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新年のごあいさつ・市政一般質問

新年のごあいさつ
田

典

一

選ばれ、市民皆で育てると
いう意識の輪が広がるなど
明るい話題がございました。
一方では、新潟県中越沖
地震の発生に伴い、中野市
においても４名の負傷者、
さらには、きのこ培養施設
をはじめ住宅などに大きな
被害をもたらしました。
また、本格的な少子高齢
社会を迎える中、景気回復
の遅れにより、中央と地方
との地域格差が増大し、今
もなお不況から脱却できず
厳しい状況にある自治体も
ございますが、中野市にお
いても同様に大変厳しい財
政運営が続いております。
こうした厳しい状況では
ありますが、市議会といた
しましても市民の皆様の生
の声をお聞きし、ご理解を
いただく中で、さらに創意
工夫を重ね安心して暮せる
住みよいまちづくりを進め
るべく決意を新たにしてい
るところでございます。

一昨年から議会改革検
討委員会を設置し、議員
定数の見直しをはじめ時
代の変化に対応すべく改
革にも取り組んでいると
ころでございます。
議員一同、市民の皆様
と手を携え、住んでよか
ったと実感できるまちづ
くりの実現に向け全力で
取り組む所存でございま
す。
市民の皆様には、これ
まで以上のご支援とご協
力を賜りますよう心から
お願いを申し上げますと
ともに、ご多幸をお祈り
申し上げ新年のごあいさ
つといたします。

深

尾

智

室内環境について

計

質問 シックハウス対策に
ついて。
答弁 市内の各小・中学校
においてホルムアルデヒド
及びトルエンの濃度調査を
実施し、いずれも基準値内
との結果を得ている。市営
住宅及び保育園からは症状
の訴えはない。
質問 アスベスト対策につ
いて。
答弁 アスベスト対策委員
会により各施設の調査を実
施した。使用されている施
設については必要な措置を
講じた。

防火対策について

質問 市営住宅等、市の管
理する建物への住宅用火災
警報器の取付状況と今後の
予定について。
答弁 平成 年度から３か
年計画で、市営住宅全てに
設置する予定である。
↖

2
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市内建物の耐震性について

質問 改正耐震改修促進法
に基づく市の計画と実績に
ついて。
答弁 耐震改修促進計画に
ついては、平成 年３月ま
でに策定できるよう、現在
作業を行っているところで
ある。
質問 市庁舎の耐震診断と
耐震改修工事について。
答弁 平成７年度に実施し
た耐震診断の結果では、緊
急に改修すべきである、と
いう所見を得た。現在、本
庁舎の耐震診断調査を実施
しており、本年度末には耐
震診断結果が出る予定であ
る。耐震補強で対応できる
か、建替えかは費用対効果
及び財政状況を踏まえて検
討する。
質問 その他の新耐震基準
以前の公共建築物の診断結
果と対策について。
答弁 市民が日常的に使用
する保育園や市営住宅等は、
早急に耐震診断を行い、必
要に応じて耐震改修や建替
え等を検討していきたい。

18

議長 武

新年明けましておめ
でとうございます。
市民の皆様には、輝
かしい新春を健やかに
お迎えのことと心から
お慶び申し上げます。
また、日ごろ市民の皆
様から寄せられました
温かいご指導やご厚情
に対し厚くお礼申し上
げます。
昨年を振り返ります
と、柳沢遺跡では、銅
戈と銅鐸が同じ場所か
ら出土するという歴史
的な発見がありました。
また、長野県に初めて
プロ野球球団「信濃グ
ランセローズ」が誕生
し、その公式練習場と
して中野市営野球場が

20
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300

57

隆

英

に国道 号線にも設置を予
定し「竹田のメロディーで
お客様を歓迎し、新たな名
所にしたい」と話している。
長野県下で初めてのメロデ
ィーロード設置はどうか。
答弁 竹田市長に聞いてみ
たり、担当者と見聞するな
どし、音楽都市にふさわし
い研究をしたい。

市民憲章について
質問 県下 市の状況は。
答弁
市で制定している。
質問 制定の時期はいつか。
答弁 平成 年度中に策定
懇話会を設置し、市制施行
５周年を目途に制定する。
その他の質問
観光について

700

る。台所への設置は誤報の
恐れがあり、努力義務とさ
れている。
質問 タバコのポイ捨て他
について。
答弁 今後、防火指導にお
いて、火災事例等をもとに
危険性を呼びかけるととも
に、環境整備と個人のマナ
ーの協力を呼びかけていく。

の被害から守る防腐剤、殺虫
剤またはそれに類する揮発性
有機化合物が影響しているも
のと考えられており、化学物
質過敏症の一種とされ、原因
物質を生活環境から減らすた
めには、充分な換気や建築材
料等の制限をしなければなら
ない。
特に近年では、法的な規制
もあり、原因物質を含まない
建材や接着剤・塗料も開発・
発売されている。

↙
質問 一般住宅への取付期
限へ向けての設置率の目標
と設置推進の施策は。
答弁 既存住宅への取付推
進策はリーフレット・パン
フレットを作成し、全戸配
布する。
質問 設置場所・位置の基
準について。
答弁 就寝に使用する部屋
に設置することとなってい

（注）
シックハウス（シックハ
ウス症候群）とは、新築の
住居などで起こる、倦怠感
・ め ま い・ 頭 痛・ 湿 疹・ の
どの痛み・呼吸器疾患など
の症状があらわれる体調不
良の呼び名。
原因としては、家屋など
建物の建設や家具製造の際
に利用される接着剤や塗料
などに含まれる有機溶剤
や、木材を昆虫やシロアリ

があることと、騒音発生源と
もなりうることから、市街地
での設置には適していない。
制限速度が時速 ㎞の道路
において長さ ｍのメロディ
ーロードを作った場合、制限
速度に従って走行すれば約
秒間のメロディを聴くことが
出来る。

中野市議会議会だより

3

路である。
溝による路面抵抗や、制限
速度通りに走ることにより丁
度良いテンポでメロディが鳴
るため、速度超過を抑制する
効果、また、水はけも良好に
なり、凍結防止にも効果があ
る。
しかし、メロディを聴くた
めには一定の速度で走る必要

20

18

20

本

200

502

14

（注）
メロディーを奏でる道路
（ メ ロ デ ィ ー ロ ー ド ） と は、
舗装に深さ３～６㎜、幅６～
㎜の溝を掘り、溝と溝との
間隔によって音階の発生や音
域を、溝の幅によって音量の
強弱を調整し、走行音が音楽
を奏でるように溝を設けた舗
装、またその舗装を施した道

50

320

湯

450

の故郷。「てるてる坊主」
や「背くらべ」・「ふるさ
と」や「紅葉」・「さん
ぽ」や「君をのせて」等の
曲を奏でる道路を中山晋平
記念館、高野辰之記念館等、
付近の道路、中野飯山バイ
パスや北部農免道路等に設
置し観光活用はどうか。長
野県では初めてとなる。
答弁 音楽を通じ地域の活
性化を図る。メロディーロ
ードは、車が走ることによ
り音楽を奏でることから、
走行車両の速度遵守を促し、
路面排水の促進により安全
な路面状態を保ち道路環境
の向上も図られ、観光資源
としての道路整備であると
考える。道路行政と観光行
政の両面から研究をする。
質問 姉妹都市の大分県竹
田市（約２万６千 人）に
は、ゆかりの作曲家滝廉太
郎の「花」を奏でるメロデ
ィーロードが、九州で初め
て、
（全国で⑤番目）国道
号線に設置された。全長
は、約 ｍ。費用は、約
万円。牧市長は、今年度中

