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93

藤

恒

夫

２月の臨時市議会で
成立した補正予算の
執行状況等について

質問 前市長はスポーツを
通じて中野市の活性化に強
い思いがあった。景気対策
でＪＡや商工会議所等と連
携を図り、地元球団を活用
した農産物と海産物のＰＲ
販売の相互受入れの考えは。

沢

田

一

男

答弁 提案の他球場での農
産物や観光の相互交流はＰ
Ｒ効果が高いと考える。
質問 売れる農業推進室の
小回りの効く対応と、行政
の強い意気込みが必要だが。
答弁 ＪＡ、生産者等と連

尾

智

計

新市民会館の必要性
について
深

化に伴い、計画どおり建設
を進めることは困難と判断
し、延期した。

策臨時交付金事業のうち前
倒しした事業費約２億円に
対し、契約済額は１億５千
万円で、うち約６千万円が
執行済みである。契約済み
の案件のうち、市内業者へ
発注したものは、建設工事
で 件中 件、 ％、業務
委託では８件中６件、 ％、
物品購入では６件中２件、
％となっている。今後も
残事業の早期発注、早期支
払いに努め、地域経済の活
性化を図っていく。
94

75

携、開催地と協力しＢＣリ
ーグを活用した効果的なＰ
Ｒが出来ないか研究したい。
質問 農業者にやりがいの
ある環境づくりが行政の大
きな仕事と思うがどうか。
答弁 農産物と観光の企画
を開発し一層の誘客を図る。
質問 売れる農業推進室の
営業支援が強く望まれるが。
答弁 力を入れ取組みたい。

47

質問 各所の傷みについて。
答弁 設備等の老朽化は、
当面、機能維持に努めたい。
質問 耐震診断について。
答弁 ６月中に委託業者を
決定し、耐震診断のほか、
補強計画の策定、建築設備

不法投棄防止対策について

しているテレビ、エアコン
などの電気製品と廃タイヤ
については、通常の廃棄方
法では対応できないことか
ら市が撤去を行っている。

質問 市ホームページのリ
ニューアル方針はどうか。
答弁 行政サービスの情報
を統一的に、分かりやすく、
迅速に提供するため、情報
発信の作業を一元管理する
こと、新たに動画配信を行
うこと、ユニバーサルデザ
インに配慮することなどを
考えている。
質問 市長による定例記者
会見を実施してはどうか。
答弁 緊急かつ重要なお知
らせ等は、議会全員協議会
をお願いし、その際に報道
対応をしているが、各市の
状況も踏まえ、検討したい。

市の広報・広聴制度
について

質問 市内での不法投棄件
数、量、地理的傾向などの
実態はどうなっているか。
答弁 建築廃材などの産業
廃棄物については、平成
年度で８件、 トン、 年
度で２件、 トン、 年度
で３件、 トンとなってい
る。家庭ごみなどの一般廃
棄物では、 年度で 件、
トン、 年度で 件、
トン、 年度で 件、 ト
ンである。不法投棄は市内
のいたるところで発生して
いるが、傾向的にみると、
山間部やそこに至る道路沿
いで多く見受けられる。
質問 不法投棄された物の
撤去の実態はどうか。
答弁 原因者が不明の場合
には、その土地の所有者が
撤去することになる。ただ
し家電リサイクル法で規定

アスベストを含有する吹付
け材が使用されており、４
月中に除去工事を実施した。
質問 現会館のトイレ改修
について。
答弁 トイレを始めホール
全体のユニバーサルデザイ

↖

の改修計画策定を予定して
おり、年内には調査結果が
判明すると考える。
質問 アスベストへの対応
について。
答弁 会館内には、玄関ホ
ワイエ及び廊下の天井に、

118

佐
特別手当は、該当世帯数の
約 ％が申請済みで、執行
額は２千 万６千円、執行
率は約 ％となっている。
質問 前倒しされた諸事業
の執行状況及び市内業者へ
の発注割合はどのくらいか。
答弁 地域活性化・生活対
95

