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市政一般質問

子

芳

美

郎

鈴

よるものと考えている︒
質問 所得が少なくても資
産割りで︑固定資産税額の
％が課税される︒減免措
置や見直しの考えはないか︒
答弁 税の公平性の観点か
ら見直しは考えていない︒
質問 納付困難な世帯につ
いての対応は︒
答弁 分納をしていただく
等︑個々に納付計画につい
て相談に応じている︒
質問 滞納者への資格証明

金

国民健康保険について

質問 平成 年 月までの
国保税の収納状況はどうか︒
答弁 納期到来分の収納率
・６％である︒
質問 国保税が高い等の市
民からの問い合わせは︒
答弁 具体的な算定方法の
説明も含めて︑問い合わせ
の内容に応じて︑その都度
きめ細やかに説明している︒
質問 収納率の悪化原因は︒
答弁 景気低迷による所得
の低下や雇用情勢の悪化に

口

書の発行は考えているか︒
答弁 当面は考えていない︒
悪質な滞納者には検討する︒
質問 平成 年度以降の国
保事業運営にどう取組むか︒
答弁 健全経営を図るため︑
税率改定を視野に入れ検討︒
質問 医療報酬の見直しに
よる患者︑市の負担増は︒
答弁 特に算出していない
が︑医療費の伸びに影響を
及ぼすものと見込んでいる︒

旧中野高校跡地について
質問 旧中野高校跡地利用
計画の基本姿勢については︒
答弁 市庁舎︑文化施設︑
保育所等の整備が課題であ
り︑この時期に︑有効活用

20

を合わせて考える事が良い
と考え︑活用方法等は業者
委託し調査︑検討している︒
質問 特別養護老人ホーム
入所待機者約 人の一日も
早い解消のため︑高校跡地
の活用は考えられないか︒
答弁 老人ホームとしての
活用には︑構造上多額の改
修費用が見込まれるほか︑
機能的に厳しいと考える︒
質問 県の社会福祉等整備
事業を財源とし特別養護老
人ホームに利用する考えは︒
答弁 北信広域連合で取り
組むことであり︑その中で
論議されるべきと考える︒

千曲川の河川問題について

120

パレットやプラ製品の原料
のペレット等にリサイクル︒
不法投棄は家電製品や廃タ
イヤが大半を占め︑有料化
に関し︑当面改善等の必要
はないと考える︒分別不徹
底や証紙貼り忘れ等の問題
もあり︑引き続き周知する︒
質問 家庭の粗大プラスチ
ック製品を収集できないか︒
答弁 衣装ケース︑プラン
ター︑漬物樽等品目を限定
し数回︑試験的に回収予定︒

質問 治水︑利水の目的で
なく︑一企業のための発電
ダムがあることについて︑
環境上問題ではないか︒
答弁 環境側面については
多角的な見地から︑評価︑
検討が行われる必要がある
と認識している︒
質問 熊本県の水力発電用
﹁荒瀬ダム﹂を熊本県知事
が取り壊し表明をした︒市
長としての見解は︒
答弁 現在︑注目を集めて
いるが︑今後の動向を注視
していきたいと考えている︒

その他の質問

平成 年８月の豪雨災害
復旧工事について

↖

質問 子どもの権利条約と
は何か︒又︑同条約批准国
の政治に何を求めているか︒
答弁 子どもの﹁生きる権
利﹂
﹁育つ権利﹂
﹁守られる
権利﹂
﹁参加する権利﹂の
４つの柱で︑その権利を実

子どもの権利条約からみ
た保育の最低基準廃止等︑
保育制度改悪と教育問題
について

21

23

質問 ごみ袋に上乗せ有料
化した手数料収入の推移は︒
答弁
年度は約４千 万
円︑ 年度は約６千万円余︒
質問 プラスチック製容器
包装の処理量とリサイクル
の現状及び不法投棄等の問
題点や改善の必要性は︒
答弁
年度 トン︑ 年
度 トン︒リサイクルは市
内の民間の中間処理施設で
選別・圧縮され︑飯山の再
商品化事業者に引き渡され︑
19

20

19

ごみ問題について

18

98

野

トン︑ ・７％の減量︒可
燃ごみのみの分担金は分担
率 ％減少し︑ 年度当初
予算では２千 万４千円減
額見込みとなった︒
21

12

質問 有料化後の可燃ごみ
減量状況と北信保健衛生施
設組合への分担金の推移は︒
答弁 有料化前の平成 年
度と比べて 年度は３千

21

21

20

22

6.7

88

中野市議会議会だより

岸

國

廣

できる環境を整備したい︒
質問 日本の教育に対し︑
国連から﹁過度な競争教育
が子どもの育ちにゆがみを
きたしている﹂等と二度勧
告されたが︑不登校やいじ
めに対し﹁困った子﹂でな
く﹁困っている子﹂という
子どもの立場での対応が大

切︒学校教育での不登校対
応についてどう対応してい
るか︒
答弁 重大かつ深刻に︑子
どもの立場で寄り添い︑絆
を深め子ども理解に徹する︒
その他の質問

障がい者の自動車改造費

の実態は︒
答弁 待機者の人数は 人
で年齢構成は 歳代７人︑
歳代 人︑ 歳代 人︑
歳代 人である︒
介護度は介護度１が 人︑
介護度２が 人︑介護度３
が 人︑介護度４が 人︑
介護度５が 人である︒
質問 待機者の解消に向け
ての取り組みは︒
答弁 北信広域連合におい
て︑待機者の実態調査を実
施すると共に︑管内市町村
や関係機関による研究会を
設置し︑市としても地域に
ふさわしい形態による整備
が図られるよう連携して取
り組んでいきたい︒

中野市の老人ホームの入
所待機者の実態について

水道ビジョンについて

その他の質問

づくりの重要な拠点施設と
なっている︒
﹁土人形友の会﹂は土人
形に対する深い造詣を持つ
皆さんの集まりであり︑土
人形の里づくりに向け︑無
くてはならない団体となっ
ている︒
﹁長嶺コレクション﹂は
全国の土人形が数多く展示
されていることから︑﹁土
人形の里づくり事業﹂の重
要な観光スポットであり︑
信州中野観光協会と連携し
﹁土人形が楽しめる温泉﹂
として位置付け︑観光コー
スの設定も踏まえて協議し
ていきたい︒

質問 待機者人数と介護度

28 26

所の最低基準廃止・緩和に
ついてどう考えるか︒又︑
中野市の定員緩和の現状と
新保育所建設への影響は︒
答弁 本市への影響はない︒
保育の質を確保するため従
来どおりの範囲内で入所に
努め︑市の保育所整備は可
能な限り︑のびのびと活動