300

13

140

257

メロディーを奏でる
道路について

質問 メロディーロードの
設置例は、全国で５か所あ
り、今年は４か所開通した。
① 年全国で初めて北海道
標津町の町道に設置。区間
約 ｍ。曲は「知床旅情」。
② 年は、群馬県沼田市の
広域農道へ、約 ｍ。曲は
「夏の思い出」約 秒間。
③和歌山県紀美野町の国道
号線には、日本一の長さ
で約 ｍ。曲は「見上げて
ごらん夜の星を」。
④愛知県豊田市の国道 号
バイパスには、約 ｍ。曲
は「どんぐり、ころころ」。
約 秒間。等がある。
主な効果は、交通安全対
策として、注意の喚起・運
転速度の抑制等。観光資源
としては、地域にいわれの
ある作曲家や作詞家の曲を
利用し、観光客へのＰＲ効
果にも期待ができる。デメ
リットは、市街地での設置
に適さない。設置費用がか
かる等。
中野市は中山晋平先生、
高野辰之先生、そして現在
活躍されている久石譲さん
12

’04

’07 280

370

20
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子

質問 増設しても聞き取り
にくい防災行政無線だが、
地域情報基盤整備事業実施
後はどう変わるのか。
答弁 加入家庭に設置する
音声告知端末機から、行政
からのお知らせの他、防災
情報を提供。屋外スピーカ
ーからの放送も含まれてい
るので聞き取り易くなる。
緊急地震速報も屋外防災無
線放送と屋内告知放送で伝
達できるよう整備したい。

男女共同参画社会づくり
の推進について
質問 パワーアップ講座受
講者の活躍の場づくりは。
答弁 受講者は 名になっ
た。地域社会への積極的な
参画に期待をしている。
指定袋を使用するが、販売
店にも誤解が生じないよう
販売表示をお願いする。一
斉に実施するのが最善であ
るが自治体の事情により対
応が異なる。ごみの減量化
と資源化の推進は、共通し
た行政課題であり更に取組
みが進むことを期待する。

山

岸

國

廣

男

質問 設立予定時期、協力
機関はどうか。
答弁 平成 年 月には改
組の認可を得たい。農業委
員会、ＪＡ等からの協力に
ついても協議中である。
質問 運営見通しについて。
答弁 スリムな体制で発足
し、厳しい経営も予想され
るので、設立後の業務内容
を精査しながら業務の拡大
を検討していく考えでいる。

一

4
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農業公社の設立について

質問 農業公社の業務内容
はどうか。
答弁 農地保有合理化事業
や農作業受託事業、担い手
育成支援事業等考えている。
質問 財産、役職員体制は。
答弁 現在の振興公社を改
組する形で設置することと
し、財産や役員体制につい
ては、大幅な変更は行わず、
職員体制については、業務
内容の中で決定したい。

田

開示も必要と思うがどうか。
答弁 市民の皆様が夢を持
ち、ロマンを語ることは大
事なことであり努力したい。
情報の提供はホームページ、
広報なかので随時行いたい。
質問 歴史文化を変える程
価値の高い出土場所の保存
が重要と思うが、出土場所
を避けて築堤は出来ないか。
答弁 堤防も重要であり、
両者が叶う事を望んでいる。

沢

柳沢遺跡について

質問 歴史的に貴重な文化
遺産を文化と観光経済の振
興にどう活かして保存活用
できるか、地元行政の対応
が注目されているがどうか。
答弁 本市において大変貴
重な文化財と考えている。
観光資源としての活用を期
待し、保存については調査
が終了してから判断したい。
質問 市民が将来に期待の
持てるよう構想を考え施策
に反映できないか。情報の

10

照

忠

10

20

水

’07

267

清

20

沢

和

ムの現地初動要員を置き、
災害時に地元区長等との連
絡調整に当たらせることと
した。平成 年度中野市区
長会定期総会で新マニュア
ル本の説明と配布をする予
定。要望があれば各地へ出
向いて内容の説明もしたい。
質問 高齢者、障害者、子
ども等要支援希望申請の進
捗状況はどうか。
答弁
月末で高齢者 人、
障害者 人から申請があり、
民生・児童委員、区長に知
らせた。地域の援護により
生命の安全を図りたい。
76 11

質問 ごみ減量化対策は。
答弁
年 月からごみ処
理費用の一部有料化を実施
している。プラスチック製
容器包装の分別収集を行っ
ていないのは山ノ内町だけ
である。中野市以外の組合
構成市町では引き続き組合

西

96

防災体制の充実について

質問 近年環境破壊に因る
ものと思われる災害が多発
している。被害の防止、軽
減を図るため、地域コミュ
ニティの大切さ、地域自治
会の果たす役割の大きさが
注目されている中、昨年９
月「災害対応マニュアル区
長編」が作られたが、今年
度どう対応されたか。
答弁 土砂災害警戒区域等
でマニュアルに沿って情報
伝達訓練、避難訓練を行っ
た。７月の新潟県中越沖地
震の被災経験を基に、非難
場所ごとに２名ずつ２チー

23

環境保全向上対策事業
について

質問 農地・水保全対策は。
答弁 農地・水・環境保全
向上対策については、農道
や水路の維持管理活動と化
学肥料、化学合成農薬の低
減への取組みなどを支援し、
期間は平成 年度から 年
度までの５年間である。
19
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答弁 農業公社の事業とし
て、両ＪＡと協議をして一
本化を進めて行きたい。
質問 農産物の認証制度に
ついて。
答弁 農産物のブランド化
に向け、関係機関、団体と
も連携し、生産と販売の一
体的な取組みを強化する。

環境問題について

質問 飯綱町に建設予定の
産業廃棄物最終処分場につ
いて、 年５月仙台市に本
社を有する業者が処分場建
設の事業計画概要書を県に

答弁 一人当たり平均保険
料は６万５千 円と試算さ
れており、高齢者に不安を
与えないよう広報活動の充
実に努め、理解を求める。

福祉政策について

質問 行政の福祉への対応
如何によって、市民の福祉
に対する考えが変わること
につながるが、福祉政策の
基本的考えは何か。また、
その場しのぎや対症療法で
はなく、一貫した基本理念
が求められている。福祉政
策の行政の領域とはどのよ
うなものか。
答弁 社会が個人の人権を

提出した。
豊田地域において、建設
反対豊田地域協議会を設立
し、反対住民３千 人の署
名簿を県知事あてに提出し
た。当市議会においても９
月議会で建設反対の意見書
を可決し、県知事に提出し
た。安全、安心の地域を望
んでおり、絶対反対で進め
ていただきたいがどうか。
答弁 業者による具体的な
手続きが予想されるが、飯
綱町住民の動向を踏まえ、
豊田地域住民の皆さんの意
見を尊重し、引き続き対応
していきたい。