信濃グランセローズと
売れる農業推進室について

268

質問 市民会館建設計画が
凍結に至った経緯について。
答弁 経済状況の急激な悪

50

33.3

18

19

6.1

20

109

4.5

66

955

85

0.1

53

0.2

2.1

18

19

20

質問 定額給付金、子育て
応援特別手当の支給状況は。
答弁 ６月１日現在の定額
給付金の給付状況は、対象
世帯数の約 ％が申請済み
で、執行額は７億 万８千
円、予算に対する執行率は
約 ％である。子育て応援
95
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答弁 平成 年度に耐震診
断を実施し、耐震強度が不
足していると指摘されてい
る。このことから、平成
年度中には、一定の方向を
示す方針だが、経済状況、
社会情勢等を踏まえ、この
判断時期も含め、現在検討
中である。

質問 高齢者や障がい者の
資源ゴミ等の収集について。
答弁 ひとり暮らしの高齢
者や障がい者が、区の枠に
とらわれず、より近い回収
場所に資源ゴミ等を出せる
よう、衛生自治会等の関係
機関と協議していきたい。

進める中での拠点として、
文化施設の整備は、その方
策の一つであり、現在、延
期とした建設計画が再開で
きるための環境が整うこと
を願っている。
市庁舎の今後の考え方
について

旧プラザ会館のその後
について

１９

一

２１

中町線街路整備の４ヶ月間
延長の対応について

高齢者に配慮したゴミ収集
について

豊

について
木

質問 大幅延長に伴う商店
の売り上げ減少等への対応。
答弁 工期短縮 来
･客者の
安全確保を県に要望したい。
質問 遅れの原因は中電等
にある。夜間の安全確保を。
答弁 県に要望したい。

地域情報基盤整備事業
及び 地｢デジ難民 対｣応
について

質問 情報基盤整備のＩＲ
Ｕ契約に問題がなかったか。
答弁 手続きに問題はない。
質問 中電 Ｎ･ＴＴに対し
完了届は提出してあるか。

５０

質問 一向に改善しない現
状打開について。
答弁 ４月に県及び市で所
有者と面談した。解体業者
等との折衝はしているよう
であるが、金銭面から除去
工事の予定が立っていない
ため、新たに創設するアス
ベスト除去を行う建物所有
者等への補助制度を説明し、
所有者に早期解決を求めて
いる。

答弁 提出してない。
質問 完了届もないＩＲＵ
契約は、あってはならない。
答弁 契約変更はしない。
質問 契約変更は 条で可
能である。変更がない場合、
契約後に発生した１０６４
本分の共架料をテレビ北信
は 年間無料使用できる。
契約変更を求めるべきと思
うが、市長の考えはどうか。
答弁 私を初め職員も十分
注意すれば起きなかったこ
とで、謝罪し、今後こうし
たことのないよう、万全を
期すので、お願いしたい。

１５

質問 市庁舎の今後の考え
方について。

３８

19

21

準に対し低所得者ほど負担
率は重い。市民税非課税と
均等割世帯を ％軽減して
も約 万円であり、低所得
者の負担軽減は可能である。
答弁 率のみの比較はどう
か。保育内容を改善した。
質問 保育料未払世帯の平
均は年約８万円である。低
所得者に多いのではないか。
答弁 単純にはいえない。
質問 払えない人の実態は。
答弁 資料が手元にない。
質問 格差是正の面でも、
期末手当カット約３千万円
で低所得者の負担軽減を。
答弁 本年度は据え置く。
質問 オバマ大統領の「核
廃絶」発言の評価はどうか。
答弁 核兵器廃絶の流れが
期待できるのではと考える。
７００

ン化が望ましいが、現状で
の改修は、難しいと考える。
質問 用途地域変更の影響
について。
答弁 建物の容積率と建ぺ
い率が緩和されたことから、
建物密度が現在より密に配
置でき、より高度な土地利
用が可能になる。
質問 「文化が香る元気な
まち」を目指して。
答弁 今後、まちづくりを