山

答弁 漬物やチップスなど
商品化に向けて研究したい︒
遊休荒廃農地の解消方法と
して高く評価されており︑
今後も解消対策の一つとし
て菊芋栽培に取り組んでい
きたい︒

土人形の里づくり事業に
ついて
質問 官民一体の取り組み
については︒
答弁﹁まちなか交流の家﹂
は創作土人形の工房として
﹁まちかど土びな展﹂を盛
り上げ︑土人形によるまち

補助金の拡大について
子どもの医療費無料拡大
について
住宅新築・リフォーム助
成制度について

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︒

中野市議会議会だより

菊芋焼酎﹁歌酎者﹂の
ブランド化について

質問 ﹁歌酎者﹂の消費動
向︑採算性はどうか︒また︑
特産品としての活用は︒
答弁 今年度は１千 本製
造し︑このうち１千８本に
ついて︑県酒販を経由し市
内小売店で販売し約半数買
い求めていただいた︒緩や
かではあるが消費につなが
っている︒
採算性については︑量的
な問題も加味する中で研究
したい︒今後中野市を代表
する特産品になりうるよう
研究していきたい︒
質問 菊芋の活用と今後の
取り組みについて︒

６

57

12

44

80 60

21

21

90 70

20

↙現 確
･ 保するために必要と
なる具体的な事項を規定し
ている︒批准した各国政府
はこれらの子どもの権利を
守るため︑できる限りのこ
とをしなければならないと
考えている︒日本は１９９
４年に批准している︒
質問 このことから︑保育

市政一般質問

市政一般質問

文化芸術の振興について
博

文
子育て支援及び障がい者
施策の充実について

質問 入所待機者の状況及
び増設計画はどうか︒
答弁 ３月１日現在の中野
市の待機者数は︑ 人で︑
歳代 人︑ 歳代 人︑
歳代 人︑ 歳代 人で
ある︒介護度別では︑介護
度１が 人︑介護度２が
人︑介護度３が 人︑介護
度４が 人︑介護度５が

介護施設及び在宅サービ
スの充実について

配布している︒また︑啓発
用ポスターを作成し︑公共
施設や事業所に掲示してい
ただいている︒ハート・プ
ラスマークの活用について
は︑今後研究していきたい︒

質問 周囲が妊産婦や内部
障がい者への配慮を示しや
すくするため︑以前︑マタ
ニティマークやハート・プ
ラスマークの活用を呼びか
けたが︑その活用状況はど
うか︒
答弁 妊娠届提出時に︑マ
タニティマーク入りのコッ
トンバッグとステッカーを

市立図書館において︑初め
ての試みとして︑手づくり
の読み聞かせ会を開催し︑
より多くの子どもたちに読
書の楽しさを知ってもらう
きっかけづくりとしたい︒

そういうことを考えながら
交渉をしていきたい︒

高齢者対策など市民生活
の実態に即した生活支援
の具体化について

人である︒また︑申込み時
点の状況別では︑老健など
の施設入所者が 人︑在宅
が 人︑入院中が 人であ
り︑待機期間別では︑半年
未満 人︑半年から１年未
満 人︑１年から２年未満
人︑２年以上 人である︒
増設計画については︑現在
北信広域連合において︑待
機者の実態調査を実施する
とともに︑研究会を設置し
具体的な検討を進めたとこ
ろである︒

39

24

15

56

平成 年度予算に関連して
女性特有のがん対策につ
いて

その他の質問

21

田

一

28 26

町
質問 高野辰之にちなんだ
質問 ﹁ふるさとエッセイ﹂
音楽賞の創設を提言したが︑
の募集を提言したが︑その
その検討状況はどうか︒
検討状況はどうか︒
答弁 高野辰之記念会が設
答弁 平成 年度に庁内検
立され︑市民が主体となっ
討委員会を設置し︑﹁
︵仮称︶
て進められた折には︑市と
長野県中野市故郷エッセイ
大賞﹂の事業実施を検討し︑ してもその活動に対し︑支
援を含め検討したい︒
合併５周年事業として平成
﹁国民読書年﹂
年度に実施予定であった︒ 質問 今年は
であるが︑その取り組みは
しかしながら︑経済状況の
どうか︒
悪化に伴う税収の大幅な落
答弁 ﹁子ども読書週間﹂
ち込みが想定されたことか
︵４月 日〜５月 日︶に
ら中止とした︒

豊

市民会館︑旧中野高校跡地
等について
木

80 60

58

映されるよう︑対応する︒
質問 特別養護老人ホーム
建設年度はいつと考えるか︒
答弁
年度位には造れる
のではないかと考える︒
質問 介護職員処遇改善交
付金の活用の実態について︒
答弁 昨年 月のアンケー
ト調査の結果︑ 事業所中
申請済と予定を含め 介護
サービス事業所である︒
質問 高齢者や乳幼児等へ

29

青

入所率が低い現状を改善が
必要︒
答弁 負担率が多いから多
く入所との考えは疑問だ︒
質問 ある待機者が東信に
入所中で︑ 歳余の夫が週
２回訪問される︑入所施設
からも地元の特養入所が必
要との意見が付されている
のに管内の特養に入所でき
ない事例の改善を求める︒
答弁 実態がふさわしく反
質問 市内の特養入所率は
約 ％︑飯山市 ・５％︑
待機者率は中野市 ％︑飯
山市約 ％である︒分担金
は約 ％中野市が負担し︑

12

21

21

22

23

20

57 7

12

44

90 70

70

12

23

↖

22

34

47

23

期等に県に寄附した経過が
ある︒県に寄附した土地の
返還を求め︑寄附地の買い
上げは市ではすべきでない︒
答弁 よい提案ですので︑

14

19

質問 大正後期に識者は女
性に高等教育を受けさせよ
うと旧中野町が農家から貴
重な農地を買収し旧中野高
校を建設︒土地等を昭和初

31

45

22

中野市議会議会だより

↙

市政一般質問

恒

夫

種助成市町村では高齢者１
人２千円助成し 人で 万
円になるが︑肺炎が１割減
れば元が取れ︑医療費軽減
に役立つと聞くがどうか︒
答弁 調査していない︒
質問 中野市は医療費が増
え国保が赤字と徴収強化を
する︒
ワクチン接種助成市町村

藤

の方向性があると思う︒
は︑高齢者に安心安全の生
活を提供し医療費軽減に役
入札制度 総
立つと聞く︒行政姿勢の問
･ 合評価方式
︵試行︶等について
題ではないか︒
答弁 よく分るが他のこと
もあり︑考える必要がある︒ 質問 総合評価方式で市内
業者優先の見地から市内本
質問 高齢者が安心して通
社の評価点を 点にし︑営
院や買物ができるよう︑商
店街の協力等で椅子設置を︒ 業所等は市外とすべきだ︒
答弁 今後︑説明会を開く︒
答弁 そういう方向に解決