来年度予算編成方針と実施
計画及び長期財政計画につ
いて

その他の質問

尊重して見守ることにより、
社会的に弱い立場の人々が
地域で孤立し疎外されるこ
とがないようにすることと
考えている。新しいニーズ
に応じ、地域の住民や団体、
ボランティア、行政や社会
福祉協議会、事業者やＮＰ
Ｏなどが連携協力すること
が不可欠であり、住民と行
政などが協力して対応でき
る地域を作ることが必要で
ある。

778

活性化等に努めていきたい。

’07

農業振興対策について
質問 農業公社の設立につ
いて。
答弁 財団法人中野市振興
公社において、農業分野の
業務を行う考えであり、
年 月１日から職員２名で
立ち上げの事務協議を行っ
ている。今後のスケジュー
ルについては、平成 年
月に改組の許可を得られる
ようにしたい。
質問 農地保有合理化事業
について。
20

限界集落について
一

史

21

’07

紘

74

10

林

20

17

や農道、用水路などインフ
ラ面が懸念される。②限界
集落が増えると予想される
ことへの対応については、
住民の声を聞きその生活実
態を把握して早急に対応し
てほしいがどうか。
答弁 後継者対策、環境保
全対策、農業振興対策、コ
ミュニティ推進事業等の積
極的な活用により、地域の

国民健康保険事業と
尚

後期高齢者保険制度について
木

74

65

18

10

下で、これを超える場合は
普通徴収となる。
質問
歳から 歳までの
加入者に、メタボリックシ
ンドロームなど生活習慣病
予防のため、特定健康診査
と特定保健指導が義務づけ
られたが、実施計画等の策
定と実施体制はどうか。
答弁
月中に実施計画を
策定し、 年３月に計画を
公表する予定である。
年４月からの後期
質問
高齢者医療制度は、年金か
らの保険料天引きや保険料
滞納者には資格証明書の発
行など、国保加入時よりも
厳しくなるが、対応や周知
はどうか。
40

12

’08

’08

9.9

18

髙

根本的な対策を講ずるべき
ではないか。
答弁 平成 年度では黒字
決算となる見込みで、 年
度にはある程度の基金積み
立てが可能と見込んでいる。
質問
歳から 歳までの
年金受給世帯から国保税を
天引きすることになるが、
どのように対応するのか。
答弁 対象となる世帯は、
年額 万円以上の年金で国
保税と介護保険料の合算額
が年金支給額の２分の１以

中野市議会議会だより

5

65

18

19

質問 限界集落とは、過疎
化などで人口の半数が 歳
以上の高齢者で、冠婚葬祭
や生活道路の維持管理など
社会的共同生活の維持が困
難な集落をいう。本市にも
２か所該当する集落がある
と聞くが、今後その集落が
増えると予想される。
問題として、①住民の生
活面での影響として、市道

21

質問 国保税は平成 年度
に平均 ％、 年度に平均
％の引き上げをして、来
年度は平均 ％の引き上げ
となるが、その根拠は何か。
答弁 平成 年度の国保会
計の赤字と、医療費の増加
と後期高齢者医療制度創設
に伴う影響により、歳入不
足が見込まれるため引き上
げをお願いするものである。
質問 引き上げても未収金
が３億円余もあり、赤字解
消は出来ないのではないか。
11

市政一般質問

島

環境問題について
中

毅

とする水道施設があり、豊
田地域全戸に給水している。
田用水も河川から取り入れ、
多くの水田等に利用されて
いる。地域で対策協議会を
立ち上げ、建設絶対反対を
決議し、住民３千 人分の
署名簿を県知事あてに提出

野

口

美

鈴

778

あり、市としてのなんらか
の対策を。教育委員会の学
校視察後、このような論議
をされたことはあるか。
答弁 教育委員とよく協議
し、中野市としての方向を
考えたい。教育委員会とし
て論議はしていない。
質問 発達障害など特別に
支援が必要な子ども達が増
えている。入学前の５歳児
健診が必要ではないか。
答弁 研究を進めており、
実施に向け更に検討する。

したが対応は。
答弁 地元飯綱町芋川区と
の連絡協議会の設立等の活
動が地域の熱意と強い結束
の下進められ、市としては
今後も唱歌「ふるさと」の
原風景、恵み豊かな自然と
生活環境を守るため、地域
の取組みに対する支援を継
続するとともに、情報の収
集及び提供に努め、県、飯
綱町等関係機関との連携を
強化するなど、地元意見を

「健（検）診」のあり方
について
質問 今後の方向性と問題
点及びいきいき健診やがん
検診等継続すべきでは。
答弁
～ 歳の方は加入
する医療保険者がメタボリ
ック中心の特定健診実施者
になるが、本市の 歳以上、
いきいき健診、がん検診等
現行制度に変更はない。
新たに 歳、 歳の方に
歯周疾患検診も実施する。
70

質問 飯綱町に産業廃棄物
最終処分場の建設を計画し
ている業者は、仙台市に本
社、館林市に中間処理施設
のある産廃業者である。本
市の隣接地に計画し、排水
は南永江地区の河川に流入
する。近くに地下水を水源

40

どの子にも、きめ細かな
学校教育の実現について

質問 中学校 人規模学級
の実現で、ゆとりある教育
ができるよう、県に強力に
要望し、緊急に対応すべき
大規模学級の解消のために、
市独自の加配教員の配置を。
答弁 中学校 人規模を市
単独で直ちに要望する考え
はない。また市独自に学級
数を増やすことはできない。
質問 中学一年生で 人規
模で授業参観も保護者が教
室に入れない等過密学級が
ある。進路を決め、自分さ
がしを始める大事な時期で

19

質問 平成 年春の農作物
被害に対する地元住民の要
望等、どう対応してきたか。

高速道西側の塩カル被害
について

30

40

20

13

30

30

尊重して対応していきたい。

道路問題について

また、今後の対応はどうか。
答弁 ３年間の調査結果だ
けで凍結防止剤の果樹への
被害の因果関係がないとの、
道路公団民営化後の新会社
に対し、地元関係者は不満
を抱いており、地元の意向
を踏まえて、会社側に話し
合いの再開を要望していく。
質問 市長として、新会社
に地元の皆さんと同行し、
訴えていく意向はあるか。
答弁 必要があれば出かけ
ていくことはいとわない。

その他の質問

れている。後期高齢者医療
制度、障害者自立支援法の
応益負担等どう思うか。
答弁 高齢者には世代間の
負担の公平から必要な制度。
障害者の一割負担は低所
得者に配慮された仕組みで
あり適切なものと考える。
質問 生活弱者支援の切実
な訴えに応える具体策を。
答弁 行政の最終的責任は
弱者を救い対応することと
思うが、限りある財源では
施策を選ばざるを得ない。

雪、凍結防止剤散布につい
て、円滑な除雪作業ができ
るよう再確認したところで
ある。市民生活の向上と安
定のため除雪体制等の強化
に努め、市民の通勤、通学
に支障がないよう安全な交
通の確保に努力していきた
い。

市長の政治姿勢について

柳沢遺跡における青銅器発
掘と築堤など、今後の対応
について

質問 今年も除雪の時節と
なり、小型ロータリ除雪車
の配備や坂道に塩カルボッ
クスを設置し、準備も整っ
た。市内の積雪量も地域間
に大きく差があるので、き
め細かな除雪対応はどうか。
答弁 除雪業務委託会議を
開催し、車道除雪、歩道除

