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市政一般質問

平成

質問 市民税は平成 年度
に比べ、約４億６千 万余
円減となる一方、
地方債
（借
金 は
) 前年度対比約８億円
増となり、決算状況をどう
分析しているか。
答弁 景気低迷や雇用不安
の影響で大変厳しいが、財
政の適正化・健全化に努め
てきた。
質問 監査委員による決算
監査意見書に対して、市長
は何らかの措置を講じたこ

質問 保育園の一部芝生化
の状況はどうか。
答弁 たかやしろ保育園で
の試行により、一定程度の
効果がみられたことから、
試行の実施園を拡大し、鉄
棒等の遊具周辺を中心に植
栽をしていく。

木

田

尚

博

推進について
町

史

質問 校庭芝生化のモデル
事業を実施できないか。
答弁 現在のところ考えて
いないが、保育所での実証
状況等を注視していく。
質問 教育委員会で実施す
ると決めて、学校、ＰＴＡ、
地域の方々に説明していく

文

とについて、文書で通知を
した経緯はあるか。
答弁 意見を踏まえ、財政
運営の適正化・健全化に努
めているが、通知をしたこ
とはない。
質問 監査委員は、不納欠
損処理手続きが適正に執行
されていることの確認をど
のようにされているか。
答弁 各課からの調書を抽
出して審査をし、適正に処
理されていると認めた。

髙

年度決算について

21

校庭の芝生化及び
エコスクール化の

800 19

来年度予算編成について
質問 予算編成にあたって
の基本方針は何か。
答弁 今後策定する方針で
市民のニーズを的確に把握
し、財政健全化に取り組み
ながら各種施策が確実に推
進できるよう努めていく。
質問 予算に反映させるた
めの後期基本計画は、一年
前倒しで策定されることに
なったが、旧中野高等学校
跡地の利活用方針が大きく
影響するため早急に結論を
出し、実施計画にも反映さ
せていくべきではないか。

というやり方ではなく、実
施するとしたらどういう問
題があるのか、校庭を利用
している地域の方々を含め
た関係者に呼びかけて、協
議するところから始めたら
どうか。ある市では、校庭
の芝生化を協働のまちづく
りの一環として実施してい
る。
答弁 子どもたちの環境教
育の観点もあるので、部分
的に、実験的に試行してみ
たい。

答弁 後期基本計画の策定
の作業を進めており、市民
生活を最優先に考え、将来へ
の財政負担と環境へ配慮し
た施策を展開していきたい。
質問 予算編成方針と、予
算の査定段階の議論の経緯
を公開すべきではないか。
答弁 編成方針はホームペ
ージで公開に努め、議論の
経緯については効果を検証
しながら研究していきたい。

消防の広域化について

質問 長野県消防広域化推
進計画による東北信地域の
一本化の進捗状況はどうか。

災害復旧の迅速化を図る
ためにも地籍調査に着手
すべきではないか

答弁 関係部署による庁内
の研究会を立ち上げ、調査
着手に向けた体制づくりに
取り組んでいく。

土人形の里中野市のなお
一層のＰＲを

質問 月の兎のもうひと押
しのＰＲができないか。

答弁 現在、北信地域消防
広域化検討会を設置し、調
査、研究を進めている。
質問 長野は委託方式、岳
南、岳北の各消防組合は一
本化と意見が一致していな
い段階では、現状の体制で
行くべきではないか。
答弁 消防を取り巻く環境
の変化に対応し、消防の将
来を見据えた体制の構築に
取り組んでいきたい。
質問 消防救急無線のデジ
タル化は、指令本部の削減
による合理化方針であるが
今後の対応はどうか。
答弁 東北信のエリアで一
本化し、整備を行う予定。

↖

答弁 来年の兎年に向けて
ＰＲ方法等を検討していき
たい。
質問 「月の兎を持ってい
ると最愛の人に必ず巡り逢
える」というロマン、スト
ーリー性をもっと強くアピ
ールすることが必要と考え
る。その原点ともいえる火
曜サスペンス劇場を再放映
するとか、主演した西郷輝
彦と秋吉久美子を招待して
イベントをするとかの仕掛
けができないか。
答弁 産業公社、観光協会、
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市が三位一体となって原点
にかえって検討してみたい。

乳がん・子宮頸がん検診
の無料クーポン事業の継
続について

尾

智

計

業を継続できないか。
答弁 国のクーポン事業が
継続されれば、それを十分
活用しながら、継続して実
施していきたい。
質問 子宮頸がん予防ワク
チンの接種補助について、
市長は国の動向を注視して

深

対応していくと述べられて
いる。国は現在、概算要求
の段階ではあるが、実施市
町村に対して３分の１の補
助を予算計上している。仮
にこのとおり決定されれば
市として接種補助を実施す
るか。

市民の意識高揚を図ること
を目的に、平成８年度から
実施している。
質問 景観上の問題か所に
ついて。
答弁 旧プラザ会館及び中
野保健センター前の解体廃
材は現在の法律等ではアス
ベストの除去や解体廃材の
撤去を行政が行うことはで
きないと考えている。
なお早期に撤去してもら
えるよう引き続き県ととも
に対応する。
市営第１駐車場について
は、今後、車の放置、ゴミ
の投棄がされないよう啓発
等を行い、利用しやすい駐
車場運営に努める。

中野市の投票率改善へ向
けて
質問 投票率改善に向けて
の今後の対策について。

答弁 ある程度の補助をす
ることになるだろう。

市役所ロビーに冷たい水
の無料サービスを

答弁 設置する方向で検討
する。

答弁 他の市町村で実施し
効果を上げている事例など
を参考にしながら、必要に
応じて関係機関の協力のも
と、引き続き検討する。

中野地域職業訓練センタ
ーへ雇用・能力開発機構
から提示された条件につ
いて

質問 機構から示された条
件について。
答弁 中野地域職業訓練セ
ンターの譲渡価格は税込み
で１千 万６千円である。
質問 その条件に対する市
長の意見はどうか。
答弁 これまで国が実施し
てきた労働行政の一環であ
る公共職業訓練をそのまま
継続するのであれば、無償
で譲渡されるべきであると
考えている。