22

の肺炎球菌等のワクチン接
種に対し公費助成を求める︒
答弁 接種費用負担等は︑
国の動向を見て対応したい︒
質問 肺炎球菌ワクチン助
成市町村では︑健康面と財
政負担軽減効果もあると聞
く︑先進地調査をされたか︒
答弁 調査していない︒
質問 肺炎球菌ワクチン接

佐

23

10

﹁人格の完成﹂を目指すた
質問 子ども手当に関して
めには︑学校環境はどうあ
全国市長会は︑平成 年度
るべきか︑という観点に立
以後は全額国庫負担を求め
る方針だが︑市長の所見は︒ って検討している︒平成
年度は︑教育委員会だより
答弁 平成 年度の一部地
を通じて︑学校環境につい
方負担はやむを得ない結論
ての問いを深めるための情
であったと考えるが︑平成
報提供をするとともに︑平
年度以降の本格実施に当
成 年度から開催を計画し
たっては︑全額国庫負担と
ている教育懇話会のあり方
するよう求めていく︒
について検討してきた︒
質問 教育懇話会の目的︑
小学校規模の適正化の問
規模︑形態︑スケジュール
題について
などはどうなっているのか︒
答弁 次代を担う子どもを
市民全体で育てるという願
いに立って︑教育問題全般
について市民の皆さんと懇
談していきたい︒平成 年
度は中学校区単位でそれぞ
れ１回開催する予定だが︑
23

質問 平成 年度中に教育
委員会内部ではどのような
検討が行われたのか︒
答弁 学校規模の適正化に
ついては︑子どもの数が減
っていく中で︑子どもたち
が﹁生きる力﹂を身につけ︑

21

22

20

点で中学２・３年生の子ど
もがいる方や︑所得制限の
ため児童手当受給資格がな
かった方を対象に︑子ども
手当の新規申請対象者の抽
出・確認作業を行って︑５
月には申請書を同封した申
請案内を発送していきたい︒
更に広報等で周知を図って
いく︒新たに事務量が増加
することも予想されるが︑
子ども手当支給のための経
費については︑国から財源
措置がなされる予定である︒

誰もが参加できるものにし
ていきたいと考えている︒
質問 教育懇話会へ︑地域
の皆さんにより多く参加し
ていただくための戦略は︒
答弁 各地域の育成会など
を通じて︑ひとりでも多く
の方に参加していただける
ようにしたいと考えている︒

その他の質問

地方税の賦課・徴税事務
の共同化について
業務継続計画︵ＢＣＰ ︶
の取り組みについて

中野市議会議会だより

22

21

子ども手当給付事業に
ついて

質問 子ども手当給付事業︑
児童手当給付事業の関係は︒
答弁 平成 年４月分から
の子ども手当の一部に︑児
童手当の受給資格を持つ方
に対する児童手当を組み込
んで支給する︒
質問 子ども手当給付事業
の事務処理︑手続きの流れ
はどうなっているのか︒
答弁 平成 年３月末にお
ける児童手当受給資格者は︑
子ども手当の新規申請を行
う必要はない︒４月１日時
22

22

市政一般質問・委員会報告

市庁舎移転問題に対する
地元住民の民意について
智

計

一人親方等末端下請け建
築関連職人の救済を

費の対象とし︑給付金の市
窓口への申請の際において
は児童給付方式と同様に自
己負担を求め︑また︑精神
障害者保健福祉手帳交付者
への給付金支給に係る所得

要件の緩和等を行うための︑
中野市福祉医療費給付金条
例の一部を改正する条例案
については︑修正案も提出
されましたが︑他の条例案
１件と同様いずれも原案ど

23

尾

うか︒
答弁 様々な活用方法を求
める意見と市庁舎の移転及
び校舎活用に疑問を抱く意
見等があったことは承知し
ている︒
質問 方針の決定時期は︒
答弁 決定時期については︑
財政・財源問題を含めた利
活用計画の案を示す中で︑
市民の皆様の意見を十分お
聞きすることとしており︑
市民合意を得るための十分
な検討期間が必要であると

費 億 万８千円︑予備費
４千万円については︑地域
情報基盤管理事業で一部納
得いかない部分があるが︑
基本的に賛成との意見があ
りましたが︑他の特別会計
予算２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︑﹁中野市民
憲章の制定について﹂のほ
か２件については︑いずれ
も原案どおり可決されまし
た︒

考えている︒
質問 住民説明会の内容︑
開催時期︑場所については
どのように考えているか︒
答弁 利活用方針がまとま
り次第︑財政・財源を含め
た利活用計画案を公表し︑
小学校区単位か中学校区単
位で住民説明会を開催し︑
市民の皆様のご意見をお聞
きしたいと考えている︒

千 万２千円を減額し︑予
算総額 億５千 万７千円
とするもので︑他の特別会
計補正予算１件と同様いず
れも原案どおり可決されま
した︒
平成 年度一般会計予算
については︑総額 億９千
万円で︑議会費１億７千
万２千円︑総務費関係部分
億３千 万８千円︑消防
費６億８千 万４千円︑教
育費 億４千 万円︑公債
22

深

主なものは︑条例案では
市独自の施策として︑新た
に小学校４年生から６年生
までの入院費用を福祉医療

25

後のことを心配される思い
等については聞いている︒
質問 旧中野高校跡地利活
用について︑市議会が行っ
た住民懇談会の意見集約結
果に対する市長の見解はど

管理及び処分に関する条例
案であり︑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９号︶については︑人
件費の確定見込み及び事業
の確定等に伴う事業費の変
更︑財源組替のほか︑繰越
明許費の設定︑地方債の各
補正などで補正総額 億
21

2

質問 現市庁舎近隣住民の
民意を理解しているか︒
答弁 近隣住民の思いや意
見等については︑すべてを
把握しているわけではない
が︑市庁舎が移転となった

12

15

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１件︑予算案
５件︑事件案３件︑意見書
２件について︑３月 日︑
日に審査しました︒
主なものは︑合併に伴う
市民の一体感の醸成及び地
域振興を図ることを目的と
し︑各種ソフト事業に使用
するための基金を設置する
中野市合併振興基金の設置

条例案２件︑予算案 件
事件案１件︑意見書案１件
を︑３月 日︑ 日︑ 日
に審査しました︒
11

民生環境委員会報告

11

11
15

質問 中高建設労働組合か
らの要望について︒
答弁 組合とは︑２月 日
に懇談会を持ち︑要望を伺
い︑回答をした︒
現在︑全国的に景気が低
迷しており︑建設業者のお
かれている状況は厳しいも
のがあり︑憂慮している︒
これまでいただいた要望に
ついては︑それぞれ検討し︑
可能なものから実施してい
きたいと考えている︒