質問 自民党・公明党の政
治政策が生活弱者層を直撃
している中で、市長の住民
の声を聞く政治姿勢が問わ

6
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市政一般質問

金

子

芳

郎

質問 学校給食に米粉パン
の取組みの考えについて。
答弁 米粉パン導入は 年
度から実施している。地産
地消を推進するため中野市
産の米の消費拡大に繋がる
よう努め、安全、安心で美

19

博

文

味しい学校給食に努めたい。
質問 稲作の担い手が減少
する問題にどう対応するか。
答弁 農地の利用を集積し
て生産コストを下げること
で価格競争力をつけ、生産
者米価安定のために関係機
関と連携して国等へ要望し
ていきたいと考えている。
質問 有機農業推進法の取
組みについては。
答弁 消費者の理解を深め
るとともに、出荷、流通段

くように、所有者である中
野市振興公社へ働きかけて
いきたい。
質問 信州中野観光センタ
ーへもっと観光客を呼込め
ないか。
答弁 アンテナショップと
して陳列している商品を充
実し、中野市産の商品販売
を積極的に行っていただけ
るように働きかけていきた
い。

生け垣、立木等の道路へ
のはみ出しについて
質問 市として積極的に、
はみ出し防止を呼びかけら
れないか。
答弁 これまで広報なかの
での周知、区長会を通じて
の管理徹底依頼等を行って

階においても他の農産物と
の混同を避けるなど、関係
する全ての方々の深い理解
が必要であり、環境が整う
までに一定の時間がかかる
と考える。具体的には関係
者の要望を把握しながら支
援について検討していきた
い。

公園整備事業について

質問 一本木公園の整備事

きたが、今後、適切な時期
にチラシを配布するなど、
意識啓発の強化を図ってい
きたい。

５歳児健診について

質問 ５歳児健診を導入で
きないか。
答弁 ５歳児相談事業とし
て研究を進めており、来年
度、モデル保育園で試行し
たいと考えている。
質問 発達障害児の相談体
制はどうか。
答弁 市内の全保育園、幼
稚園を定期的に巡回し、相
談、支援を行っている。
質問 特別支援教育による
支援の実態はどうか。
答弁 就学指導委員会での
判定と違う選択を希望する

業は何年後に完成予定か、
また、今後の投資予定額は。
答弁
年度完成予定であ
る。 年度からは２億７千
万円を予定している。
質問 公園整備事業の入札
安値落札結果について。
答弁 低入札価格審査会に
報告をし、当該応札価格で
は適正な工事施工が不可能
と判断し、次順位の応札業
者に落札した。

22

（注）
プロポーザル
複数の業者から企画提案
や技術提案を提出させ、提
案内容を審査し、企画内容
や業務遂行能力が最も優れ
た者と契約する方式。
より透明性を高めるた
め、第三者機関に審査基準
の制定や提案書の審査等を
依頼することもある。

保護者もおられるが、よく
話し合って支援方法を決定
している。
質問 保護者会への支援は
どうか。
答弁 現在、保護者会はな
いが、発足すれば協力して
いきたいと考えている。

20

中野市農業施策について

質問 米の安値対策と消費
拡大をどのように進めるか。
答弁 生産者米価が下落し
て生産者の意欲低下には危
惧している。市としてもこ
れ以上の生産調整が出来な
い状況である。

田

質問 月の兎の販売状況は
どうか。
答弁 市内 か所で販売し
ており、 月末現在で
５千 個売れている。また
本年１月から月の兎のホー
ムページで注文を受け付け
たところ、大阪等から 個
を超える注文があった。
質問 ぽんぽこの湯のマイ
クロバスの稼働率はどうか。
観光客のためにも有効活用
できないか。
答弁 稼働率は、平成 年
度は ％、 年度は 月末
現在で ％である。今後、
より一層有効に活用してい

町

旧中野平中学校
跡地について

質問 民間への売却でなく、
公共、公益的な活用へ方針
転換できないか。
答弁 市の財政健全化を図
るため、公募による売却を
検討している。売却にあた
っては、プロポーザル方式
により公募し、地元代表等
を含めた審査委員会での意
見を聴きながら決定してい
く予定である。スケジュー
ルとしては、 年２月の広
報へ掲載予定である。

中野市のＰＲ及び観光客
への中野産品販売戦略に
ついて

中野市議会議会だより

7

10 15
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100

18

11

670

28.2

36.8

’08

市政一般質問

泉

俊

一

質問 今後の進め方及び活
用について。
答弁 イベントや「市」、
また、駐車場として活用し
ている。将来的な活用方法
は、平成 年度から広範囲
の市民の皆さんから意見を

小

中野陣屋前広場について

700

97

847

木

豊

一

質問 弱者に灯油補助を。
答弁 国が実施すれば対応
するようにしたい。
質問 商工業者支援を。
答弁 今後企業推移や景気
等の状況で、必要性があれ
ば検討したい。原油高対策
は、国の動向で検討したい。
質問 橋梁の老朽化調査は。
答弁 点検等を考えていく。

青

実施計画（案）及び新年度
予算編成における「貧困と
格差」是正施策の具体化な
ど市長の政治姿勢について

20

地域情報基盤整備事業に
ついて

聞く、（仮称）中野陣屋前
広場活用検討委員会を立ち
上げ、早期に活用方法を決
定できるよう検討していき
たい。現在中野商工会議所、
中町通りまちづくり協議会
で検討して頂くことをお願
いしている。用地取得目的
は、市全体の賑わいの創出
と経済の活性化を図り、元
気を出していただけること
を基本に検討していきたい。

質問 市民負担軽減になる
が、テレビ北信の支援では。
答弁 説明会等で無料の希
望が多くあった。
質問 テレビ北信の引き込
み工事費１万５千 円より
高いのはなぜか。
答弁 テレビ北信へ加入を
促進する思いを持っての金
額設定かと思う。
質問 なぜ市内業者に指名
しないで市外の高い業者と
変更契約を結んだのか。
答弁 市内業者ではより高
くなり技術力もないと聞く。
質問 市内業者に出来ない
工事を、下請させれば市内
業者は赤字になるのでは。
答弁 市内業者を予定する。
質問 テレビ北信の見込み
より高い金額での契約をし、
750

質問 今日までの経過につ
いて。
答弁 平成 年７月に市街
地の活性化を図る目的で、
㈱マツヤから面積１千 ・
㎡を１億２千 万円で取
得した。
18

質問 介護保険料軽減を。
答弁 激変緩和の継続は、
国の通知を受け検討したい。
質問 ゴミ袋給付を市民税
非課税世帯まで拡大すべき。
答弁 応分の負担が必要。
質問 須坂市は ％が無料
配布で有料分は３％。乳幼
児等にも無料配布している。
答弁 各市町村で違う。
質問 交通弱者の複数通院
時における交通手段確保を。
答弁 試行結果を見て検討。

質問 大型、軽量でセット
アップが約 分で可能な二
重構造のエアロシェルター
は、学校、グランウド、駐
車場、公園などに災害時や
イベントなど多目的に活用
できるが、購入と設置の考
えは。
答弁 庁内関係部署と協議
する中で研究したい。