その他の質問

心身障害児母子通園訓練
施設「いちご学園」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。

中野市議会だより
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市街地が抱える景観上の
問題点について
質問 建築景観費と中野市
景観賞の内容とその目的、
効果について。
答弁 建築景観費について
は、良好な景観形成と住環
境づくりを目的に景観美化
推進、花のまちづくり推進、
人にやさしい建築物整備促
進、住宅耐震化促進、アス
ベスト飛散防止対策の各事
業を計上しており、それに
より、潤いがある景観づく
りや住環境が図られている
ものと考えている。
また、中野市景観賞につ
いては、景観形成に対する

902

質問 来年度以降もこの事

26

北信総合病院の
現地早期再構築へ向けて

質問 今後の中野市の方針
について。
答弁 北信総合病院が当地
域の基幹的病院としての役
割を担っていることから、
事業計画が具体的になった
ところで、関係機関と連携・
協調しながら、地域医療体
制の更なる充実を図るため
対応する。
質問 再構築時に適用が可
能な起債・基金について。
答弁 起債は、平成 年度
までであれば、合併特例事
業債の適用が可能である。
市の基金については、北信
総合病院の再構築に利用で
きるものは有してないが、
できる限りの支援体制をと
りたいと考えている。

12

↙

市政一般質問

市政一般質問

恒

良

夫

之

質問 「公共施設白書」を
作成・公開してはどうか。
答弁 市では「第２次行政
改革大綱」の実行計画「集
中改革プラン」に新たな取
組み項目として「既存施設
等の見直し」を掲げており、
すべての公共施設について、
目的、必要性を点検し、運
営状況の評価・検討を進め
集約化や統廃合も含めて見
直しを行うこととしている。
この取組みが「公共施設白
書」に繋がり、より利用し
やすく、身の丈にあった施
設の配置や施設水準が実現
できるものと考えている。

道路環境整備について
質問 市道の維持管理に地
元区民の協力を頂いて「ア
ダプト・プログラム」の仕
組みを取り入れてはどうか。

地域への事業計画は、実施
計画に基づき、中学校のト
イレ洋式化、除雪機械整備
ほかの事業を予定している。
質問 豊田地域西部地区へ
の避難所を兼ねた多目的集
会所の建設は。
答弁 均衡ある発展に資す
る事業に該当すると思われ

答弁 市道の維持管理につ
いては、日頃から草刈りや
側溝の清掃などを行ってい
ただいている地区もあり、
感謝申し上げる。このよう
な事例も踏まえ、既に取り
組んでいる長野県等の事例
も参考に研究していきたい。

国民健康保険について

質問 市長は、今後の国民
健康保険のあるべき姿につ
いてどう考えているのか。
答弁 国民皆保険の「最後
の砦」として安定的で持続
可能な制度を構築するため、
国を保険者とし、すべての
国民を対象とする医療保険
制度へ国の責任において一
本化を図ることが必要と考
えるが、当面は県単位によ
る広域化が望ましいと思う。

るため対象となると考えて
いる。
質問 豊田支所の機能につ
いて、組織の見直しと増員
で合理的な業務はできない
か。
答弁 災害時などの緊急時
は、本庁関係部署と連携を
図り、係の枠を超えて対応

（注）
ＮＰＭ（ニュー パブリッ
ク マネジメント）
民間企業の経営手法を応
用した行政運営の手法。
無駄な支出を抑え、住民
や企業にとって利便性の高
い行政サービスを提供する
ために、コスト削減や顧客
サービス向上を目的として
採用された。
ＮＰＭを定着させる手法
としては、通常、
「 行政評
価／政策評価」を用いる。

アダプトプログラム
市民と行政が協同で進め
るまち美化プログラムのこ
と「 アダプト 」とは、
「養
子縁組する」
という意味で、
企業や地域住民が道路や公
園など一定の公共の場所の
里親となり、定期的・継続
的に清掃活動を行い、行政
がこれを支援する仕組み。

している。災害時には、一
時的に不便をかけるが、留
守を預かる職員ができる限
り対応するので、理解を願
いたい。
質問 支所への予算権限に
ついて。
答弁 支所への配分は一体
的な予算執行の観点から、

↖
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市のこれからの公共施設、

藤

ではより詳細なデータを把
握しているため、コスト計
算による利用実態の把握は
可能であり、必要なことだ
と認識している。
質問 ＮＰＭ（ニュー・パ
ブリック・マネジメント）
の考え方をこれからの公共
施設マネジメントに活かし
ていくことについての所見
はどうか。
答弁 一部では既に取組ん
でいる事項もあるが、今後
も民間企業経営の理念、手
法、成功事例を積極的に取
入れ、より有効で効率的な
行政経営を進めていく。

佐

公共インフラの再整備に
関連して

質問 市が所有する公共施
設の一元的管理の必要性に
ついてどう認識しているか。
答弁 現在は所管の部署が
中心となって管理運営を行
っているが、財政的な観点、
また、施設の補修や維持管
理の統一性、計画性の面か
らも一元的管理は重要であ
ると認識している。
質問 利用実態の把握につ
いて、利用者一人当たりの
管理コスト、図書一冊当た
りの貸出コストまで踏み込
んだ把握が必要ではないか。
答弁 一般的な利用実態は
公表しているが、担当部署