青

学３年卒、他市町村は小学
５卒～中卒であり、市も無
料拡大を図る考えはないか。
答弁 今は考えていない。
質問 小学卒業迄無料にし
ても約２千万円で可能。市
の財源は 年度と 年度当
初予算で比較すると普通建
設費 ％増に対し扶助費は
３％弱の増である。問題は
市長の政治姿勢ではないか。
答弁 総合的に研究したい。
質問 市の保育料は国の基

１０

子どもの医療費無料拡大
など子育て支援及び平和
施策など市長の政治姿勢

質問 市民が経済的能力に
係わりなく安全 安
･心して
生活できるようにすること
は政治の責任である。市長
の政治姿勢として子どもの
医療費無料拡大を求める。
答弁 当面現状維持で、他
に子育て支援を研究したい。
質問 ４年生が医療費を払
うようになり、低所得者は
医者に行くのが苦痛となる。
北信広域内６市町村で子供
の医療費無料が中野市は小
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俊

庁舎の配置替えについて
泉

博

一

文

で不便を感じることはない
が、執行機関の間で協議が
必要な場合に多少の時間を
要すること。庁内の各種会
議が本庁で開催されること
が多いため、移動に時間を
要することや文書・伝票の
やり取りに不便を感じる。
質問 豊田支所の組織につ
いてはどうか。
答弁 行政の一体化、組織
運営の効率化の観点から、
１課、３係体制としており、
今後も市内全体の均衡に考
慮しながら、本庁と十分な

質問 小中学校の校庭を芝
生化できないか。
答弁 地球環境の保全、温
暖化の防止につながる政策
ではあるが、厳しい財政状
況の中での緊急性、費用対
効果、中野市の気象状況に
合う芝の選定、芝の養生に
伴い校庭が使用できない期
間の代替校庭の問題、維持
管理の問題などを考えたと
き、実施するのは大変難し
いと考えている。
質問 保育園の芝生化につ
いてはどうか。
答弁 モデル的にある保育
園を選んで、芝生区画的な
ものについて研究してみた
い。

連携を図り、サービスが低
下しないよう努めていく。

護者負担の増を考えると、
保護者の理解が必要であり、
導入の考えはない。

（ 注 ） Ｇ Ｐ Ｓ と は、グ ロ
ー バ ル・ ポ ジ シ ョ ニ ン

グ・ シ ス テ ム (Global
Positioning System)
の略で、アメリカ合衆国が
軍事用に打ち上げた約 個
のＧＰＳ衛星のうち、対象
の上空にある数個の衛星か
らの信号を受け、現在位置
を知るシステム。

子供達の通学時における
安心・安全について

質問 ＧＰＳ機能を活用し
た情報端末の携帯について。
答弁 児童・生徒の登下校
時の安全対策は大変大事な
ことであり、常日頃から各
種安全対策を講じている。
提案の情報端末の携帯は、
安全対策上一定の効果はあ
るものと思うが、経費等保

質問 本議会で補正予算化
された３億５千 万円の臨
時交付金の効果をどうみる
か。
答弁 交付金事業の実施に
当たっては、早期発注に努
めるとともに、地域の中小
企業の受注機会に配慮する
こととしている。また、前
年度から切れ目なく実施し
ている臨時交付金事業は、
地域雇用の促進や経済活性
化において成果を上げられ
るものと考えている。

定住自立圏構想について

その他の質問

質問 最近、ポット苗方式
による「鳥取方式」が話題
になっている。施工費用も
維持管理費用も格段に安く
できるという。子供たちへ
の教育的な面からみても、
芝生化によるメリットは大
きいものがあり、学校につ
いてもモデル的に実施する
ことができないか。
答弁 確かにメリットはあ
ると考えているが、保育園
での先行的な研究結果を見
ながら学校現場においても
検討させていただきたい。

経済危機対策の取組み
について

30

小
性の向上や効率的な組織運
営の面から、できるだけ早
く、本庁へ移転したいと考
えているが、支所の活用方
法など解決すべき課題につ
いて、今後検討したい。
質問 教育委員会事務局が
豊田支所にあることにより、
業務上不便を感じないか。
答弁 支所で業務を行う上