保育園の統廃合など保育
園のあり方について

生活弱者のゴミ袋給付支援
をしない税金の使い方は問
題である。
答弁 見積りをとった結果
である。
質問 民間への貸与 維
･持
費等費用負担内容と根拠は。
答弁 ケーブルの賃貸料、
電柱等の共架料、使用料な
どテレビ北信に請求したい。
質問 引き込み工事の個人
と公費負担の問題解消を。
答弁 今後検討したい。
地
質問
｢ デジ難民 対
｣策
は調査もされないが、住民
の実態調査等真剣な対応を。
答弁 今後検討したい。

除雪について

30

質問 なぜアンケートの実

質問
年度体制はどうか。
答弁 通勤、通学等市民生
活に支障が無いように除雪
計画を作成している。
質問 「脱塩カル」を他市
町村に先駆け、代わりにヨ
ーロッパ等で使用している
環境と自然に配慮した焼き
砂に代える考えはないか。
答弁 今現在は考えていな
い。

施をしないのか。
答弁 必要な手続きで計画
決定したので理解願いたい。
質問 統合と現地改築の費
用負担をどう考えるか。
答弁 ２か所は割高になる。
質問 私達が行ったアンケ
ートには「現地かその付
近」の希望が ％、 西
｢条
グラウンド は
｣５％強であ
る。これをどう受け止める
か。
答弁 分母集団 人では市
民の総意とは考えられない。
質問 市民の声を冒涜する
ものであり撤回すべきだ。

19

中野市の消防行政について

その他の質問

62

140

13

8
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市政一般質問

内

知

中小企業の
後継者対策について
竹

恒

雄

夫

響を与えかねない重大な問
題である。企業を維持・承
継することが大変重要であ
ると認識しているが、具体
的な調査は行っていない。
質問 後継者の育成につい
て。

藤

20

答弁 中野商工会議所では
相談活動を行い、青年部、
女性会活動を通じ支援を進
めている。今後も商工会議
所と連携を図りながら、事
業継承ガイドラインの周知
や後継者の実態把握を行い、
市制度資金の活用や各種補
助事業を実施し、企業を応
援する努力を継続していく。

市内小学校の規模の適正
化について
質問 小学校の規模の適正
化の検討について、基本的
な方向性、スケジュール、
手法などについてどう考え
ているのか。
答弁 平成 年度までは教
育委員会内部で研究を進め
ていき、平成 年度頃から
地域の皆さんとの懇談会を
開催して、子ども達にとっ
て好ましい学校とはどうあ
るべきかを市民の皆さんと
ともに考えていきたい。

後継者の育成について
質問 今後の市の産業、文
化の発展を考えたとき「後

継者育成プロジェクト」を
立ち上げて、部局横断的に
検討し、重点的に支援して
いく取組みができないか。
答弁 後継者対策としては
伝統文化の継承支援や、産
業面での技術継承、バラ栽
培技術の普及、農業後継者
の確保対策など、各所管部
局で専門的に問題を掘り下
げて施策の展開を図ってい
る。後継者問題が市政運営
の中でも重要な課題である
ことは認識しているので、
横断的取組みについては研
究を進めていく。

指定管理者制度に関して

質問 平成 年度から指定
管理者制度を導入した施設
について、市民サービス向

市議会を
傍聴しませんか

本会議は一般に公開
され、個人でも団体で
も自由に傍聴できます。
市政を知る良い機会
です。みなさん議会の
傍聴にお出かけくださ
い。
なお、日程は議会事
務局へお問い合わせい
ただくか、市のホーム
ページにも日程等や市
政一般質問の状況を掲
載しております。
次の市議会定例会は、
月です。

上の観点からどのような評
価を行ったのか。
答弁 事業報告書の提出を
求め、それに基づき評価調
書を作成して評価判定を行
い、評価基準が低い項目が
あった場合には迅速な改善
を求め、市民サービスが低
下しないよう措置している。

３

質問 後継者の状況につい
て。
答弁 わが国における中小
企業は、企業数で全体の９
割以上、雇用では約７割を
占めている。後継者問題は、
会社の経営状態に大きな影

佐

21

ており、平成 年度から国
民健康保険税で導入し、
年度からは、個人市県民税、
軽自動車税、固定資産税、
都市計画税について導入を
予定している。
質問 クレジットカードに
よる公金収納を、幅広く導
入していく考えはないか。
答弁 クレジットカードに
よる公金収納については、
市民への利便性の向上と、
より確実な納付につながる
収納方法であると認識して
いるので、今後研究してい
きたい。

18

21

22

クレジットカードによる
公金収納の実施について

質問 市の収入未済金につ
いてどう認識しているか。
答弁 公金の収納対策に苦
慮しているが、すべての公
金について収納率の向上を
実現するに至っていない。
質問 収入未済金対策は。
答弁 平成 年４月に、副
市長を本部長とした公金収
納推進本部を設置し、全庁
を挙げて取り組んでいる。
質問 どのような公金につ
いてコンビニ収納を導入し
ていくのか。
答弁 平成 年６月から上
下水道料金について実施し

中野市議会議会だより
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ついては、市の体育施設す
べての管理運営に、指定管
理者制度を導入するため所
要の改正を行うもので、ほ
かの条例案２件と同様に原
案どおり可決されました。
予算案では、一般会計補
正予算（第３号、第４号）
は、８千 万３千円を増額
し、予算総額を 億４千
万９千円とするもので、歳
入のうち主なものでは、地
方特例交付金、分担金及び

負担金、国庫支出金につい
ては、交付金の額等が確定
されたことに伴い、併せて
２千 万３千円を減額し、
県支出金、財産収入、繰入
金、諸収入で合せて１億３
千 万１千円を増額するも
のなどであります。
歳出の主なものでは、総
務費関係については、災害
時装備品の整備などに 万
５千円の増、廃止路線代替
バス運行費補助金の確定に
伴い 万７千円の増、コミ
ュニティ事業助成金の追加
採択に伴い 万円の増、予

定している市税のコンビニ
収納導入に係るシステム導
入委託料等で 万３千円の
増などで、消防費関係につ
いては、小型動力ポンプ購
入費 万円の増などのほか
平成 年人事院勧告及びこ
れに伴う国家公務員の給与
法の改正により市の職員人
件費について所要の補正を
行うもので、ほかの予算案
２件と同様いずれも原案ど
おり可決されました。
事件案は、中野市地域情
報基盤整備工事について、
新たに各家庭までのケーブ

般会計補正予算（第４号）
ほか特別会計補正予算案６
件と同様いずれも原案どお
り可決されました。
意見書案では、医師不足
を解消し、安心できる地域
医療体制の確保を求める意
見書案については、全員賛
成で可決され、後期高齢者
医療制度の中止・撤回を求
める意見書案については、
賛成少数で否決されました。
陳情では、看護師等の人
材確保の促進等を求める陳
情及び深刻な医師不足の打
開を求める陳情については、
いずれも賛成少数で不採択
となりました。