野

業計画は。
答弁 起債借入可能額の残
りは約 億円である。豊田

髙

合併後の中野市について

質問 合併特例債の利用残
額はどの位あるのか。また
豊田地域への特例債での事

65

考えていない。市内全体の
均衡を考慮し、これまで以
上に連携を密にし、サービ
スが低下しないように努め
ていく。

防災について

豊

一

答弁 市のホームページの
中に市内 観光施設の内容
を掲載し案内をしている。
一般市民には特にＰＲはし
ていないが、今後、
「広報
なかの」に観光施設一覧の
掲載を検討したい。
質問 市内巡回バスの運行
についてはどうか。

質問 住宅リフォーム工事
助成等の支援策の具体化を。
答弁 市内の施工業者のみ
を受注条件とするのは困難。
質問 渇いた喉を濡れたタ
オルの水分でも欲しいのが
実態だ。具体化を求める。
答弁 貧しい者に手を差し
伸べるとの考えはわかるが、
市全体のことを考えている。

答弁 巡回バスは観光施設
への交通手段として、有効
性を含め検討したい。ルー
ト設定や費用対効果等の検
討も必要であり、北陸新幹
線開通に向けた広域観光も
含め検討したい。

び東京都中野区と締結して
いる。大規模災害発生時に
はお互いに復旧対策を円滑
に遂行する。

質問 市民への観光ＰＲを
してはどうか。

への支援は今後検討したい。
質問 子供の貧困の学力へ
の影響が心配される。市の
実態調査をすべきである。
答弁 一概に関連はない。
聞き取り調査を充実する。
質問 子宮頸がんワクチン
助成は医療費軽減になる。
仮に入院３日では 万円、
入院平均日数 ・５日では
万５千円となるが。
答弁 そのときに判断する。

観光について

ような意見は公募委員等か
ら出たが、協議会の結論と
しての実施内容である。
質問 部落解放同盟に数百
万円の補助をやめ、高齢者
等暑い中、クーラーを買え
ず１～２万円補助があれば
と嘆く人に視点を当て、補
助を出すべきではないか。
答弁 低所得者等のエアコ
ン機器購入費用や電気代等
の助成は現在考えていない。

旧中野高校跡地について

15

質問 中野高校跡地対応は。
答弁 公共施設のあり方、
市有地利活用、財源問題及
び市民ニーズ等を含め総合
的に検討・公表する。

13

合わせて、地域ごとに避難
場所・経路が一目で解かる
地域版を作ってはどうか。
答弁 地域版の作成につい
ては、今後研究していく。
質問 災害時相互応援協定
についてはどうか。
答弁 県外都市との応援協
定については、北茨城市及

10

14

住宅リフォーム工事への
支援策で市民生活の向上
と小規模事業者支援を

地デジ難民対策について

その他の質問

次代を担う子どもが安心・
安全に生活できる施策の
充実について
質問 就学援助は国の支給
内容で対象児に適応すべき。
答弁 要保護児童等の国庫
補助対象の柔剣道着は今後
学校で備え付けで整備する。
クラブ活動費、生徒会費、
ＰＴＡ会費の準要保護児童

82

質問 防災ガイドブックに

木

消のための雇用拡充は。
答弁 開所時期は関係機関
で協議し決定。雇用は相当
数の地域雇用が見込まれる。
質問 肺炎球菌予防ワクチ
ン接種助成の早期実現を。
答弁 接種方法や費用負担
等国の動向を見て対応する。
質問 お出かけタクシーを
仮に長元坊や東山団地に年
末年始運行しても１か所約
万円で高齢者等が年末年
始の買物が可能ではないか。
協議会での意見はどうか。
財源の問題でなく行政サー
ビスの問題である。
答弁 年末年始に運行する

青

中野市総合計画「後期基本
計画」策定等の基本的考え
について

質問 市政の基本問題と社
会的弱者中心の質問として、
保育園等早期改築及び公共
施設の将来の考えは。
答弁 老朽保育園等の早期
改築は旧中野高校跡地利活
用、市の公共施設のあり方
財源問題及び市民ニーズ等
を総合的に検討して決める。
質問 子ども、高齢者等生
活者重視の施策の具体化を。
答弁 そう考えている。

特別養護老人ホーム設置
など高齢者対策について
質問 開所時期、待機者解

中野市議会だより

5

↙

市政一般質問

市政一般質問

沢

農業振興について
永

清

正

生

男

の中期計画において、総合
的な直売施設の建設を計画
していることは承知してお
り、建設計画が具体的にな
り次第、市としても協力し
ていきたいと考えている。
質問 農産物のＰＲについ
て。
答弁 農業団体と一体とな
り、首都圏や姉妹都市等で
の農産物の販売・ＰＲや、
マスメディア及び市のホー
ムページを利用した情報発

農業経営の安定と
水

後継者育成について
清

なった県内外での消費宣伝、
テレビ、ラジオ等マスメデ
ィアによる旬の農産物の情
報発信事業を行っている。
質問 優良農産物や商工業
製品の販売施設の現状は。
答弁 ＪＡ中野市が平成

信に努めている。
消費者を産地の中野市に
迎える手段として、市産業
公社が昨年から、ＪＡ中野
市りんご・もも部会の皆様
のご協力により、摘果作業
や収穫作業を体験するツア
ーを実施している。また、
信州いきいき館で開催され
る「ぶどう祭り」をはじめ、
市内でのイベントとも協調
し、農産物・観光のＰＲに
取り組んでいきたい。
質問 新規就農者支援につ
いて。
答弁 Ｉターン等新規就農
者 に は、一 人 当 た り 月 額
万円を限度とし、２年以
内の補助金を交付している。
5

年度までの中期計画で総合
的な直売施設建設を計画し
ており、具体的になり次第
市も協力する。基幹産業で
ある農業と商工業が連携し、
互いの強みを生かした新商
品開発や販路・消費拡大等
の取組みは重要である。
質問 後継者育成について
はどうか。
答弁 新規就農者に対して
月当たり 万円を上限とし
た研修等の補助を行ってい
5