田

スクールニューディール
構想について

してラジオを聞いたり、星
空を見上げるといった、い
つもとは違う夜を過ごすな
どの新しいライフスタイル
になるような事例を募集す
るものである。なお応募さ
れた感想文や写真は今年度
の第２回信州中野環境祭で
紹介したり広報紙等に掲載
するなど、より多くの方々
に情報提供をしていきたい
と考えている。

町

クールアース・デーの
取組みについて
質問 創設以来２回目のク
ールアース・デーを迎える。
昨年も質問したが、中野市
としてより積極的な取組み
ができないか。
答弁 ７月７日は市のライ
トアップ施設での消灯や定
時退庁による消灯などを実
施する。このほか、
「我が
家のクールアース・デー」
と題し、市民からの感想文
や写真を募集することを考
えている。これは電気を消
してキャンドルの明かりで
食事をしたり、テレビを消

600

質問 教育委員会事務局を
豊田支所から移転する考え
はあるか。
答弁 教育委員会事務局は、
平成 年４月から、豊田支
所で執務を行っているが、
これは市全体の組織見直し
の中で、支所スペースの有
効活用も考慮し、移転した
ものである。来庁者の利便
20
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川

吉

孝

千曲川の治水及び増水時の
情報伝達について
芋
答弁 立ヶ花観測所水位３
ｍで水防員は待機し、消防
団には出動要請する。５ｍ
のはん濫注意水位で情報を
流す。上流ダムとの連絡は、
関係機関と連携をとってい
る。過去の観測データでは、
上流の千曲市杭瀬下から早
い時で約４時間後に立ヶ花
へ到達するため予測は可能。
早い時期に対処する。

口

美

鈴

中野市の観光について
質問 市長の基本姿勢は。
答弁 観光客 万人を想定
して鋭意努力している。点
在している施設の活用は施
設巡りスタンプラリー等を
研究したい。施策では、中
野土人形を生かした観光に
重点を置いている。
質問 郷土ゆかりの作品は。
答弁 菊池契月 点、町田
曲江 点、三沢忠 点、寺
瀬黙山 点、これらを含め
約 点を所蔵している。
20

答弁 所得の確保、諸外国
と貿易ルールの確立が必要。
質問 改正案は農業委員会
の重要性をいうが合併で委
員数を減らしてきた。市の
委員数と農業委員会の今後
の取り組みと役割はどうか。
答弁 合併前後の委員数は
中野地域 人から 人、豊
田地域 人から７人となり
現在 人。法案が通れば農
業委員会の任務は一層大き
くなり、申請不許可の判断
や不正利用の許可の取り消
し等課題がある。混乱のな
いよう判断基準や委員会体
制等の整備に努め研修する。
質問 改正案は儲けが出な
ければ撤退する大企業に、

質問 大俣姥ヶ沢遺跡から
出土した土偶について。
答弁 国宝重要文化財クラ
スと考える。名前について
は検討中。近隣からの出土
品を集め企画展を検討。
質問 銅戈、銅鐸を地元に
残す運動について、商工会
議所、観光協会、柳沢で運
動を始めたが市はどうか。
答弁 保存展示には費用が
掛るので余裕があれば行う。
質問 土偶、銅戈、銅鐸の
ポスターの作成計画は。
答弁 今後作成予定である。

農地所有の道を開くことに
なり、改正反対の意見もあ
る。委員が 人も減った上、
任務が重要となる改正案を
委員会として学習されたか。
答弁 まだだが、現行の農
地法の諸案件は研修した。

質問 今、経済格差が子ど
も達の教育格差にならない
よう、緊急な手立てが必要。
学年費等の見直しとピアニ
カ等の教材やスキー用品等
再利用 リ
( ユース で
) きる
よう検討し、緊急提言とし
て学校や教育委員会からお