ル引き込み工事の公費負担
と、緊急地震速報に対応す
るための増工に伴う変更請
負契約の締結、中野市営野
球場ほか 施設の指定管理
者の指定、新中野市のシン
ボルとなる「市の花、木、
鳥」の制定の３件で、いず
れも原案どおり可決されま
した。
意見書では、アフガニス
タン問題は平和的、外交的
努力で解決を求める意見書
案について、慎重に審査し
た結果、賛成小数で否決さ
れました。
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総務文教委員会報告
総務文教委員会に付託さ
れた条例案４件、予算案４
件、事件案３件、意見書案
１件について、 日に審査
しました。
条例案では、中野市国民
健康保険税条例の一部を改
正する条例案については、
保険給付と税負担の平準化
を図るため、平成 年度か
ら税率を平均 ％増とする
もの、中野市体育施設条例
の一部を改正する条例案に

特別会計への繰出金 万８
千円の増額、予防費で予防
接種の事業実績見込みによ
り、医師報酬・医薬材料費
等関連する事業費 万９千
円の減額、水道費で公的資
金補償金免除繰上償還に伴
う水道事業会計への補助金
２千 万１千円の増額など、
環境衛生費で実績見込みに
より、資源物回収報奨金・
生ごみ堆肥化機器購入費助
成金あわせて 万円を増額
など、清掃総務費で北信保
健衛生施設組合の事業費確
定に伴う分担金２千 万６
千円の減額などであり、人
事院勧告実施に伴う人件費
補正の平成 年度中野市一

133

537

537

250

により、繰出金１千 万４
千円の減額、児童福祉総務
費で事業の見直しによる、
放課後子ども教室に係る安
全管理員等謝礼 万円の減
額、保育所費で入園児増加
等に伴う嘱託保育士等の報
酬１千 万８千円の増額、
私立保育所及び市外保育所
への入園児の増に伴う委託
料 万７千円の増額、長時
間保育対象児の増により保
育士賃金 万８千円の増額、
衛生費では保健衛生総務費
で新たに、臨床研修病院の
医療提供体制の整備を図る
ために、新規勤務医師への
研究資金貸付金１千 万円
を追加、国民健康保険事業
126

274

120

19

593

299

966

19 132

484

63
801

200
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391

事業費補助金 万５千円の
減額、重症心身障害者等ケ
アホーム運営事業補助金
万１千円の増額、県の補
助を受け、障害者自立支援
対策として、新たに通所サ
ービス利用促進事業助成金
など扶助費 万円の増額、
人権センター費で県補助金
の増額に伴う財源組替えを、
高齢者福祉費で事業実績見
込みにより、介護保険事業
特別会計への繰出金 万４
千円の増額、老人医療費で
老人保健医療事業特別会計
へ前年度分の支払基金交付
金の追加交付があったこと
126

146

149

237

171

253

20

19

11

620

13

9.9

条例案１件、予算案８件、
意見書２件、陳情２件につ
いて、 日に審査しました。
主なものは、条例案では、
市内の臨床研修病院の指定
を受けた病院の医師を確保
し、深刻化している医師不
足解消を図るため、新たに
制定する中野市医師研究資
金貸付条例案については原
案どおり可決されました。
予算案では、平成 年度
中野市一般会計補正予算
（第３号）については、民
生費では、障害者福祉費で、
事業実績・事業の組替え
等により、グループホーム
13

16

委員会報告・意見書

▪意見書

いる。
医師不足の解消に向け、
医療機関の集約化や、魅力
ある研修病院の整備、病院
間連携体制の整備、小児救
急での電話相談窓口の整備
など様々な努力を進めてい
るが、安心できる地域医療
体制の整備に向けて国にお
いても引き続き積極的な取
り組みを進める必要がある。
また、医師不足のみでなく
看護師や助産師の不足も同
様に近年重要な課題となっ
ている。
よって、中野市議会は、
政府に対し、医師不足を解
消し、安心できる地域医療
体制を確保するよう、左記
事項について要望する。
記
１ 地域医療の再構築に向
けて、総合的なビジョン
を早急に策定すること
２ 救急医療体制の整備・
維持、周産期医療体制の
整備・維持のための支援
策の拡充を図ること
３ 小児科医療等の医師不
足が指摘される科目の診
療報酬の抜本的な見直し
を図ること
４ 公的病院の診療体制の
強化を図るため集約化へ
の取り組みの支援策を拡
充すること。また、中核
病院と地域医療機関の連

携を強化するための対策
を講じること
５ 臨床研修制度のあり方
について検討を行い、前
期・後期臨床研修におい
て、地域医療への従事が
適切に確保できるよう取
り組みを進めること
６ 医科系大学の定員にお
ける地域枠の拡大を図る
とともに、奨学金制度の
充実など地元への定着を
進めるための施策の充実
を図ること
７ 院内保育の確保や、女
性医師バンクの充実など
女性医師の仕事と生活の
両立を図るための支援策
を充実すること
８ 看護師、助産師の不足
に対して積極的な対策を
講じること
９ 小児救急の電話相談事
業の充実のための対策を
講じること
出産・分娩に係る無過
失補償制度の早期の創設
を図ること

歯や口腔の機能が全身の
健康、介護・療養上の改善
に大きな役割を果たすこと
が厚生労働省の厚生労働科
学研究等で実証されている。

療の実現を求める意見書

保険でより良い歯科医

10

19

290

〈可決された意見書〉
県施行の中町線事業に関連
（関係行政庁に提出）
して街灯設置工事費 万円
を増額、公園管理費で文化
医師不足を解消し、安
公園のマレットゴルフ場の
心できる地域医療体制
排水対策及び昆虫館の空調
の確保を求める意見書
機取替えに係る工事費 万
２千円の増額などであり、
人事院勧告実施に伴う人件
費補正の平成 年度中野市
一般会計補正予算（第４
号）ほか特別会計補正予算
６件と同様いずれも原案ど
おり可決されました。
事件案では、老朽化した
配水池を更新し、安定した
水道水の供給を図るため、
新たな配水池を築造する中
野新配水池築造工事変更請
負契約の締結について、地
方自治法第 条の２第３項
の規定による、一本木公園、
北公園及び北信濃ふるさと
の森文化公園の指定管理者
の指定、柳沢築堤事業の実
施などに伴う市道路線の廃
止、認定については原案ど
おり可決されました。
近年、全国的に、特に小
児科や産婦人科などにおけ
る医師不足が深刻な問題と
なっている。地域住民が安
心して生活するためには、
救急医療や産婦人科・小児
科医療など必要な医療サー
ビスがいつでも利用できる
ことが重要であり、こうし
た医師不足問題の解消は喫
緊の課題である。
このような医師不足は、
１ 平成 年４月から実施
されている臨床研修制度に
より大学医局の医師派遣機
能が低下し、地域の医療機
関からの医師の引き上げが
生じていること。
２ 公的病院等での医師の
過酷な勤務実態、地域の医
療機関の経営状況の悪化な
どが生じていること。
３ 女性医師の増加に対応
する仕事と子育ての両立支
援策が十分に講じられてい
ないこと。など様々な原因
が複合的に作用して生じて

