段階︶に える人は保険料 が割り どとしています︒み な
よって決め られます︒ 増しになる仕組 みです︒ さんのご意見を︒
4

医
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・外来受診のたび定額負担を上乗
せ、再診100円から順次上げる。
・70歳から74歳までの医療費負担
を1割から2割に倍増。
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負担増
ばかりだ！

・支給額を３年程度で2.5%減、そ
の後毎年減らす。
・支給開始年齢を現行の「60歳か
ら65歳へ引き上げ」を前倒しし、
その後、68歳〜70歳に引き上げ。

（２）
２０12年2月5日
ＮＯ.２13
貞作通信

「社会保障・税の一体改革」
野田内閣、福祉切り捨てオンパレード