経済格差が教育格差に
ならないために

10

100

27

24

質問 千曲川堤防の改修予
定と優先基準はどうか。
答 弁 古 牧 の 樋 門 に 着 手、
人家に浸水の恐れがある上
今井下流と笠倉を予定。無
堤かさ上げは市、更に同盟
会を通じ強く要望する。堤
防未修復については証拠資
料が不足しない様、今後地
元に十分事前説明を行う。
質問 増水時の情報伝達は。

野

マイナス影響を与えないか。
地域社会と融合が図れるか。
地域合意が得られるか。地
域の農用地の管理主体であ
る農業委員会の体制整備等
の４点に十分留意が必要。
質問 農地や食料を大企業
の儲けの道具にさせてはい
けない。大企業参入で耕作
放棄地がなくなるか。
答弁 そうは考えていない。
質問 価格保障、所得補償
をしない限り、農業の再生
はないと思うがどうか。

（注） スクールニューディ
ールとは、政府追加経済支
援での文部科学省所管事業
名で、全公立学校でのデジ
タルテレビ配置、太陽光発
電パネルの設置・増設等の
エコ改修、既存校舎の耐震
化、ＩＴ環境の整備等。
また、ニューディールと
は、トランプゲームで親が
カードを配り直すことに例
え、政府が新たな経済政策
で国家の富を国民全体に配
り直すことをいい、世界恐
慌克服のためルーズベルト
アメリカ大統領が行った一
連の経済政策のことをいう。

便り等で発信できないか。
答弁 ご提言の内容は検討
し、保護者に説明と理解を
求め適正化を図る。教材等
の再利用は大切であり学校
やＰＴＡに働きかけたい。
質問 経済格差につながり、
価格やデザインに差がある、
中学校の制服の再検討を。
答弁 不合理や問題があれ
ば、当然話し合いがされな
ければならないし、見直さ
れていかれることと思う。

その他の質問

障がい者問題について
高速道路西側の凍結防止剤
による果樹被害について

中野市議会議会だより

5

15

26

15

11

800

31

農地法「改正」案について

質問 農業と食料にとって
一大事の農地法改正がよく
知らされないまま、今国会
で強行採決されようとして
いる。なぜ改正が必要か。
また、改正案をどう思うか。
答弁 農地の効率的利用促
進 の た め、制 度 の 基 本 を
「農地所有」から「農地利
用」に改め、農業生産法人
以外の個人、一般企業にも
農地を利用しやすくするた
め。しかし、企業が経営す
る農業が従来の地域農業に

市政一般質問

市政一般質問・委員会報告・5 月臨時会

知

雄

中野市の新型インフルエンザ
対策について
内

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
にも日程や市政一般質問
の状況等を掲載しており
ます。
次の市議会定例会は、
月です。

事件案では、永江での土
地改良事業の完了に伴う字
の区域を変更するもので原
案通り可決されました。
意見書案では、「暮らし
を応援するため食料品の消
費税非課税を求める意見
書」については、賛成少数
で否決となりました。
陳情では、「日米地位協
定に関わる「裁判権放棄の
日米密約」の公表と廃棄を
求める陳情」については、
賛成少数で不採択となりま
した。

９

竹
注意喚起を図っている。
質問 市民への周知・啓発
をどの様に行っているか。
答弁 音声告知放送、防災
行政無線、ホームページ、
広報なかの等で行っている。
質問 保育園、学校、高齢
者施設への対策指導は。
答弁 不要不急の外出を避
け、マスクの着用、手洗い
・うがいの徹底など予防対
策の啓発、指導をしている。

の補正を行うもので、補正
総額５億５千 万９千円を
追加するもので、総務費で
は、総務管理費で中町コミ
ュニティセンター公会堂建
設補助金 千 万８千円の
追加、コミュニティ事業助
成金 万円の増額、教育
費では、小学校、中学校
の学校施設整備事業費で、
それぞれ１千 万６千円、
２千 万２千円の追加など
であり、他の特別会計補正
予算２件と同様原案どおり
可決されました。