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９号︶については︑人
件費の確定見込み及び事業
の確定等に伴う事業費の変

意見書案では︑
﹁永住外
国人への地方参政権付与の
法制化に慎重な対応を求め
る意見書﹂については︑可
決︒また︑
﹁公立高等学校
に係る授業料の不徴収及び
高等学校等就学支援金の支
給に関する法律案﹂の早期
成立を求める意見書につい
ては︑修正をし︑全会一致
で可決されました︒

26

↖
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12

5
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で 万３千円の増︑児童手
当給付事業費の児童手当給
付金で 万５千円の減︑生
活保護扶助費の生活扶助費
等で１千 万円の増︑衛生
費では予防接種事業費の医
療材料費等で１千 万７千

経済建設委員会報告

平成 年度中野市一般会
計予算について︑労働費８
千 万７千円︑農林水産業
費は９億８千 万１千円︑
商工費では７億８千 万４
千円︑土木費 億７千 万
１千円については︑他の特
別会計予算６件と同様︑い

円の減︑ごみ減量化・再資
源化事業費の資源物処理業
務委託料等で 万５千円の
減などであり︑他の特別会
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︒

平成 年２月末現在の進
捗状況は︑各工区の用地取
得率は 〜 ％で︑トンネ
ル工事は全て貫通し︑まも
なく完成する予定です︒
また︑橋りょう・高架橋
等は各工区とも順調に施工
中です︒
市内の新幹線の通過延長
は約 ㎞ですが︑そのうち
トンネル区間は約 ・３㎞︑
橋りょう︑高架部分は約
㎞です︒
高丘・高社山・倭の月岡の
各トンネルはすでに貫通し
ましたが︑高丘トンネルの
一部では今も内壁仕上げ工
事が続けられており︑来年

ずれも原案どおり可決され
ました︒
事件案では︑市道網を再
編成するための市道路線の
廃止︑認定については原案
どおり可決されました︒
意見書では︑若者の雇用
創出と新卒者支援の充実を

平成 年度中野市一般会
計予算については︑総務費
関係部分１億７千 万４千
円︑民生費 億１千 万１
千円︑衛生費 億 千 万
円については︑他の特別会
計予算案５件と同様いずれ

１月には完成する予定です︒
高架橋の工事は︑国道は
じめ県道・市道との立体交
差部分 箇所を︑平成 年
９月 日までの工期で進め
ています︒
次に︑本線工事に付帯し
て建設される立ヶ花の新長
野変電所については︑現在
地盤改良工事が進められて
います︒
また︑笠原と岩井に計画
されている消雪基地の建設
工事については︑地盤改良
工事が終了したところで︑
本体施設の設計終了後に発
注されるとのことです︒
いずれにしても︑ＪＲで

を求める意見書については
全会一致で可決し︑﹁ルー
ルある経済社会﹂を確立し︑
雇用と中小企業︑農業など
国民生活を守る実効ある具
体化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︒

も原案どおり可決されまし
た︒
事件案では︑市町村合併
による﹁長野県後期高齢者
医療広域連合を組織する市
町村数の減少について﹂は
原案どおり可決されました︒

次ベージに続く

23

て︑それぞれ人件費の確定
見込みによる補正と事業費
等の確定による補正であり︑
他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︒

関係が認められなかったこ
とから︑昨年 月︑地元対
策委員会は東日本高速道路
株式会社に対して︑﹁補償
及び謝罪を一切求めない﹂
ことを決定し︑その旨の報
告を受けました︒
次に︑北陸新幹線関係で
は︑長野から金沢間の総工
事費は︑平成 年の国土交
通省の試算によると１兆５
千 億円でありますが︑平
成 年度までの予算累計額
は９千 億円で︑総工事費
の約 ％です︒
延長約 ㎞の工事は︑工
事区間を３工区に分けて進
めています︒

中野市議会議会だより

22

16

22

6

11

予算案 件︑事件案２件
意見書２件について︑ 日
日に審査しました︒
主なものは︑予算案では
平成 年度中野市一般会計
補正予算︵第９号︶につい

11

高速交通対策特別委員会報告
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84

の工期を要して昨年 月
日に完成し︑供用開始され
ました︒
昨年８月５日には︑熊坂
トンネルの不適切工事によ
る修補工事及び下り線の全
線完成による工事完成の現
地視察等を実施しました︒
今後は︑信濃町ＩＣから
新潟県境までの ㎞を含む
上越ＪＣＴ間の ・５㎞が
暫定２車線の区間であり︑
早期にその解消が実現でき
ることを望んでおります︒
また︑沿線の果樹被害に
ついては︑融雪剤との因果

21

62

12

平成 年５月から当委員
会では︑上信越自動車道及
び北陸新幹線にかかわる経
過と現状について︑それぞ
れ報告を受け︑さらに現地
視察も実施し︑協議を重ね
てきました︒
経過について︑上信越自
動車道関係では︑平成 年
４月 日に信州中野ＩＣか
ら豊田飯山ＩＣ間の４車線
化工事が完成し︑未整備区
間は豊田飯山ＩＣから県境
まで︑さらに上越ＪＣＴま
でとなり︑その内︑信濃町
ＩＣ間については︑約６年

19

↙ 更︑財源組替のほか︑繰越
明許費の設定を行うもので︑
主なものは︑総務費では︑
市民会館管理事業費の耐震
診断調査委託料で 万円の
減︑民生費では︑自立支援
事業費の生活介護給付費等

委員会報告

委員会報告

ては︑平成 年５月 日に
鉄道・運輸機構が 億５千
万円の補償金を支払うこと
で合意し︑市が機構から引
き継いだ応急対策の仮設施
設の維持管理をしながら︑
恒久的施設を本年度から３
か年をかけて建設するもの
です︒
次に︑高丘トンネルの工
事に伴い発生した家屋被害
と井戸の枯渇被害について

11

12

査して︑被害が確認されれ
ば︑補償する予定とのこと
でした︒
以上︑中野市内における
高速道︑新幹線の現状と今
後について申し上げました
が︑上信越自動車道︑北陸
新幹線の高速交通網の整備
により︑今後本市が益々発
展することを期待し︑高速
交通対策特別委員会の報告
とします︒

井戸の枯渇・減水被害に
ついては︑数件あったとの
ことですが︑上水道へ切り
替える等の補償を進めてい
ると聞いております︒
次に︑壁田から赤岩まで
の高架橋による農作物の日
照不足による影響について
は︑高架橋完成後に機構が
県の農業総合試験場へ影響
調査を依頼することになっ
ており︑２年から３年間調