中野市議会議会だより
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経済建設委員会報告
条例案１件、予算案８件、
事件案７件について、 日
に審査しました。
主なものは、条例案では、
北公園の管理、運営に指定
管理者制度を導入する、中
野市都市公園条例の一部を
改正する条例案については、
原案どおり可決されました。
予算案では、平成 年度
中野市一般会計補正予算
（第３号）については、農
林水産業費では耕種園芸費
で実績見込みにより、害獣
による農作物被害対策とし
て補助金 万２千円の増額、
新品種の果樹苗木購入のた
めの補助金 万円の増額、
売れる農業推進費では、き
のこ包装フィルムへ市の観
光情報等の広告を掲載する
ための委託料 万９千円の
追加など、土木費では道路
新設改良費で地方道路整備
臨時交付金の額の決定に伴
う幹線道路整備改良工事費
等関連事業費２千 万９千
円の減額、道路橋梁維持費
で修繕工事費 万円の増額、
除雪費で消雪施設修繕工事
費 万円の増額であり、都
市計画総務費で入札差によ
る不動産鑑定手数料 万１
千円の減額、街路事業費で
200

259

意見書

その結果として医療費を抑
制する効果があることが兵
庫県歯科医師会等で実証さ
れている。
しかしながら、公的医療
費の抑制により患者の自己
負担が増大し保険で歯科診
療を受けにくくなっている。
国民は患者負担を減らして
ほしいと切望している。
また、実質的に医療内容
を左右する診療報酬は過去
３回続けて引き下げられ、
保険でより良く噛める入れ
歯をつくることや、歯周病
の治療・管理をきちんとす
ることが難しくなっている。
そのうえ歯科では過去 年
にわたり新しい治療法がほ
とんど保険に取り入れられ
ていない。「保険のきく範
囲を広げてほしい」、これ
は患者・国民の一番の願い
である。
よって、中野市議会は、
国及び政府に対して、医療
費の総枠を拡大し、患者負
担を増加させることなく、
保険でよい歯科医療を確保
するため、良質な歯科医療
ができるように診療報酬を
改善し、安全で普及してい
る歯科技術を保険がきくよ
うにすることを強く要請す
るものである。
30

民法 条の嫡出推定に
関する運用の見直しを
求める意見書
民法 条第２項は「婚姻
の解消若しくは取消しの日
から 日以内に生まれた子
は、婚姻中に懐胎したもの
と推定する」と、「嫡出推
定」の規定を定めている。
この規定は、もともとは法
律上の父親をはっきりさせ
て子どもの身分を早期に安
定させるためのもであった。
しかし、制定から 年以上
たった今、離婚・再婚をめ
ぐる社会情勢の変化なども
あり、時代に合わなくなっ
ている。
例えば、この規定がある
ために、実際には新しい夫
との間にできた子どもであ
っても、離婚後 日以内の
出生であれば、前夫の子と
推定され、出生届を提出す
ると前夫の戸籍に入ること
になってしまう。そのため、
事実と異なる者が父親とさ
れることを嫌って、出生届
を出さず、無戸籍となって
いる方々がいる。
そうした方々の救済のた
め、法務省は今年５月に通
達を出し、離婚後妊娠の場
合に限り、医師の証明を添
付することで現在の夫の子
として出生届を認める特例
100

300

救済措置が実施されている。
しかし、この特例で救済
されるのは全体の１割程度
で、圧倒的に多いのは対象
外となっている離婚前妊娠
のケースである。離婚前妊
娠に関しては、やむを得な
い事情を抱えて離婚手続き
に時間がかかるケースが多
く、救済を求める声が強く
なっている。
よって、中野市議会は、
政府に対し、子どもの人権
を守るため、離婚前妊娠で
あっても社会通念上やむを
得ないと考えられるものに
ついては現在の夫の子とし
て出生届を認めるなど、嫡
出推定の救済対象を拡大す
るよう、強く求めるもので
ある。
障害者自立支援法の抜
本的見直しを求める意
見書
２００６年４月に施行さ
れた障害者自立支援法によ
り、応益負担による福祉サ
ービス利用料の定率一割負
担や食費・宅料の自己負担
が導入された。そのため、
障害が重ければ重いほど、
利用料負担が重くなり、障
害児・者の中にはその急激
な負担増に耐えられず、サ
ービス利用を中止したり、

抑制せざるを得ないケース
が全国でも相次いだところ
である。
さらに、施設運営につい
ても、障害者の通所日数に
応じた実績払いとなったた
め、事業所の運営が困難に
直面している。
障害者とその家族、関係
者の声が反映され、国は今
年度から「障害者自立支援
法円滑施行特別対策」を実
施し、激変緩和措置などを
講じているが、これは３年
間の時限的な措置であるた
め障害者の不安は解消され
ない状況であり、その後も
障害者団体や関係者から、
障害者自立支援法の改善を
求める声が上がっている。
よって、中野市議会は、
政府に対し、現行法の定率
一割負担や、施設への報酬
支払い方式の見直し等、障
害者自立支援法を抜本的に
見直すよう求めるものであ
る。

徹底解明を求める意見書

防衛省に関する疑惑の

防衛省トップの守屋武昌
前防衛事務次官が収賄の疑
いで逮捕され、多くの国民
は怒り、問題の徹底解明と
再発防止を強く求めている。
守屋前次官が、軍需専

門商社といわれる 山
｢田洋
行 か
｣らゴルフ、飲食など
の接待、贈り物などを受け、
それが収賄の容疑をもたれ
たものである。
山
｢ 田洋行 と
｣ 守屋前防
衛事務次官は、自衛隊次期
輸送機や海上自衛隊の新型
護衛艦のエンジンの選定や
納入、また、宮崎容疑者が
山田洋行 をやめ、新た
｢
｣
に立ち上げた 日
｢本ミライ
ズ に
｣対しても防衛省関連
の受注に便宜を図った疑い
がもたれている。
今回の事件の自衛隊の軍
用機など装備品に投じられ
た税金は年間約２兆円とい
われ、その税金が 機
｢密 ｣
のかべで国民から見えにく
くなっている。しかし今回
の事件を通じ、その一端が
明らかになりつつあり、こ
れを徹底解明することを今
こそ国民は強く願っている。
さらに、今回の事件を通
じて元閣僚の名前もあげら
れるなど政・財・官に関係
する疑いが一層深まってい
る。
よって、中野市議会は、
政府に対し、防衛省の次期
輸送機等の選定 購
･入に関
する政 財
･ 官
･ の疑惑を徹
底して解明し、再発防止を
図ることを強く求めるもの
である。
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意見書・陳情

乗値上げが起こらないよ
う国内石油元売り各社、
関連産業等に対し適正な
指導を行うこと
２ 低所得者等への支援を
国として行い、
また、消費
者に対し、石油製品の情
報提供を適切に行うこと
３ 施設園芸及びきのこ栽
培に係る農業をはじめ、
中小企業等の産業用石油
製品について、価格の安
定と安定供給を目的とし
た対策を関係省庁連携に
より講ずること
きた。
今、地域住民はこれまで
の大規模災害により、「防
災対策」の充実など安全で
安心な生活を確保するため
公共事業に大きな関心を持
っている。このことは全建
労が地域住民や自治体首
長を対象に取り組んだア
ンケート（２０００年～
２００６年の７回実施）結
果からも明らかである。公
共事業の実施により、全て
の国民に安全・安心で平等
・公平なサービスを提供す
るためには、これまでと同
様に国の責任において防災
・生活関連の整備・維持管
理を行うことが必要と考え
ている。
現在、政府は「基本方針
２００７」において地方分
権、道州制、公務員削減の
推進などを決定し、地方分
権、道州制については、今
後３年で検討することとし
ている。しかし、財源につ
いては、明記が無く、政府
が財源の伴わない地方分権
を目論んでいることが想定
される。その結果、今後必
要な河川、道路の整備は、
地方の財政事情により地域
間格差が発生・増大するこ
とが明らかである。さら
に、国土交通白書では、こ
れまでの社会資本整備の結