５月
臨時議会

会 期 ５月８日 １日間

●議案件数及び議決内容

条例案
３件
承認
・中野市市税条例等の一部
を改正する条例の専決処分
の報告について
・中野市都市計画税条例の
一部を改正する条例の専決
処分の報告について
・中野市国民健康保険税条
例の一部を改正する条例の
専決処分の報告について

承認
予算案
１件
可決
１件
・平成 年度中野市一般会
計補正予算（第１号）の専
決処分の報告について
・平成 年度中野市一般会
計補正予算（第２号）

21

同意
人事案
１件
・中野市教育委員会委員の
任命の同意について

可決
事件案
１件
・財産（建物）の取得につ
いて

21

420

236

702

質問 今までの対策の経過
について。
答弁 中野市新型インフル
エンザ対策行動計画に基づ
き、４月 日に対策本部を
設置し、保健センターに電
話相談所を開設した。
質問 集客施設での水際対
策について。
答弁 公共施設への情報提
供、感染防止対策徹底の通
知、チラシの配布、区集会
施設へポスターを掲示し、

29

総務文教委員会報告
は、開会日の５月 日に委
員会を開催し、原案通り可
決しました。
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、国、
県補助事業費の交付決定に
伴う事業予算化、事業費変
更、財源組み替えのほか、
人事異動及び人事院勧告に
伴う人件費等の変更並びに
国の経済危機対策臨時交付
金に伴う補正、また地方債

720

888

29

21

28

条例案２件、予算案３件、
事件案１件、意見書１件、
陳情１件を５月 日、６月
日に審査しました。
主なものは、条例案では、
人事院勧告に基づく期末手
当等を減額するため、所要
の改正を行う、中野市特別
職の職員等の給与に関する
条例の一部を改正する条例
案及び中野市一般職の職員
の給与に関する条例の一部
を改正する条例案について
11

1

6

中野市議会議会だより

委員会報告・意見書

▪意見書

細菌性髄膜炎に年間約１，
０００人の子どもたちが罹
っていると推定され、その
うち５％近くが死亡、約
％が様々な後遺症に苦しん
でいる。この細菌性髄膜炎
の多くが、ヒブ（ＨＩｂ＝
ヘモフィルスインフルエン
ザ菌ｂ型）と肺炎球菌が原
因とされている。
細菌性髄膜炎は、早期診
断が大変難しい疾病であり、
感染予防が極めて重要とな
るため、世界保健機関（Ｗ
ＨＯ）が定期予防接種を推
奨している。
我が国においては、任意
接種のため子育て世代にと
っては費用負担が大きいこ
と、ワクチンの国内におけ
る供給体制が不十分である
ことが問題となっている。
よって、中野市議会は、
国に対し、細菌性髄膜炎か
ら子どもたちを守るために、
速やかに左記の事項を実現
するよう強く要望する。

記

１ ヒブ重症感染症 髄(膜炎、
喉頭蓋炎及び敗血症）を
予防接種法による定期接
種対象疾患（一類疾病）
とすること
２ ヒブワクチンの国内の
供給体制を確保すること

20

民生環境委員会報告
226

116

〈可決された意見書〉
（関係行政庁に提出）

高齢者の肺炎球菌予防
接種への公費助成等に
関する意見書

28

ー外壁塗装等改修工事関係
で１千 万円の追加、その
他職員人件費等含め、民生
費全体では１千 万円の増
額、衛生費では、保健衛生
費で車両購入費 万９千円
の追加、その他職員人件費
等 を 含 め、衛 生 費 全 体 で
万４千円の増額などであ
り、ほかの特別会計補正予
算案３件と同様いずれも原
案どおり可決されました。

100

経済危機対策臨時交付金に
伴 う 補 正 等 で、主 な も の
は、総 務 費 の 関 係 部 分 で
は、スポーツ振興費で、車
両購入費１台分 万９千円
の追加、その他職員人件費
等 を 含 め、総 務 費 関 係 部
分全体で 万７千円の減
額、民生費では、障害者福
祉費で福祉ふれあいセンタ