ですが︑草間区︑安源寺区
日和区の家屋被害は︑トン
ネル上にある建物の基礎部
分が沈下・変動等したもの
であり︑機構では地盤が安
定するまでの応急補修工事
を実施し︑トンネル掘削工
事終了後に地盤が安定した
と認められた地区から被害
調査を行い︑補償の話し合
いが進められているとのこ
とです︒

21

22

は平成 年度末の開業を目
指していますので︑鉄道運
輸機構では︑試験走行等を
行うための期間を考慮し︑
速やかに全ての工事を完了
し︑ＪＲに引き渡したいと
のことであります︒
次に︑新幹線工事により
発生した被害に対する対応
ですが︑平成 年末から発
生している北部三区の地下
水等の減・渇水被害につい

23
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30

10

まちづくり対策特別委員会報告

の取り組み状況と村上市町
屋商人会の町屋を活用して
のまちおこしについて視察
を行いました︒
村上市町屋商人会では︑
町屋に伝えられてきた﹁人
形さま﹂と﹁屏風﹂を︑茶
の間や座敷にかざり︑観光
客に見てもらうイベントと
して︑
春の﹁人形さま巡り﹂
と秋の﹁屏風まつり﹂を開
催し︑町が再び賑わうよう
になりました︒さらに家や
路地に黒塀をめぐらすなど
町屋の外観の再生︑景観整
備に市民が主体となって行
うことにより︑市民に誇り
を芽生えさせ︑景観づくり
に発展させたところに市民
パワーを感じました︒
ソフト事業として中野Ｔ
ＭＯでは︑各種イベントに
合わせての﹁九斎市﹂や﹁ま
ちかど土びな展﹂
︑
﹁まちか

↖

委員会を立ち上げ︑平成
改良するもので︑平成 年
年２月に﹁中野陣屋前広場
度の完成予定です︒現在︑
活用に関する報告書﹂が提
建物などの物件調査が終了
出されました︒
し︑順次︑用地補償︑物件
報告書では︑
﹁市民の交
移転が進められています︒
流を促進するスペース﹂と
中心市街地内の道路整備
﹁観光客や買い物客などの
事業は︑まちづくり交付金
ための駐車スペース﹂の二
事業で実施されます︒
つの機能を持つ﹁市民交流
整備内容の一つは︑歩道
を整備する内容でした︒
面の段差を解消する改良と︑ 広場﹂
平成 年度には︑長野県
歩道と車道を分離する歩道
建築士会中高支部からの提
整備であり︑平成 年度と
案で︑ステージ周辺に芝張
年度事業は︑南宮線 ・
りが行われました︒今後は︑
２ｍ ︑三好町線 ｍ が整備
﹁市民交流広場﹂の整備を
されたところです︒
平成 年度当初予算案に計
もう一つは︑経年劣化に
上しています︒
より破損している舗装の整
委員会では︑昨年２月に中
備で︑平成 年度に南宮線
野ＴＭＯの
﹁市街地観光十選
ｍ が整備されました︒
巡り﹂
に参加し︑
市街地におけ
中野陣屋前広場の活用に
る歴史︑文化︑季節を味わ
ついては︑中野商工会議所
えるところを巡り︑市街地
及び長野県建築士会中高支
の現状を視察しました︒
部からの提案を受け︑市で
昨年９月︑新潟県村上市
は中野陣屋前広場活用検討
20

20

っており︑
その報告をします︒
中心市街地活性化基本計
画に基づく事業では︑県施
行の都市計画道路
﹁中町線・
立ヶ花東山線街路整備事
業﹂が︑昨年 月に完成し︑
開通式が挙行されました︒
本事業では︑道路拡幅・
電線共同溝などの整備とと
もに︑
﹁まちづくり交付金
事業﹂により設置した通り
のモニュメントとしての
﹁光灯︵ひかりとう︶
﹂や﹁街
路灯﹂などにより︑街並み
景観の向上が図られ︑郵便
局交差点から南照寺入り口
までの一体的整備が完成し
ました︒
若松町通りの街路整備事
業は︑歩行者の安全確保と
円滑な交通を確保するため︑
延長 ｍ ・幅員 ｍ で拡幅

20
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平成 年５月から約２年
間︑まちづくり対策特別委
員会では︑委員会を開催す
るとともに︑中野ＴＭＯの
事業への参加及び先進地視
察を実施し︑中心市街地の
活性化について検討及び対
応をしてきました︒
中心市街地の衰退は全国
的な傾向であり︑本市でも
人口の減少︑商業施設の閉
店︑空き店舗の増加等によ
り空洞化が進んでおり︑中
心市街地の衰退を商店街だ
けではなく︑地域全体の問
題として捉え︑中心市街地
の活性化に取り組んでいく
必要性を感じています︒
現在のまちづくりの取り
組みは︑中野市中心市街地
活性化基本計画及びＴＭＯ
構想に基づき事業推進を図

21

26

20

21

﹁市街地観光十
↙ ど博物館﹂︑
選巡り﹂
︑
﹁中野逸品会によ
る出店﹂
︑
﹁小学生の商い体
験﹂
︑﹁ＴＭＯ女性の店﹂
﹁陣
屋朝市﹂などが行われ︑市
街地の活性化︑賑わいの創
出に努力されています︒
第１回﹁なかの巡りＥＹ
Ｅウォーク﹂では︑市街地
の賑わいの創出と観光資源
の認知度を高めることを目
的に︑昨年 月に開催され
﹁信州中野環境祭﹂
︑
﹁日本
土人形資料館まつり﹂
︑
﹁な
かのＥｂｅｓａ ﹂
︑
﹁あんと
市﹂
︑﹁秋の高梨まつり﹂
︑﹁Ｔ
ＨＥ 若者まちなか音楽会﹂
などの市街地イベントを巡
るコースが設定されました︒
﹁元気が出る商品券﹂で
は︑市と商工会議所で ％
のプレミアムをつけて︑平
成 年度に２回︑平成 年
度は１回︑販売が行われま
した︒いずれも大変好評で︑
早期に完売しました︒
その他︑商店街活性化イ
ベント事業補助金や空き店
舗活用事業補助金等の活用
状況の報告もありました︒
中心市街地や中心部に︑
賑わいを取り戻していかな
ければならない状況が︑年
ごとに深刻化している傾向
にあります︒その一方で︑
周辺部や郊外に生活してい
る方が︑中心市街地や中心
部よりも多いのが実態です