24

質問 農業、商業、工業が
連携した農業経営の安定化
施策で、農産物販売促進の
取組みの現状・実績は。
答弁 ギフトカタログ等の
発行支援による新たな販路
拡大、農業団体等と一体と

24

質問 農業用施設の整備・
改修について。
答弁 現在の農業用施設に
対する国・県・市の補助制
度は共同利用施設への補助
が中心であるため、個人施
設の改修等を行う場合は、
農業制度金融資金の利用を
お願いしている。
質問 市街地への農産物直
売所の設置について。
答弁 ＪＡ中野市が、平成
年度から平成 年度まで
22

新規就農者への住宅支援に
ついては、考えていない。
質問 農業振興地域の見直
しについて。
答弁 平成 年度に中野市
農業振興地域整備計画の総
合見直しを予定している。
期間中は、市民の皆様から
の住宅建築等の理由による
農用地利用計画等変更申請
の受付を休止する。平成
年３月を完了見込みとして
総合見直しを行う。

24

質問 小学校の統廃合につ
いて。
答弁 学校規模の適正化問
題は今後の検討課題と認識
している。最終的な方向を
出すには市民の考えがまと

学校教育問題等について

る。また、就農者の花嫁対
策として「ｓｗｅｅｔｓな
出会い」という婚活事業を
支援している。

質問 取り組み内容とその
効果について。

バイオマスタウン構想に
ついて

23

答弁 本市には、生物由来
の有機性資源で利活用が進
んでいないものが多数存在
している。これらを利活用
することで、地球温暖化防
止及び循環型社会の形成に
努めていく。特に、本市に
おいては、きのこ廃培地の
有効活用がこの構想の大き
なウエイトを占めており、
きのこ産業発展のためにも
重要であると考えている。

その他の質問

市職員等の健康管理につ
いて

まることが重要であり、教
育懇談会等で意見集約を図
りたい。
質問 児童センター等につ
いて。
答弁 放課後留守家庭の児
童健全育成を図る事業で、
市直営と地区委託がある。
質問 地区委託を市直営に
移管希望された時の対応は。
答弁 受託が困難な場合に
は、相談に応じる。

6
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市政一般質問

野

繁

災害に強い
まちづくりについて
松

芳

男

郎

65

質問 ＪＲ替佐駅前の浸水
防止のための工事の進捗状
況はどうか。
答弁 排水だけでなく、用
水も複雑にからみあってい
るので、総合的に調査し、
地元と協議しながら進めて
いく。ＪＲ飯山線の横断に
係る関係箇所は総合的な計
画が必要となることをご理
解いただきたい。排水ポン
プの維持・管理・操作は地
元消防団にお願いしている
が、徹底していきたい。
質問 大きな災害であった
が、復旧状況はどうか。ま
た、今後の見通しはどうか。
答弁 専決処分で竣工した
工事もあるが、現状復帰を
提 案 で あ る が、そ の 人 た
ち（求職者）の為に農作業
の手伝いの応援をお願いし、
行政も、時間当たり 円程
の負担をし、農家、再就職
者の為の雇用施策を行って
はどうか。
答弁 現に産業公社で行っ
ているものであり、特別に
考えていない。再就職待機
者はかなりいると思われ、
厳しい状況にある。
質問 東京に中野市の農産
物や観光案内を主とした店
舗、事務所設置については。
答弁 首都圏で中野市農産
物及び観光のＰＲ活動を行
うことは、非常に重要と認
240

お年寄り、障害者に対して
は、避難準備情報を早めに
出し行動する。
質問 災害対策本部、また
は現地対策本部の設置基準
はどうか。
答弁 気象情報、被害状況
から判断し、庁内に設置す
る。災害の規模、範囲から
判断し、現地対策本部を設
置するが、今回は災害が広
域だったため市庁舎内に設
置した。

子

22

質問 今回の災害で防災行
政無線は的確に放送された
のか。
答弁 的確に放送は行った。
今後とも、市民の皆さんに
混乱が生じないよう努めて
いく。
質問 避難場所がわかりに
くいという声があるが。
答弁 地域ごとに避難場所
や避難施設を指定している。
防災ガイドブックについて
は地域版も検討していく。

金

3

日銀による円高対策を見守
り、業況が一日も早く改善
されるよう願っている。
質問 市内の平成 年 月
高校卒業者等の就職状況、
再就職数は把握しているか。
答弁 市内高校新卒者の就
職希望者 人に対し就職者
は 人で、再就職の数は把
握していない。
質問 再就職の数はかなり
いると思われる。

基本として早急に工事を発
注し、早期竣工を目指して
工事を進めている。携帯電
話の電波の弱い場所につい
ては、通信会社と連絡をと
り、対処していく。

新幹線開通に伴う中野市
の将来について

質問 ４年後に迫った開通
に向け、市としてどう取り
組んでいくのか。
答弁 新幹線の効果は、他
の地域を見ても承知してい
る。北信広域圏全域の振興
を図るため協議会を設置し
研究を進めており、北信６
市町村が連携した取り組み

識をしているが、現時点で
は考えていない。

特別養護老人ホーム新設
について

質問 当市に建設されよう
としている特別養護老人ホ
ームは民設・民営により運
営されるようだがメリット、
デメリットは。
答弁 メリットは、建設費
が構成市町村負担にならな
いこと、デメリットは、現
時点では具体的に想定され
るものはない。
質問 市内の待機者解消に
向けての取り組みは。

を進め、点在する観光資源
を面で結ぶ取り組みが重要
と考える。本市では観光と
農業の連携が重要と考えて
おり、最大限の効果が得ら
れるよう研究していく。
質問 ＪＲ飯山線の替佐・
上今井両駅をどうとらえて
いるか。
答弁 新幹線開通に伴い、
重要な路線と認識している。
替佐・上今井両駅を観光・
交流面で更に活用していき
たい。