（要旨）
肺炎は、原因別死亡率の
第４位に位置し、特に高齢
になるほど死亡率が増加す
る傾向がみられ、肺炎の死
亡者のうち 歳以上の高齢
者が ％以上を占めている。
肺炎の起炎菌の約 ％は
肺炎球菌であり、世界保健
機関（ＷＨＯ）はワクチン
による予防接種を推奨して
いる。ワクチンは一度接種
すれば、５年間は効果が持
続するとされ、重症化を防
ぎ、死亡率を低下させる等
費用対効果も期待できる。
よって、中野市議会は、
国に対し、高齢者に対して
公費助成制度を設置するこ
とを強く要望する。

（要旨）

ヒブワクチンの早期
定期予防接種化等を
求める意見書

65

230

加、都市計画費では、公園
緑地管理事業費１千 万円
の追加、市営住宅改修工事
費 万円の追加などであ
り、ほかの特別会計補正予
算案４件と同様いずれも原
案どおり可決されました。
意見書では、
「食料の安
定供給と農地を守り、農業
者の生活の維持 向
･ 上を求
める意見書」については、
継続審査となりました。
陳情では、
「地域間格差
を拡大する地方移譲に反対
し、国土交通省の地方出先
機関の存続を求める陳情」
については、全会一致で採
択となり、
「最低賃金の引
き上げと中小企業対策の拡
充を求める陳情」について
は、賛成少数で不採択とな
りました。

95

464

844

146

296

予算案４件を、６月 日
に審査しました。
主 な も の は、平 成 年
度中野市一般会計補正予
算（第３号）について、国
・県補助事業費の交付決定
等に伴う事業費変更、財源
組み替えのほか、人事異動
及び人事院勧告に伴う職員
人件費等の変更及び、国の

135

経済建設委員会報告
11

21

129

更及び国の経済危機対策
臨時交付金に伴う補正等
で、 主 な も の は、 労 働 費
で は、雇 用 対 策 事 業 費 に
万４千円の追加、農林水
産業費では、
「地域発元気
づくり支援金」事業採択に
伴う農道及び水路補修用
原 材 料 費 等 に、そ れ ぞ れ
１千 万円、 万３千円の
追加、水路改修工事費 ６
(
地区 )１千 万２千円の
追加、商工費では、プレミ
アム付商品券支援事業補助
金 万 円 の 追 加、土 木 費
で は、国 の 経 済 対 策 で 追
加交付される幹線道路整
備事業費７千 万円の追
加、生 活 道 路 整 備 事 業 費
３千 万円の追加、舗装事
業費１億２千 万円の追

中野市議会議会だより

7

86

240

100

495

397

348

11

21

条例案１件、
予算案５件、
意見書１件、陳情２件、再
付託議案１件を、６月 、
日に審査しました。
主 な も の は、条 例 案 で
は、入居者から明渡しのあ
った市営住宅五箇団地につ
いて、老朽化に伴い、用途
を廃止するため、所要の改
正を行う、中野市営住宅等
に関する条例の一部を改正
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、国
・県補助事業費の交付決定
等に伴う事業予算化、事業
費変更、財源組み替えのほ
か、人事異動及び人事院勧
告に伴う職員人件費等の変
16

