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夏秋号

金沢の政治ってそうやったん！
もっと身近でわかりやすい市政

を！

申し入れで実現したこと / 実現に向けてさらに取り組むこと / 金沢市が計画中の大型公共事業とは / 
６月議会の議員別賛否（態度理由も） / 松村議員の辞職勧告決議について / ガス・発電の民営化について

今回は！

みなさんの気に
なる

新型コロナにつ
いて、

市政をまとめま
した。

保健師が増員(正規３名、非正規５名)！
実は、金沢市の人口当たりの保健師数
は中核市でワースト１でした。感染患
者の受け入れを担う金沢市立病院の看
護師も４名の増員です。

６月上旬、石川県がドライブスルー方
式のＰＣＲ検査センターを設置する
など検査体制が拡充！

上下水道料金の減免が実現。８月から
１１月分で１世帯あたり８０００円ほど
の負担減に。全世帯で総額１７億円の予
算規模です。

ほかにも・・保育園や学童保育、介護事業所への感染予防対策の支援、ホテル・旅館等への奨励事業など

12回の申し入れと論戦で、
みなさんのお声が
実現しました！

保健師・看護師が増えました！ 金沢の学生の未来を守る！

市民の負担を減らします！ 検査が受けやすくなりました！

トピックス

美大の貸付制度の返済期限については柔
軟に対応されることになりました。また、
市役所でのアルバイト募集に
市内学生枠を設けました。

実現に向けてさらに取り組みます！
新型コロナ感染症対応・地方創生臨時交付金が、現在、本市に24億円あります。
この財源を活用して、新たな対策を求めます。

こちらについては次のページで

　金沢市は１９９４年に３か所あった保健所を現在までに１か所へ減らし、保健所の保健師も７名しか配置
　されておらず業務オーバーしています。増強して、感染症や公衆衛生対応がしっかりできるように！
　医療や介護の経営が深刻！継続可能な補填を求めます。
　小中学校のエアコン問題。大切な子どもたちが快適に学べるよう、来年夏前までにすべての学校に設置す
　るよう求めます。
　商店や宿泊業の支援を！まずは、早急に実態調査し、支援策の予算化を一刻もはやく！
　もっと財源を確保するためにも、不要不急の大型公共事業は見直しが必要！

コロナで不安なこと、生活や子育てのお困りごと。
看護師・保健師でもある私だからこそ受け止められると思います。
ぜひご相談ください！

movieemovie@yahoo.co.jp
090-8090-3076

076-260-6588

076-220-2407
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ガス・発電事業は市民の財産です！

金沢市は、市が運営するガスと発電事業について、「株式
会社への事業譲渡」をどんどん進めています。パブリック
コメントでもたくさんのご意見があったにも関わらず、
市長は市主催の市民向け説明会も開かないと明言するな
ど強引なやり方です。
市民の大事なライフラインであり、財産です。
市民的な議論が必要ではないでしょうか。

新型コロナ
お役立ち情報

表でまとめた
ものはこちら

1981年生まれ。 十一屋小、野田中、泉丘高、
埼玉県立大を経て、城北病院で看護師・保健師
として8年間勤務後、2011年市議初当選で現
在3期目。 市内天神町在住。家族は夫と猫3匹。 
学童保育で遊んだ、けん玉や百人一首が得意。

広田みよ



ココをみよ！ココをみよ！ ココをみよ！ココをみよ！

ココをみよ！ココをみよ！

ココをみよ！ココをみよ！

ココをみよ！ココをみよ！

　新型コロナで医療や介護が経営危機。
　そうしたところに予算をまわすべき！
　コロナで観戦スタイルも変化しています。
　基準の見直しなどあるかも！

イメージ図です。

100億のサッカー場は見直すべき！ 金沢歌劇座（旧観光会館）の建て替え
必要ですか？

　経済界から要望が出された途端に市長が建て替え表
　明？！議論の経過が不可解です。
　H22年に耐震化含め改修したばっかりなのにどうし
　て！
　類似施設だと200億～300億。
　そんなお金あるなら他に使うべきで
　はありませんか？

※議長は採決に加わっていません。

６月議会のまとめは
こちらから

６月議会　会派別賛否一覧

会派別名簿

自民党 市議会
自民党

みらい
金 沢

金 沢
保 守 公明党日 本

共産党 創 生議案
番号 件　名 結

果

市長提出議案33件のうち、全会一致は31件で、２件の賛否が分かれました。

議員提出議案13件中のうち、全会一致は９件で、４件の賛否が分かれました。

市民のみなさんから出された陳情はすべて全会一致で採択されました。
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金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業
等の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部改正について
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議会議案
第 ３ 号 松村理治議員に対する問責決議