その他の質問

病害虫駆除について

答弁 北信圏域在住者の入
所を優先することについて
検討を要望し、市としても
連携して対応していく。
質問 民設・民営で運営さ
れても広域連合の本人負担
額は変わりはないのか。
答弁 民営であっても利用
料金には差が生じない。
質問 特別養護老人ホーム
建設費は巨額と思われるが、
本市の負担額は。
答弁 市では負担について
は特別想定していない。

その他の質問

７月・８月の集中豪雨災
害について

中野市議会だより
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市の経済状況について

質問 円高、株安、デフレ
による市内企業や商店の状
況についてどう把握し、市
の対応策は講じられたのか。
答弁 一部の製造業では受
注が回復しているが、その
他の製造業では価格競争の
激化や国内需要の低迷等で
依然として厳しい状況であ
る。建設業、小売、卸売業、
製造業では依然として厳し
い業況にある。今後政府、

56

一般質問・委員会報告

川

吉

愛称が決まった
うば
「姥ヶ沢ビーナス」の
活用について
芋

孝

があり博物館協議会で出土
地を明確に表す愛称に決定。
質問 姥ヶ沢ビーナスの命
名発表会を盛大に行い広く
周知を図ったらどうか。
答弁 秋口には計画予定。
質問 姥ヶ沢ビーナスの誕
生した縄文時代中期前半が
資料により違うが、おおよ
その年代の統一見解決定は。
答弁 今後検討したい。

体が見える様に改善したい。
質問 歴史的な経過の説明
看板を設置したらどうか。
答弁 改善に併せ協議する。

浜津ヶ池公園市民センタ
ーの活性化について

質問 北信濃ふるさとの森
文化公園内の浜津ヶ池公園
市民センターの設立当初の
目的と市指定管理施設に変
更となった経過はどうか。
答弁 地域企業の従業員と
住民の総合理解を図る施設
として、補助金を得て昭和
年にオープン、平成 年
の地方自治法改正により指
定管理施設とした。平成
年から自主事業としてそば
打ちやそばを中心とした食

18

18

650

旧中野町の道路元標につ
いて
質問 旧中野町の道路起点
になった貴重な品であるの
で文字全体が見える様に改
善し、観光スポットや教育
材料に活用したらどうか。
答弁 関係機関と協議し全

667

両レプリカと中野市の土偶
による信州の縄文三大美女
展が帰国展として開催され
たが地元の評価は。
答弁 展示期間中 人もの
入館者があり好評であった。
質問 レプリカ作成予定は。
答弁 子供たちや見学者が
手に触れて観察できる教育
的配慮や、貸し出し依頼が
あるので今後検討する。
質問 愛称命名の留意点は。
答弁 全国から 点の応募

金 万４千円の増額、基金
積立金で財政調整基金積立
金５億５千 万５千円、減
債基金積立金１億９千 万
円をそれぞれ増額、消防費
では、消防施設管理事業費
のうち新野部消防詰所新築
工事補助金 万円の追加で
あり、原案どおり可決され、
平成 年度中野市一般会計
補正予算（第３号）の専決
207

質問 観光、教育に期待で
きる市所有土偶の有名博物
館展示での評価はどうか。
答弁 大英博物館では「ザ・
パワー・オブ・ドグー」で
縄文時代の精神世界や信仰
のあり方を具現化した芸術
品として大きな反響があっ
た。東京国立博物館での土
偶展にも展示され、 万人
を超える入館者があった。
質問 国宝「縄文のビーナ
ス」・重文「仮面の女神」

の変更、財源組替に伴う補
正及び地方債の補正を行い、
９億８千 万８千円を増額
し、予算総額を 億 万５
千円とするもので、歳入で
は、地方特例交付金、地方
交付税、国庫支出金、県支
出金、市債などを増額する
ものであり、歳出で、総務
費の関係部分では、防犯事
業費で防犯灯設置事業補助

740

200

742

い、所要の改正を行うため
の、中野市消防団員等公務
災害補償条例の一部を改正
する条例案は、原案どおり
可決されました。
予算案では、平成 年度
一般会計補正予算（第４
号）について、国・県補助
事業の確定等による事業費

669

59

84

22

総務文教委員会報告

14

878

22

12

条例案１件、予算案２件
決算認定３件、事件案１件
を、９月 日、 日に審査
しました。
主なものは、条例案では
児童扶養手当法の改正を受
け、非常勤消防団員等に係
る損害補償の基準を定める
政令が改正されたことに伴
13

事を提供する施設とし、平
成 年 月には「天悠そば
ホール」に愛称を変更した。
質問 この施設は当初から
冷房装置がなく夏は非常に
暑く、２階のそば打ち道場
はさらに室温が高い。扇風
機だとそば粉が舞い、汗も
出て大変であり、観光施設
に冷房装置は必要不可欠と
思うがどうか。
答弁 管理運営に関する基
本協定書を結んでいるので、
市と指定管理者で協議して
対応する。

11

処分の報告についても、原
案どおり承認されました。
決算認定では、一般会計
１件、特別会計２件につい
て、いずれも原案どおり認
定されました。
事件案では、「長野県地
方税滞納整理機構の設立に
ついて」は、原案どおり可
決されました。

インターネット公売につ
いて

その他の質問

21

8
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委員会報告・意見書

民生環境委員会報告
費助成特別対策事業費補助
金 万円の追加等、総額４
千 万２千円の増額、衛生
費では、感染症予防事業費
等国庫補助金返還金 万３
千円の追加、医療提供体制
設備補助金 万円の増額等、
総額１千 万８千円の増額
であり、このほか特別会計

952

737

条例案１件、予算案５件
決算認定６件を、９月 日
から 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４号）につい
て、民生費では精神障害者
施設整備事業補助金４千万
円の追加、施設開設準備経