意見書・決議書・陳情・あとがき

16

委員長
副委員長
委
員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

山岸
竹内
清水
町田
西澤
林
佐藤
沢田
金子
野口

から損なうもので、決して
支部長 清水 高広
容認できるものではない。 （長野市鶴賀字峰村 番地）
よって、北朝鮮に今回の核
実験を厳しく抗議する。
◎陳情第４号 最低賃金の
今日、国際社会が核兵器
引き上げと中小企業対策の
廃絶に向かっているときに、 拡充を求める陳情
北朝鮮の度重なる核実験強
陳情者 中高労働組合
行は、断じて容認できるも
総連合
のではない。
議長 稲葉 武治
中野市議会は、 非
（中野市大字田上 番地 ）
｢核平
和都市宣言 ｣を行い、こ
れまでも 核兵器廃絶
◎陳情第５号 日米地位協
｢
｣
を求める意見書を再三国会
定に関わる「裁判権放棄の
等に提出してきた。
日米密約」の公表と廃棄を
よ っ て、中 野 市 議 会 は、 求める陳情
今回の北朝鮮による核実験
陳情者 長野県平和
に強く抗議するとともに、
委員会
２００５年９月の６カ国協
代表理事 永井 光明
議の共同声明で 平和的
（須坂市墨坂五丁目 番７
｢
な方法による、朝鮮半島の
号）
検証可能な非核化 ｣に北
朝鮮自身も合意した経過を
第２代後期議会だ
踏まえ、北朝鮮は直ちに無
より編集委員名簿
条件で６カ国協議への復帰
（順不同）
を強く求めることを決議す
る。

▪陳情書
◎陳情第３号 地域間格差
を拡大する地方移譲に反対
し、国土交通省の地方出先
機関の存続を求める陳情
陳情者 国土交通省全建
設労働組合
北陸地方本部
千曲川支部

國廣
知雄
照子
博文
忠和
紘一
恒夫
一男
芳郎
美鈴

あ と が き

暑中お見舞い申し上げ
ます。
６月議会は、５億５千
万余円の補正予算を可決
して閉会となりました。
その内容は、国の経済対
策や、国・県補助事業の
交付決定によるものです
が、 年度当初予算と同
様に今後の予算執行につ
いても議会としての役割
を果たしていきたいと思
います。
新型インフルエンザ対
策については、市では行
動計画に基づき対策本部
を設置し、電話相談所を
開設しました。また、マ
スクの着用・手洗い・う
がいの徹底等予防対策の
啓発や指導が行われてい
ます。幸い市内に発生事
例はありませんが、今後
インフルエンザの多発期
に向けて、より一層の注
意を喚起していきたいも
のです。
これからも市民の皆さ
んのご意見、ご要望を気
軽にお寄せください。
議会の傍聴についても
お出かけください。

２１

74

2445

10

20

３ 肺炎球菌ワクチン（７
価ワクチン）の早期薬事
法承認のための手立てを
講じること

12

雨」による被害はいつ何時
起こるかわからない状況に
あり、地域住民の安全・安
心な生活を確保するために
も、千曲川の管理は引き続
き国の直轄事業として現在
の体制を維持していくこと
が不可欠である。
よって、中野市議会は、
政府に対し、左記事項につ
いて強く要望する。
記
１ 地域間格差の拡大につ
ながる直轄事業の地方移
譲は行わないこと
２ 千曲川は、国の直轄管
理を存続し、千曲川河川
事務所及び中野出張所を
存続すること

▪決議書
北朝鮮の核実験に抗議し、
無条件で６カ国協議への復
帰を求める決議
北朝鮮は国連決議及び６
カ国協議共同声明に反して、
５月 日に地下核実験を強
行した。今回の北朝鮮の核
実験は、核兵器廃絶を願う
国際世論への重大な挑戦で
あり、日本をはじめ北東ア
ジアの平和と安全を真っ向
25

地域間格差を拡大する
地方移譲に反対し、
国土交通省の地方出先
機関の存続を求める
意見書

16

（要旨）
地方分権改革推進委員会
は、昨年 月８日に国の出
先機関の事務・権限及び組
織の見直しなどを盛り込ん
だ「第二次勧告」の中で、
国土交通省の関連では、地
方整備局が管理している河
川及び道路を地方に移譲す
るとしている。
しかしながら、平成 年
度から実行された「三位一
体改革」では、地方は約
６兆円もの財源不足に陥る
など、地方財政は非常に厳
しく、税源の偏在に伴う都
市と地方の公共サービスの
格差が拡大しつつある中で、
これ以上格差を拡大させ公
平・公正な行政サービスを
脅かしてはならない。
千曲川では平成 年及び
平成 年の出水により、内
水被害や堤防漏水被害及び
無堤箇所での浸水被害が発
生しているが、「ゲリラ豪
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