委員会報告・意見書

20
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から︑ただ単に中心市街地
や中心部のことだけを論ず
ることは現実的ではありま
せん︒
このような現状を踏まえ
だれが︑どのような視点か
ら︑どのようにして中心市
街地や中心部の活性化に取
り組むべきか︑真剣に考え
ていく必要があります︒
当市においても︑中心市
街地が﹁地域のコミュニテ
ィのよりどころ﹂となるよ
う︑地域が一丸となって︑
解決策を見出し︑実行に移
さなければならないと考え
ています︒
今まで取り組まれてきた
街路事業などハード面の整
備と︑中野ＴＭＯなどを主
体としたソフト事業を一体
として推進されてきました
が︑今後更に一層︑行政︑
市民︑そして関係団体の皆
さんが︑相互に緊密な連携
を図り︑様々な施策や事業
に積極的に取り組むことに
より︑市街地に再び賑わい
が戻ることを心から願って
います︒
本委員会では︑委員会の
中で出された意見を十分尊
重し︑今後の事業実施に当
たって配慮することを要望
して︑
﹁まちづくり対策特
別委員会﹂の報告とします︒

意見書
︿修正可決された意見書﹀
︵関係行政庁に提出︶

外国人も﹁地域の一員﹂と
して認め合う機運が生まれ
つつあることにも配慮する
必要があるが︑多くの国民
に十分なコンセンサスを得
られている状況ではない︒
また︑国籍法は︑第４条
で﹁日本国民でない者は︑
帰化によって︑日本の国籍
を取得することができる︒
﹂
としており︑現状でも︑永
住外国人が日本国憲法に基
づく参政権を得るための道
が閉ざされてはいない︒
地方自治体も︑安全保障
や教育など国家の存立に関
わる事務に深く関与してお
り︑外国人に地方政治に関
する参政権を付与すること
は︑慎重に検討されるべき
である︒
よって︑中野市議会は︑国
に対し︑永住外国人への地
方参政権付与の法制化につ
いては慎重に対応すること
を強く要望するものであ
る︒

非核三原則の早期法制
化を求める意見書

︵要旨︶
広島・長崎の原爆被爆か
ら 年が経った︒
﹁ふたたび被爆者をつく
るな﹂という原爆被害者の
悲痛の願いをはじめとし
て︑
わが国の﹁非核三原則﹂
を国是とする核兵器反対の

政策は︑世界中の国々︑国
民を動かして︑幾度となく
訪れた核兵器使用の危機を
防いできた︒
今︑核兵器廃絶をめざす
潮流は︑その流れを強めて
いる︒
核兵器を使用した唯一の
国であるアメリカのオバマ
大統領が﹁核兵器のない世
界﹂の追求を明言した︒
今こそ日本は︑核戦争唯
一の被害国として︑核兵器
廃絶に向けた主導的役割を
果たすべきときである︒
そのためにも﹁非核三原
則﹂
を国是するだけでなく︑
その法制化を早期に図り︑
国際的な世論のリーダー役
としての明確な意見を示す
ことができると信じる︒
よって︑中野市議会は︑
国及び政府に対し︑被爆国
日本として世界の諸国︑諸
国民からかけられている期
待の大きさを踏まえて︑﹁非
核三原則﹂の法制化を早期
に決断されることを強く要
望するものである︒

若者の雇用創出と新卒
者支援の充実を求める
意見書

次ベージに続く

︵要旨︶
若者の雇用環境は先が見
えない不安で覆われてい
る︒一昨年秋のリーマンシ
ョック以降︑厳しい状況が

中野市議会議会だより

永住外国人への地方参政
権付与の法制化に慎重な
対応を求める意見書
︵要旨︶
現在︑政府は永住外国人
に地方参政権を付与する法
改正を検討している︒
日 本 国 憲 法 は︑第 条
第 １ 項 で﹁ 公 務 員 を 選 定
し︑及びこれを罷免するこ
と は︑国 民 固 有 の 権 利 で
ある︒
﹂と規定し︑第 条
第２項で︑
﹁地方公共団体
の長︑その議会の議員及び
法律の定めるその他の吏員
は︑その地方公共団体の住
民 が︑直 接 こ れ を 選 挙 す
る︒
﹂と規定している︒
この第 条第２項の﹁住
民﹂の解釈として︑最高裁
判所判例は︑﹁
﹃住民﹄とは︑
地方公共団体の区域内に住
所を有する日本国民を意味
するものと解するのが相当
である︒
﹂としており︑日
本国民ではない永住外国人
に対し地方公共団体の長︑
議会の議員の選挙権等を付
与することは︑憲法上問題
がある︒
一方︑とりわけ特別永住
者をめぐる歴史的背景に対
する理解の深まりや︑永住

64

10

21

93

15

93

続 き︑昨 年 月 の 若 年 層
︵ 〜 歳︶失業率は ％
で︑全体の完全失業率 ％
を大きく上回っている︒
こうした中で新卒者の就
職内定状況も非常に厳しく
なっている︒大学卒業予定
者の就職内定率は昨年 月
１日現在で ・１％︑高校
新卒者は同 月末現在で
・１％と︑いずれも過去
最低となった︒
さらに︑ニートや引きこ
もりなどの若者への支援が
希薄であることも危惧され
ており︑その対策も急務で
ある︒そのため︑若者の雇
用に対する公的支援のあり
方を抜本的に見直す必要が
あると考える︒
よって︑中野市議会は︑
国に対し︑若者の雇用創出
と新卒者支援を図るため︑
左記事項を実現するよう強
く要望するものである︒
記
１ 地域の実情に基づいた
雇用機会の創出を強化す
るため︑
﹁ふるさと雇用
再生特別交付金﹂
﹁緊急
雇 用 創 出 事 業 ﹂の 基 金
︵７千億円︶を更に積み
上げること
２ ﹁訓練・生活支援給付﹂
の恒久化及び未就職新卒
者への同給付の適用拡大
を図り︑次の雇用へつな
げるための﹁トライアル
雇用﹂
の拡充や︑﹁働く場﹂
と﹁職業訓練﹂を一体的

意見書

に提供する﹁雇用付研修
体系﹂の促進を図ること
３ 新卒者の内定率の低下
と就職活動の費用負担が
非常に重いことに鑑み︑
﹁就活応援基金﹂を創設
し︑経済的負担の軽減を
図ること︒また︑
﹁ジョ
ブカフェ﹂の持つ就職活
動のノウハウを教育機関
に提供し︑
大学構内に
﹁ジ
ョブカフェ大学出張所﹂
の設置を推進すること
４ 中小企業の求人と新卒
者の求職のミスマッチを
解消するため︑中小企業
の求人や魅力の情報提供
を行う﹁政府版中小企業
就活応援ナビ﹂を創設す
ること