299

化財発掘調査委託料１千
万円の減額、道路改良工事
費２千 万８千円の増額、
生活道路整備事業費で道路
改良工事費 万３千円の減
額、支障物件補償料 万３
千円の増額、道路維持事業
費で道路等修繕工事費２千
万円の増額、街路整備事業
費で支障物件補償料５千
万２千円の増額、草間山土
地利用促進事業費で道路用
地取得費２千 万円の増額
などであり、ほかの特別会
計補正予算５件と同様いず
れも原案どおり可決しまし
た。
決算認定では、一般会計

補正予算４件と同様いずれ
も原案どおり可決されまし
た。
決算認定では、一般会計
１件、特別会計５件につい
て、いづれも原案どおり認
定されました。
審査終了後、千曲川のラ
フティングを行い、環境に
ついての視察を行いました。

１件、特別会計６件を原案
どおり認定しました。
条例案では、中野市営住
宅等に関する条例の一部を
改正する条例案及び中野市
若者住宅条例の一部を改正
する条例案について、原案
どおり可決しました。これ
は、国及び県から公営住宅
からの暴力団員排除の要請
を受け、市営住宅入居者及
び周辺住民の生活の安全と
平穏の確保、公営住宅制度
への信頼確保等を図るため、
市営住宅への暴力団員の入
居を防止するため、所要の
改正を行うもので、人権を
尊重し、個人情報保護法な
どの関連を十分に配慮して
執行してほしいとの要望を

付した賛成意見があり、原
案どおり可決と決しました。
審査終了後、豊井土地改
良区における遊休荒廃地再
生事業、日本土人形資料館
及びたかやしろファームの
視察を行いました。

▪意見書

〈可決された意見書〉
（関係行政庁に提出）

森林・林業・木材産業施
策の積極的な展開を求め
る意見書

近年、地球温暖化が深刻
な環境問題となる中で、二
酸化炭素を吸収・固定する
森林・木材に対する関心や
期待はかつてないほど高ま
っている。
しかしながら、森林・林
業・木材産業を取り巻く状
況は一段と厳しく、 年に
一度とも言われた世界的な
経済不況は、とりわけ経営
基盤の脆弱な林業・木材産
業に深刻な影響をもたらし、
今や、我が国の林業・木材
産業は危機的な状況に陥っ
ている。加えて、森林・林
業の担い手である山村は、
崩壊の危機に立っている。
このような厳しい状況の
中、今後、森林整備を着実
に推進し、森林の多面的機
能を持続的に発揮するとと
もに、森林経営の安定と山
村の活性化を図っていくた
めには、「森林・林業再生
プラン」に基づき、施業の
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512

334 240

経済建設委員会報告
条例案２件、予算案７件、
決算認定７件を、９月 日
から 日に審査しました。
主なものは、予算案では
平成 年度一般会計補正予
算（第３号）専決処分の報
告について、災害復旧工事
経費補正額１億５千 万７
千円、補正後の予算総額
億１千 万７千円を原案ど
おり承認しました。平成
年度一般会計補正予算（第
４号）のうち農林水産業費
では、農業用水路等維持管
理費１千万円の増額、市単
かんがい排水事業費 万３
千円の増額、土木費では幹
線道路整備事業費で埋蔵文

中野市議会だより
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意見書

集約化、路網整備や利用間
伐を進めつつ、国産材の振
興により林業・木材産業を
活性化するとともに公的森
林整備体制を確立すること
が緊要である。
よって、中野市議会は、
政府に対し、森林・林業・
木材産業施策の積極的な展
開のため、下記事項の実現
を強く要望するものである。
記
１ 環境税（地球温暖化対
策税）の創設等による森
林吸収源対策を推進する
ための安定的な財源措置
の確保、及び山林相続税
の負担軽減措置等による
森林経営対策の推進を図
ること
２ 環境貢献に着目した
住宅・土木用資材及び建
築物への国産材利用の推
進、特に住宅に炭素を固
定する木材を利用した場
合の税の軽減措置（カー
ボンストック減税）の実
現、及び公共建築物等に
おける木材利用の促進や
木質バイオマス利用の推
進など木材利用の拡大を
図ること
３ 間伐等森林整備の推進、
持続可能な森林経営の確
立に向け、路網整備等経
営基盤の整備、担い手の
育成確保対策の強化を図

そのため、国民の安心・安
全を守る行政サービスを拡
充することが早急に求めら
れている。
一方、国は「小さな政
府」「地域主権改革」の名
のもと、本来国が責任を持
つべき社会保障や道路・河
川行政を地方へ委譲し、さ
らに独立行政法人を廃止し
て、民営化を進めようとし
ている。
こうした国の施策が進め
られれば、現在進められて
いる千曲川改修や国道 号
の改良にも今後影響が生じ
ることが懸念される。また、
地域職業訓練センターの廃
止など地域経済に与える影
響も甚大である。
よって、中野市議会は、
政府に対し、国民の安心・
安全を支える行政サービス
を拡充し、地域経済の活性
化のため、下記事項の実現
を強く要望するものである。
記
１ 「地域主権改革」「道
州制導入」については、
「国民主権」の立場から、
十分な情報開示と議論を
尽くすこと
２ 直轄で整備管理して
いる道路・河川行政は今
まで通り国が責任を持ち、
整備局・事務所・出張所
等の国の出先機関の廃止

や地方移譲は行わないこ
と
３ 国民の安心・安全を支
える行政サービスを拡充
するため、必要な財源と
人員を確保すること
４ 独立行政法人の廃止、
民営化等については慎重
に対応すること。仮に廃
止する場合にあっても、
国として自治体等への適
切な財政支援を行うこと