松村理治議員の議員辞職勧告決議

新型コロナウイルス感染症の影響により減
収となった医療機関・介護事業所を存続す
るための公的資金の導入を求める意見書

積極的な検査戦略に転換し、経済・社会活
動再開の下での新型コロナウイルス感染拡
大を抑止することを求める意見書
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金沢市における精神障害者の医療費助成に
ついて

新型コロナウイルス感染症問題に係る宿泊
事業者に対する追加支援を求める陳情
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議案第19号が具体化されると、本市の学校給食から単独
調理場がなくなり、すべて共同調理場となります。
巨大な共同調理場ばかりになるとどうなるか。 
　大雪で道が寸断されれば、多くの子どもに給食が運ばれ
　ません。
　食中毒が起きれば大規模になります。
　観光客には「食の金沢」をアピールしながら、子どもた
　ちには大量生産でよいのでしょうか。
　働く点からも直接雇用を減らしてしまいます。
子どもたちや地域経済にとってよりよい
給食にするため、単独調理場こそ増やす
べきではないですか。

家庭的保育事業において、保育園との連携を不要とする条例
改定です。保育の質の低下を招くため反対。
※家庭的保育とは？・・職員は、研修を受ければ保育士資格
者でなくてもよい、など基準が低く、子どもたちの安全や発
達にとって支障があります。認可保育園こそ増やすべき！

この問題について、市民から500件を超える批判・抗議の電
話やメールが届けられ、6月市議会には、市民から「議員辞
職勧告決議を求める陳情書」が提出されました。こうした
中で、本市議会が「辞職勧告決議」を可決したことは、市民
の声を受け、議会としての決意を明らかにしたものです。
真剣に受け止められ、自ら議員辞職されるよう強く求める
ものです。

学校給食は自校方式に転換を！
（議案第19号反対の理由）

保育の規制緩和は認められません！
（議案第８号反対の理由）

松村議員の辞職勧告決議について
（議案第４号）

事業項目

金沢美術工芸大学【移転整備】 170億 外構工事費

現在明らかに
なっている
費用合計（予定）

今後予想される
事業費内容

R２年度工事着手（R4年度完成、R5年度移転）

金沢市立病院【再整備】 380万 南部地区にて新築移転100億円

全体で196億円（市負担分）

再整備に向けて、求められる機能や他の機関との連携等を検討
調査

泉野福祉健康センター【移転整備】 21億6380万福祉健康センターの新築移転（R4年春供用開始）工事着手

金沢健康プラザ大手町【再整備】 360万施設の再整備に向けた基本設計を策定

卸売市場【再整備】 3770万 新しく現在地に建設50億円

10億円

早期の事業着手に向け、基本構想を策定

外環状道路海側幹線 第4期区間 130億
(市負担分)R4年度中に暫定2車線で供用開始

金沢駅武蔵南地区再開発ビル【建設】 14億7780万建設工事等を支援（ R3年秋完成）

片町四番組山側地区【再整備】 1000万 次は基本設計・実施設計

実施設計/解体・建設費30億円

基本計画等の作成を支援

田上校下新小学校【建設】 1億3290万 20億円実施設計に着手（R5年3月完成）

犀桜小学校【新校舎建設】 22億9400万建設工事に着手（R4年3月完成）

中央小学校、玉川こども図書館【移
転改築】公文書館【整備】一体整備

61億6260万   建設工事に着手（R4年3月完成）

中央小学校芳斎分校【改築】特
別支援教育サポートセンター
（仮称）【整備】芳斎公民館・芳斎
児童館【整備】一体整備

2億3720万 
基本・実施設計に着手

新たな共同調理場【整備】 6億6760万 2ケ所の大規模共同調理場の
建設費は20~25億円×2ケ所

県央土木事務所跡地を先行取得、自公方式をなくし大規模共同
調理場を増設

市民サッカー場【再整備】 3億4600万
市民サッカー場移転新築75
億円+少年ｻｯｶｰ場の移転新築
⇒100億円

再整備の実施設計に着手（R5年度完成）

アートホール【大規模改修工事】 7億3000万舞台機構と施設整備の更新、工事着手（休館期間：R2年12月～
R3年8月）

価値創造拠点（旧野町小学校）
【整備】

10億4000万新たな価値の創造と子どもたちの独創力の育成を目指し整備
（R3年春開設）

安原異業種工業団地、いなほ工
業団地【造成】

11億4940万工事着手（R3年度中の分譲開始）

新しい交通システム 1億370万 LRT導入だと、全体800億円
で市負担400億円

導入機種の選定に向けて、停留所や車両基地、概算事業費等を
検討

金沢歌劇座【建替】 1690万
歌劇座建て替えに200～
300億円※日銀跡地利用の
議論もある

歌劇座について、本市の芸術文化の拠点としての機能を満たす
ための技術的な検討に着手、金沢歌劇座を核とした本多町芸術
文化ゾーンの検討

金沢市が計画または実施中の大型公共事業の数 （々R2年度ベース）