果、今後、維持・管理及び
更新費用が現在の２倍以上
になると試算している。現
在、整備済みの河川、道路
施設も地方分権により移管
され、その維持管理の水準
も地域間格差が増大するこ
とが予想される。
これまで、重要な河川、
道路の整備・維持管理は、
国が行う中で、一定の水準
を保ってきた。今後、地方
分権が進む中で、住民の安
全で安心な生活は地域間格
差が増加することが予想さ
れる。やはり、地域間格差
のない住民の安全で安心な
生活を確保するため、防災
・生活関連整備・維持管理
は、これまでと同様、国の
責任で行う必要がある。ま
た、良好な公共事業を実施
するためには、建設労働者
の労働条件を改善する必要
がある。現在、多発する低
入札の影響で建設労働者の
処遇は低く抑えられている。
建設労働者の労働条件を改
善するためには、下請け業
者の契約金額を正当なもの
にする必要があり、そのた
めにも公契約法の制定が重
要となる。
以上のことから防災・生
活関連整備の地域間格差を
無くし、安全安心な公共事
業を推進し地域住民の生活

情

向上と産業発展を築くため
に、左記事項の実現を強く
求めるものである。
記
１ 地域間格差のない公共
事業を推進し、住民の安
全・安心な生活を確保す
るため防災・生活関連施
設整備、維持管理は国が
責任をもって行うこと
２ 良好な公共施設の建設
及び維持管理を実施する
とともに、中小建設業者
の受注価格の適正、建設
労働者の労働賃金を確保
するため公契約法を制定
すること

▪陳

◎陳情第５号 看護師等の
人材確保の促進等を求め
る陳情
陳情者 長野県医療労働
組合連合会
執行委員長 渡辺 一信
（長野市高田２７６番地
８）

◎陳情第６号 深刻な医師
不足の打開を求める陳情
陳情者 長野県医療労働
組合連合会
執行委員長 渡辺 一信
（長野市高田２７６番地
８）
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防災・生活関連整備の
地域間格差を無くし、
安全安心な公共事業を
国の責任で実施するこ
とを求める意見書
我が国は、地震、台風、
集中豪雨等の自然災害に対
し脆弱な国土となっており、
毎年のように自然災害が多
発している。北陸地域にお
いても 年の新潟・福島水
害、中越地震。 年の能登
半島沖地震、中越沖地震な
どの発生により大規模な被
害が発生している。
これらの災害対応につい
ては、北陸地方整備局にお
いても一丸となって直轄災
害復旧や被災地自治体への
広域災害支援等を実施して
07

石油製品の安定的な供
給と価格の安定を求め
る意見書
近年世界的な原油需要の
拡大、中東情勢の混迷によ
り、原油価格が高騰し、石
油製品の価格上昇や安定供
給確保に対する不安が国民
に広がっており、石油製品
価格の高騰が、市民の暮ら
しや地域経済に与える影響
は甚大で、厳しい積雪寒冷
気候で本格的な冬を目前に
した本市の市民にとって暖
房用の灯油は生活必需品の
一つである。
施設園芸及びきのこ栽培
等に携わる農業者や中小企
業者等は、原油価格の高騰
によるコスト増を販売価格
等に転嫁できずに大変な苦
労を強いられているため、
石油製品が適正な価格で安
定的に供給されることが強
く求められている。
よって、中野市議会は、
国において国民生活が安定
するよう、左記の事項につ
いて強く要望する。
記
１ 国民の立場に立ち、灯
油をはじめとする生活関
連石油製品の価格の安定
対策と安定供給の確保に
万全を期すとともに、便
04

長野県立歴史館視察・行政視察報告・あとがき

12

その調査状況や青銅器の
歴史的背景を知るため、議
長以下議員 名で去る 月
日に、長野県立歴史館を
視察しました。
館長をはじめ、現場の調
査員の方々の説明を聞くこ
とができ、歴史的な大発見
について大変よい勉強とな
りました。
15

出土した銅戈→

行政視察報告

19

３常任委員会と議会運営
委員会が今年度行った行政
視察について報告します。
総務文教委員会と議会運
営委員会は合同で、平成
年 月 日～ 日に三重県
玉城町、亀山市、四日市市
を行政視察しました。
玉城町においては「クレ
ジットカードによる公金支
払いについて」を、亀山市
においては「企業誘致につ
いて」とシャープ亀山工場
を、四日市市においては
「自治基本条例について」
と「議会改革について」を
視察しました。
民生環境委員会は、平成
年 月 日～ 日に京都
府宇治市、向日市を行政視
察しました。
宇治市においては「児童
支援育成計画について」を、
向日市においては「高齢者
健康増進について」を視察
しました。
経済建設委員会は、平成
年８月 日～ 日に京都
府南丹市、亀岡市、和歌山
県海南市を行政視察しまし
た。
23
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21
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長野県立歴史館視察
東日本では初めて、全国
的にも数例しかないといわ
れている、同一場所から銅
戈（どうか）と銅鐸（どう
たく）が一緒に出土した柳
沢遺跡において、銅戈、銅
鐸が埋まっていた青銅器埋
納坑（まいのうこう）が周
辺地層と共に長野県立歴史
館へ移送され、そこで埋納
状況等について調査されて
います。
25

南丹市においては「中心
市街地整備改善計画につい
て」を、亀岡市においては
「食・農・健康にぎわい行
動プランについて」を、海
南市においては「企業誘致
・支援について」を行政視
察しました。
今後は、行政視察の成果
を議会活動に活かしていき
たいと思っております。

第２代前期議会だ
より編集委員名簿

（順不同）

委 員 長 佐藤 恒夫
副委員長 湯本 隆英
委
員 町田 博文
小泉 俊一
竹内卯太郎
中島
毅
西澤 忠和
金子 芳郎
野口 美鈴
髙木 尚史
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

あ と が き

新年明けましておめでと
うございます。
市民の皆様におかれまし
ては、清々しい新春をお迎
えのことと心からお慶び申
し上げます。
さて、本格的な冬のシー
ズンを迎える中、暖房用の
灯油など石油製品及び石油
関連物資の価格高騰は、市
民生活ばかりでなく、農業、
工業、商業などあらゆる経
済活動にも深刻な打撃を与
えております。そのため中
野市議会としましても、石
油製品の安定的な供給と価
格の安定を求める意見書を
全会一致で可決し、政府に
対し速やかな対応を強く要
望したところであります。
議会では、これまで以上
に、市民の皆様に身近な議
会となるよう心がけてまい
る所存であります。
皆様のご健康とご多幸を
心よりお祈り申し上げます。
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