地域公共交通の活性化と
再生に向けた支援の充実
を求める意見書

国土交通省が所管する
「地域公共交通活性化・再
生総合事業」は、地域公共
交通の活性化・再生に主体
的に取り組む地域を支援す
る制度であるが、昨年の政
府行政刷新会議による事業
仕分けにおいて「地方に移
管すべき」と判定され、本
年度の予算額は大幅に削減
された。この結果、県内
団体への補助内示額は、要
望額を大幅に下回る結果と
なり、各事業主体において
計画の大幅な見直しや変更
を余儀なくされている。
中野市においても、今年
度の補助内示額が要望額の
％にとどまる結果となっ
46.8

32

り、林業を再生するとと
もに、所有者の負担軽減
のため、森林整備に要す
る経費の定額助成を実施
すること
４ 水源林造成を計画的に
推進するための実行体制
の整備、施業放棄地等民
間による森林整備が困難
な地域における国の関与
の下での森林整備を確保
すること。また、国民共
有の財産である国有林に
ついて、公益的機能の一
層の発揮を図るとともに、
我が国森林・林業政策の
推進に貢献するため、国
による一体的な管理運営
体制を確立すること
５ 全国的に野生鳥獣に
よる農林業被害が拡大し
ている実態に鑑み、「鳥
獣被害防止総合対策交付
金」の大幅増額を含む、
野生鳥獣被害対策の充実
を早急に図ること

国民の安心・安全な生活
実現のため、行政サービ
スの拡充を求める意見書
現在、雇用問題をはじめ、
医療・年金・貧困など様々
な社会不安が増大しており、
改めて国の果たす役割が非
常に重要となってきている。

117

ているが、３年間の実証試
験運行期間の２年目にあた
っており、地域住民の生活
交通の確保のためには大幅
な計画の見直しは困難であ
ることから、不足分は一般
財源で対応せざるを得ない
状況となっている。
一方、去る６月上旬に公
開で実施された国土交通省
行政事業レビューにおいて
「地域公共交通活性化・再
生総合事業」は「一旦廃
止」とされ、交通基本法の
検討の中でより効果的な支
援策に見直ししていくとさ
れた。現在国において検討
中の「交通基本法案」には、
高齢者や障害者ら交通弱者
を含む「移動の権利」の保
障が盛り込まれるとされて
いるが、それを担保するた
めには、地域公共交通の確
保が必要不可欠であり、そ
のための支援は、当然国の
責任において行われるべき
であるが、地域公共交通に
対する将来的な支援の方向
性、具体的制度設計が明ら
かでないことから、地方は
非常に困惑している状況で
ある。
よって、中野市議会は、
国に対し、地域公共交通の
活性化と再生に向けた支援
の充実のため、下記事項の
実現を強く要望するもので
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ある。
記
１ 既に国が認定してい
る地域公共交通活性化・
再生総合事業については、
事業の継続的な実施に支
障をきたすことのないよ
う、必要な予算を確保し、
支援を継続すること
２ 地域公共交通の活性
化に向けた新たな支援策
については、地方の実情
を十分に考慮し、継続性
のある制度として早急に
制度設計を行うとともに、
必要な予算の確保に努め
ること
３ 「移動の権利」の保障
を盛り込んだ、新たな法
律を早急に制定すること

地方財政の充実・強化を
求める意見書
世界同時不況に端を発し
た経済状況が深刻の度を増
していることから、地域の
雇用確保、社会保障の充実
など、地域のセーフティネ
ットとしての地方自治体が
果たす役割はますます重要
となっている。
とくに、地域経済と雇用
対策の活性化が求められる
なかで、介護・福祉施策
の充実、農林水産業の振

興、クリーンエネルギーの
開発など、雇用確保と結び
つけたこれらの政策分野の
充実・強化が求められてい
る。 年度予算において地
方交付税が前年度比で 兆
円増加されたことは、三位
一体改革で深刻な影響を受
けた地方財政に対し、新政
権が地方交付税の充実とい
う地方の要望に応えたもの
として評価できるものであ
り、来年度予算においても
本年度の予算規模を地方財
政計画・地方交付税措置に
継続的に取り入れるなどの
大胆な予算措置が必要であ
る。
よって、中野市議会は、
政府に対し、 年度の地方
財政予算全体の安定確保に
向けて、下記事項を実現す
るよう強く要望するもので
ある。
記
１ 医療・福祉分野の人材
確保をはじめとするセー
フティネット対策の充実、
農林水産業の振興、環境
対策など、今後増大する
財政需要を的確に取り入
れ、 年度地方財政計画
・地方交付税総額を確保
すること
２ 地方財源の充実・強化
を図るため、国・地方の
税収配分５：５を実現す

保育所等児童福祉施設の在
り方については、少子化が
進行し財政状況が厳しい地
方自治体へ配慮するととも
に、地域の保育機能の崩壊
を招くことのないよう検討
されなければならない。
保育は、子どもに良好な
育成環境を保障し、次世代
の担い手を育成する公的性
格も有するものである。
よって、中野市議会は、
国に対し、保育制度の議論
に当たっては、子どもの立
場に立ち、下記事項につい
て配慮するよう強く要望す
るものである。
記
１ 保育所等児童福祉施
設の設置及び運営に対し、
必要な財源を確保するこ
と
２ 保育所等児童福祉施
設の最低基準については、
改善に向けて十分に配慮
すること

る税源移譲と格差是正の
ための地方交付税確保な
ど、国の不要不急な公共
事業の中止、削減及び直
轄事業負担金の見直しな
ど、抜本的な対策を進め
ること
３
年度予算において創
設された 地
｢域活性化・
雇用等臨時特例費 な
｣ど
に相当する額を恒久的に
地方財政計画・地方交付
税措置に取り入れ、自治
体が安心して雇用対策に
取り組める環境整備を行
うこと
４ 景気対策を通じて拡大
する公共事業に対しては、
生活福祉密着型とし、地
方負担を増加させること
のないよう十分な財政措
置を講じること