10

や処遇の改善などを要望す
る声が上がってきている︒
しかも︑２０２５年には
歳以上の高齢者人口がピ
ークを迎えるといわれてい
る︒今後進展する超高齢化
社会を見据え︑
﹁安心して
老後を暮らせる社会﹂をめ
ざすには︑介護施設の大幅
な拡充や在宅介護の支援強
化︑利用者負担の抑制︑公
費負担割合の引き上げな
ど︑必要な見直しが求めら
れている︒
２０１２年に行われる介
護保険制度改正では︑抜本
的な制度見直しが必要と考
える︒
よって︑中野市議会は︑
政府に対し︑介護保険制度
の抜本的な基盤整備の早急
な取り組みとして︑左記事
項を実現するよう強く要望
するものである︒
記
１ 〝介護施設の待機者解
消〟のために︑介護３施設
などを大幅に増やすこと
２ 在宅介護支援強化のた
めに︑ 時間 日訪問介
護サービスの大幅拡充を
行い︑家族介護者が休息
をとれるよう﹁レスパイ
ト︵休息︶事業﹂も大幅
に拡大すること
３ 煩雑な事務処理手続き
及び要介護認定審査を簡
素化し︑介護現場に過重
な負担をかけないこと
４ 介護従事者待遇改善に

つながる介護報酬の引き
上げを行うこと
５ 介護保険料・利用料が
高くなりすぎないよう︑
公費負担割合を大幅に引
き上げること

し︑高 等 学 校 は 有 償 で あ
る︒年間の授業料は︑平成
年度平均で︑公立では約
万９千円︑私立では約
万５千円で︑不況にあえぐ
家計を圧迫しているといえ
る︒
日本の将来を担う子ども
たちへの教育は︑決して生
まれ育つ家庭の経済的状況
によって左右されず︑学ぶ
意欲のある子供に︑教育を
受ける機会を与えることは︑
国の責務と考える︒
国では︑平成 年２月
日︑公立高等学校の授業料
を不徴収とし︑地方公共団
体に対して授業料収入相当
額を国費で負担する︑いわ
ゆる﹁高校無償化法案﹂を
提出し︑審議入りした︒経
済的な理由による高校辞退
者や退学者を早急になくす
ためにも同法案を一刻も早
く成立させる必要がある︒
よって︑中野市議会は︑
国に対し︑
﹁公立高等学校
に係る授業料の不徴収及び
高等学校等就学支援金の支
給に関する法律﹂の早期成
立を強く要望するものであ
る︒

22

国民健康保険制度の
改善を求める意見書

11 21

︵要旨︶
国民健康保険事業は︑こ
れまで国民皆保険制度の基

34

25

﹁公立高等学校に係る授
業料の不徴収及び高等学
校等就学支援金の支給に
関する法律﹂の早期成立
を求める意見書

︵要旨︶
憲法第 条で﹁すべての
国民は︑法律の定めるとこ
ろにより︑その能力に応じ
て︑ひとしく教育を受ける
権利を有する﹂
と規定され︑
日本国民の誇るべき権利で
ある教育を受ける権利は︑
昨今の経済情勢で︑雇用情
勢の悪化による経済的な理
由により侵害されようとし
ている︒
平成 年度の文部科学省
の調査では︑
全国で２︐
０２
８人の高校生が経済的な理
由で退学を余儀なくされた︒
また︑高校進学を諦めざる
を得なかった中学生を含め
ると︑更に多くの教育被害
児童があると考えられる︒
現在︑高等学校への進学
率は約 ％で︑高等学校は
もはや国民的な教育機関と
なっている︒その一方で授
業 料 は︑ 小・ 中 学 校 の 義
務教育では無償なのに対
26

20

98

介護保険制度の抜本的な
基盤整備を求める意見書
︵要旨︶
介護保険制度は︑ 年を
迎えたが︑介護現場では深
刻な問題が山積している︒
特に特別養護老人ホームの
入所待機者は 万人にも上
り︑在宅介護でも家族の負
担が深刻である︒介護保険
を利用している要介護認定
者とその家族︑そして介護
事業者及び介護就労者な
ど︑介護保険制度にかかわ
る方々から︑必要なサービ
ス及び介護施設の確保︑経
済的負担の軽減︑介護報酬
42

15
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24
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11 73

12

65
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意見書

盤として︑地域住民の健康
保持増進や地域医療の確保
の役割を担ってきた︒
しかしながら︑
医療費は︑
年々増加する一方で︑国保
税︵料︶収入は経済の低迷
などにより伸び悩み︑毎年
のように国保税︵料︶率を
引き上げてきたが︑それも
現在の厳しい経済状況の中
では︑既に限界に達してい
る︒
そのため多くの自治体で
は︑毎年赤字の解消に追わ
れ︑制度の存続が危うくな
ってきている︒
こうした状況下で︑この
制度の健全維持のために
は︑国庫負担率の大幅な引
き上げなど︑国保財政基盤
の強化をはじめとする制度
の改善措置を早急に講ずる
必要がある︒
よって︑中野市議会は︑
国に対し︑国民健康保険制
度の健全化を確保するため
に︑左記事項について強く
要望するものである︒
記
１ 給付費に対する国の負
担割合を大幅に引き上げ
ること
２ 市町村に義務付けられ
ている特定健康診査及び
特定保健指導に係る事業
費に対して十分な財政措
置をすること
３ 国保税︵料︶の収納率
による普通調整交付金の
減額算定措置を廃止する
子ども手当の全額国庫
負担を求める意見書

こと
４ 上記のほか国民健康保
険制度の健全化を確保す
るための措置を講ずるこ
と

政
｢治とカネ ｣に係る問
題の国会での徹底解明
と再発防止策の具体化
を求める意見書

︵要旨︶
政府は︑２０１０年度か
ら﹁子ども手当﹂をスター
トさせる︒その財源につい
て︑政府は当初︑
﹁全額国
庫負担﹂
と明言していたが︑
２０１０年度限りの暫定措
置とはいえ︑地方にも負担
を求める結論を出した︒
しかも︑支給方法は︑子
ども手当と現行の児童手当
を併給させるという
〝変則〟
で︑極めて遺憾である︒
また︑地方の意見を十分
に聞くこともなく決定する
のは︑地方と国の信頼関係
を著しく損なうものであ
り︑
﹁地域主権﹂という言
葉とは裏腹な今回の政府の
対応は誠に残念である︒
よって︑中野市議会は︑
政府に対し︑２０１１年度
以降の子ども手当の本格的
な制度設計においては︑政
府が当初明言していたとお
り︑全額国庫負担とし︑新
しい制度としてスタートす
ることを強く要望するもの