保育所等児童福祉施設の
環境改善を求める意見書

報道によると、阿部知事
は、公約に掲げた「信州型
事業仕分け」を年内に取り
かかる考えを明らかにした。
しかし、有権者の多くは、

「信州型事業仕分け」の
慎重な対応を求める意見
書

少子高齢社会を迎えてい
る中において、次世代育成
支援は、国の喫緊の課題と
なっている。また、保育の
実施義務がある地方自治体
にとっても、最優先課題の
一つとなっているところで
ある。
このようなことから、子
どもの福祉の向上に必要な

「信州型事業仕分け」を全
面的に理解したものではな
い。むしろ「国の事業仕分
け」を通じ、県内市町村や
県民の中には「鳥獣被害総
合対策」や「地域公共交通
活性化・再生総合事業」な
どの事業費が大幅に減額さ
れたことに不信と危惧を抱
いている。
今日の国や県財政を通じ
て、多くの県民は税金の使
い方に強い関心を持ってお
り、税金の無駄遣いをなく
し県民生活に密着した県民
の利益を最優先の施策を強
く求めていることは事実で
ある。そのためには、本来
の目的に沿うよう慎重な対
応が求められる。
仮に「信州型事業仕分
け」を行う場合にあっても、
「県民の利益第一」の立場
を徹底し、「事業仕分け」
の方法や内容等により、関
係団体や県民の意見が十分
反映されることが求められ
ていると考える。
よって、中野市議会は、
「信州型事業仕分け」に当
たっては、「県民の利益第
一」の立場から、県民の意
見などを十分踏まえた慎重
な対応を強く求めるもので
ある。

中野市議会だより
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2010

2011

2011

１.１

2010

議会では、議会改革に
ついて調査・研究するた
め、第３代市議会議員に
よる「議会改革検討委員
会」を設置し、平成 年
８月４日に第１回委員会
を開催しました。
委員長には、髙木尚史
議員を、副委員長には佐
藤恒夫議員を互選し、今
後、検討する事項につい
て、市民の皆さん及び全
議員から意見を聞くこと
として、９月 日まで意
見募集を行い、その結果、
市民からの意見はありま
せんでした。
今後は、議員から提案
された検討事項に基づき、
市民に開かれた議会を目
指して、議会改革を推進
してまいります。
30

22

10

22

傍聴席

★市政の中身が詳しく解
かってよかった。議員も
熱意を持って市政に取り
組んでいることが伝わっ
た。市政について関心が
持てました。
★議員の質問、市長等の

て は、
「剪定枝活用の木
質バイオマス化発電シス
テムについて」と「さく
らんぼ農家塾、さくらん
ぼサポーターについて」
を視察しました。
今後、行政視察の成果
を議会活動に活かしてま
いります。

傍聴感想文の中から抜
粋で載せさせていただき
ました。
議会だより編集委員長

★初めて議会を傍聴しま
した。議会というと偉い
人達が市の大変な問題を
議論しあうものというイ
メ ー ジ が あ り ま し た が、
本当に日常生活の問題が
提言されていて、びっく
りしました。この積み重
ねで私達の生活が良くな
るのだと感じました。

答弁がなかなか見ごたえ
が あ り ま し た。 乳 が ん・
子宮頸がんの無料クーポ
ン等は知らないことでし
★ 経 験 を 積 ん だ 議 員 は、 た。市役所ロビーに冷た
言われる事は次々と答え、 い水のサービスの答弁は
自分の意見を通していた。 よかった。
市長も校庭の芝生化につ
いては自分なりの事を言
ってもよいかと思いまし
た。全体としては、初め
て出席しましたが、また
の機会に出席したいと思
いました。

山市を行政視察しました。
小野町においては、「ふ
るさと暮らし支援センタ
ー に つ い て 」 と「 定 住・
二地域居住促進事業につ
いて」を、村山市におい

行政視察報告
３常任委員会が平成
年度に行った行政視察に
ついて報告します。
総務文教委員会は、平
成 年８月２日～３日に
神奈川県藤沢市・秦野市、
東京都立川市を行政視察
しました。
藤沢市においては、「公
共施設再整備の〝藤沢モ
デル〟について」を、秦
野 市 に お い て は、「 新 総
合計画の推進体制につい
て」と「公共施設白書に
つ い て 」 を、 立 川 市 に
お い て は、「 小 学 校 の 統
廃合と校庭芝生化につい
て」を視察しました。
民生環境委員会は、平
成 年８月９日～ 日に
愛知県日進市・高浜市を
行政視察しました。
日進市においては、「一
般廃棄物（ごみ）処理基
本計画について」を、高
浜 市 に お い て は、「 介 護
予 防 拠 点 施 設（ あ っ ぽ ）
について」を視察しまし
た。
経済建設委員会は、平
成 年８月５日～６日に
福島県小野町、山形県村
22

22

22

議会改革
検討委員会

議会改革検討委員会・行政視察報告・傍聴席・あとがき

あ と が き

今年の異常な暑さの中、
体調を崩された方もいた
のではないでしょうか。
そんな方には、心からお
見舞いを申し上げます。
さて、中野市公共施設
整備・市有地利活用計画
案、旧中野高校跡地利活
用計画案、中野市保育所
整備計画の一部見直し案
が提出されました。
主だった内容では、旧
中野平中学校跡地北側へ
特別養護老人ホーム（
床）建設、旧中野高校跡
地へみよし保育園と市庁
舎建設、現市庁舎は解体
し駐車場として利用、西
町保育園は現地改築、西
条グラウンドへ多目的サ
ッカー場建設、中央公民
館・市民会館は耐震補強
等の計画であります。
待機者が増え続ける特
別養護老人ホーム、老朽
化が進むみよし・西町保
育園など早期に整備が必
要な施設も含まれていま
す。さて、皆さんのご意
見はどうでしょうか。
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