を可能とする万全な所得
確保対策の確立
平成 年度米戸別所得
補償モデル事業について
は︑計画生産メリットと
して十分な補償水準を設
定し︑地域・銘柄によっ
て生じる収入下落に対す
る担い手の所得確保対策
を講じること
３ 地域の特色ある農業振
興を核とした自給率向上
対策の確立にあたって
は︑以下の事項について
十分配慮すること
⑴ 担い手や地域の取り
組み実態に即した支援
対策の充実
⑵ 地域の裁量により地
域にあった作物振興が
可能となる仕組みの構
築と︑米の計画生産と
作物振興とのリンク
⑶ 新規需要米等の安定
生産・流通対策の強化
４ 米の需給と価格の安定
を図る総合的な需給調整
の仕組みの確立
米については︑今後と
も供給過剰により過剰米
が見込まれ︑需給の安定
に資する政府米備蓄運営
等を早急に明確にするこ
と
５ 自由貿易協定
︵ＦＴＡ︶
について
自由貿易協定
︵ＦＴＡ︶
などに反対し︑日本農業
を守る施策を進めること
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である︒

農業経営安定対策並び
に水田農業政策に関す
る意見書

︵要旨︶
昨年からの世界的な原油
・穀物価格の高騰による飼
料価格の高止まり及び世界
的経済不況による景気悪化
で︑
農畜産物価格が低迷し︑
生産農家の経営は危機的な
状況に陥っている︒
このため︑農業者は︑平
成 年度から実施される米
戸別所得補償モデル事業に
期待と関心をもっている︒
制度の実施にあたり︑生産
現場の取り組みや地域実態
を踏まえ︑農業者の営農と
経営の安定を図るには︑生
産現場の声を反映させるこ
とが重要となっている︒
よって︑中野市議会は︑
国に対し︑地域農業の経営
実態をかんがみ︑生産現場
の混乱を招くことのないよ
う︑水田農業政策︑農業経
営安定対策の構築など︑左
記事項について強く要望す
るものである︒
記
１ 農業経営安定対策への
支援
生産者の農業経営が悪
化しており︑農業経営を
安定させるための支援措
置を講じること
２ 水田農業の維持・発展

中野市議会議会だより

い︑こうした疑惑が二度と
起きないようにするため︑
政治資金規正法の制裁強化
及び企業 団
･ 体献金禁止な
どの再発防止策を講じ︑国
民の負託にこたえることを
強く求めるものである︒

︵要旨︶
国会では︑新年度予算案
が衆議院を通過したが︑同
時に重視しなければならな
い︑脱税の疑いがある鳩山
首相の政治資金問題と︑公
共事業受注企業から税金が
還流されたのではないかと
いう民主党小沢一郎幹事長
の政治資金問題等について
は︑国会では証人喚問はも
とより参考人招致さえ実現
されていない︒
両氏が 問
｢ 題ない ｣と
いうのであれば︑国会の場
でその真実を語るべきであ
る︒また︑国民の政治不信
を招く﹁政治とカネ﹂の問
題を断ち切るために︑再発
防止に向けた法整備に取り
組むことが求められ︑会計
責任者が不正行為を行った
場合には選任した政治家が
監督責任を取る具体的な仕
組みを作る必要がある︒
よって︑中野市議会は︑
政府に対し︑両氏の証人喚
問などを国会の責任で行
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20

学校跡地について︑市民の
皆様からご意見等をいただ
きました︒
そこでいただいたご意見
等を﹁議会だより﹂や﹁ホ
ームページ﹂へも掲載して
きたところです︒
このほか︑正・副議長の
立候補制︑議長交際費の公
開︑行政視察等について検
討するなど︑議会改革に取
り組んで参りましたが︑ご
提案いただいた事項の中に
は︑議会基本条例の制定な
ど︑結果の出ていない事項
もあるので︑今後も引き続
き検討していくこととしま
す︒
以上申し上げまして︑議
会改革検討委員会の報告と
いたします︒
21

５月
臨時議会

臨時議会が︑５月７日に
会期１日間で開催されまし
た︒
正・副議長選挙及び各常
任委員会委員の選任などが
行われました︒
委員会構成等の詳細につ
きましては︑臨時号をご覧
ください︒

第２代後期議会だ
より編集委員名簿

︵順不同︶

委 員 長 山岸 國廣
副委員長 竹内 知雄
委
員 清水 照子
〃
町田 博文
〃
西澤 忠和
〃
林
紘一
〃
佐藤 恒夫
〃
沢田 一男
〃
金子 芳郎
〃
野口 美鈴

あ と が き

第２代議員の任期最後の
３月議会も平成 年度予算
を議決し閉会となりました︒
一般質問は７人が市長の市
政方針等について質問しま
した︒
合併後５年を経過し︑市
民憲章を制定しました︒よ
り自主性を重んじた憲章に
なったと思います︒
本議会だよりの発行が
我々編集委員の最後の仕事
となりました︒議会活動の
中で形として残る数少ない
委員会であり︑委員各自が
誇りを持って取り組むこと
が出来ました︒この間ご愛
読いただいた皆様に心から
感謝申し上げます︒
この議会だよりがお手元
に届くころは新議員も決ま
り新議会がスタートしてい
ると思いますが︑新体制で
の発行にご期待ください︒
ありがとうございました︒

22

２月
臨時議会
会 期 ２月 日 １日間

国の平成 年度第２次補
正予算において︑
﹁地域活
性化・きめ細かな臨時交付
金﹂が創設されたことに伴
い︑新たな対象事業につい
て計上された︒平成 年度
中野市一般会計補正予算
︵第８号︶については︑歳
入で︑地域活性化・きめ細
かな交付金１億７千 万３
千円と財政調整基金繰入金
５千 万７千円を追加し︑
歳出では︑総務費１千 万
３千円︑民生費 万１千円︑
農林水産業費３千 万９千
円︑商工費２千 万１千円︑
土木費１億 万５千円︑消
防費 万円︑教育費千 万
１千円の総額２億３千 万
円を追加し︑予算総額 億
１千 万９千円とするもの
で︑各常任委員会を開催し︑
審査を行い︑本会議におい
て全会一致で可決されまし
た︒

●議案件数及び議決内容
予算案
１件
可決
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議会改革検討委員会報告
本委員会は︑平成 年
月に設置されました︒その
後︑地方自治法及び会議規
則の改正に伴い︑平成 年
９月議会において︑改めて
設置されて以降︑時代の変
化に対応した議会となるよ
う改革に取り組んできまし
た︒
ここで︑主な決定事項に
ついて報告します︒
議員定数については︑延
べ 回の会議の開催とアン
ケート調査︑住民説明会及
びパブリックコメントを実
施して︑市民の意見も十分
聞き︑本年５月１日からの
第３代中野市議会議員より
２名減の 名となりました︒
政務調査費については︑
現在と同じ月額８千円︑年
額９万６千円としましたが︑
支出基準の一部を見直すと
ともに︑新たに︑改選前の
平成 年４月分政務調査費
から︑議員ごとの収支報告
を︑ホームページ上で公開
することとしました︒さら
に︑議会と市民との対話を
行う場として︑﹁住民懇談
会﹂を実施し︑旧中野高等
18
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