信州中野環

境祭

「信州中野環境祭の会」出展会場

︵Ｈ

・９・
23

︶

25

８月 日

９月定例会

開 会

閉 会

９月 日

日間

予算案

条例案

件

７件

５件

認定

可決

可決

意見書案 ４件

１件

１件

可決

可決

適任

同意

件

１件

14

●市政一般質問

その他

人事案

決算案

●議案件数及び議決内容

会 期

31

20

21

38

発電機自転車

」
ー
ョ
シ
ナット
ンス
ク！エコサイエ

「
お
もし
ろ

市政一般質問

田

博

良

文

之

ある災害要援護者関連施設
が中野市に８か所あるが︑
災害時の避難計画︑避難訓
練はどうなっているか︒
答弁 老人福祉施設で４施
設︑児童福祉施設で４施設
あるが︑既に６施設につい
ては︑県と市で施設へ出向
き説明済みであり︑残る２
施設についても早期に実施
する︒それぞれの施設にお
いて︑避難計画を策定し︑
避難訓練も実施しているが
災害時に円滑で速やかな情

町

災害関連情報のメール配信
について

質問 防災行政無線の内容
を︑希望する一般市民の携
帯電話にメール配信できな
いか︒また︑エリアメール
を導入できないか︒
答弁 他の自治体の導入事
例を参考に導入効果を検証
し︑防災計画の見直しとあ
わせ総合的に研究していく︒

土砂災害のおそれのある
福祉施設について
質問 土砂災害警戒区域に

野

避難指示を発令し︑避難訓
練も行っている︒
質問 避難所の改善策とし
て床に断熱材スチロパール
等を用意してはどうか︒
答弁 中学校の柔道用の畳

髙

震災に関連した
防災について

質問 災害時のソフト面の
訓練はどのように考えてい
るか︒
答弁 災害対策本部︑現地
災害対策本部の設置訓練を
しており︑併せて本部から

報の伝達ができるよう各施
設と連携を図っていく︒
質問 土砂災害や急傾斜地
の場合には︑避難勧告ある
いは避難指示を出すタイミ
ングが難しいという問題も
あるがどうか︒
答弁 福祉施設に限らず︑
地域内の高齢者・障がい者
も含めて︑避難勧告あるい
は避難指示に先立ち避難準
備情報等の発令をすること
になっている︒避難勧告・
避難指示発令の基準を示し
たマニュアル等についても
地域防災計画の見直しにあ
わせて検討していく︒

猛暑対策として︑庁舎の
一角を﹁まちなか避暑地﹂
に︑保育園・小中学校に
ミストシャワーの設置を

枚を入れ替えるので︑こ
れを避難所に配備する︒
質問 平常時の災害に対す
る指導・啓発はどのように
しているか︒
答弁 各家庭において常に
非常用備品の備えをお願い
し︑今年の総合防災訓練で
は新たな項目を実施︑今後
もより実践的な訓練をする
こととし︑日頃の備えの大
切さを啓発する︒
質問 柏崎刈羽原発が福島

質問 冷房した市役所や豊
田支所の一角に冷水やお茶
を用意して︑市民に涼んで
もらうことができないか︒
また︑ミストシャワーを保
育園や小中学校に設置でき
ないか︒経費が安いという
メリットもある︒
答弁 来庁者に︑より快適
な空間を提供できるよう努
めていく︒ミストシャワー
の設置については︑猛暑対
策のひとつとして有効な方
法と考えており︑今後研究
していく︒

聴覚チェックで認知症予
防を

質問 基本健診項目に聴覚
検査を追加できないか︒ま
た︑簡易聴力チェッカーを

と同じような事態になった
時はどうするのか︒
答弁 原発事故の対応策は
県の防災計画でも明記され
ておらず︑何らかの対策が
講じられると思われる︒
質問 中野市の防災対策の
中に原発事故を想定してい
るとのことであるが︒
答弁 原発事故を想定した
記述はないが︑県の計画見
直しに合わせて検討する︒

活用して︑要支援の方や介
護認定には至らない高齢者
を対象にして聴覚チェック
をしたらどうか︒
答弁 現在︑基本健診にお
いて 歳以上を対象に実施
している生活機能のチェッ
クリストにより︑閉じこも
りや認知症の早期発見・早
期受診を促すことができる
ことから︑健診項目への追
加は考えていない︒簡易聴
力チェッカーの活用につい
ては︑耳鼻科医︑認知症の
専門医の意見を聞きながら
導入について検討していく︒

質問 外国資産家による山
林買収防止対策について︒
答弁 外国資産家による山
林買収防止に関しては現在
行っていない︒
質問 近隣市町村で統一し
た条例が必要と思うが︒
答弁 水資源︑森林資源の
保全を目的に統一した条例
制定については他市町村の
状況を参考に研究したい︒

地下水の保全について

公会計制度改革について
自治体クラウドについて

その他の質問
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80

90

青

木

豊

一

﹁中野市防災計画﹂等の
見直し及び改善の具体化
について
質問 防災計画は地域の実
態に即した効果的なものに︒
答弁 市内の災害や大震災
の教訓を生かし︑原発事故
災害等も想定し︑市民の意
見を聞くなどし︑地域の実
態に即した計画にしたい︒
質問 避難施設の安全等の
実態調査及び対応について︒
答弁 災害の種類に応じ避
難所を選択でき︑的確な指
示を出せるよう︑防災計画
見直しと併せ対策を講ずる︒
質問 災害時の市民等の孤
立防止に公衆電話設置を︒
答弁 財政的に困難である︒
質問 塀等の倒壊や市道の
安全確保の徹底を図るべき︒
答弁 危険な構造物等の所
有者に点検実施を啓発する︒

被災地の子ども等の受け
入れ・交流の積極的促進
について

新年度からの子ども医療
費無料拡大について

答弁 保育環境のよい保育
所となるよう︑保護者︑地
元︑保育士等の意見を聞く︒

２０１２年度からの介護
保険改定と中野市の対応
について

その他の質問

質問 子どもの医療費無料
拡大を図れ︒小学校卒業年
まで拡大しても︑約１千
万円増額で可能ではないか︒
答弁 当面は現行の軽減措
置を継続したいと考える︒

質問 被災地の子どもや家
族の思いを共有し新たな連
帯と子育て支援として被災
地の子どもの受け入れ・交
流の積極的促進を求める︒
答弁 被災者の長期的支援
が予想され︑その中ででき
る範囲の支援を考慮する︒

中野市としての再生可能
なエネルギー政策の拡充
の具体化について
質問 住宅用太陽光発電シ
ステム設置補助の拡充を︒
答弁 現在︑補助単価や上
限額引き上げは考えてない︒
質問 市内の河川を生かし
た小水力発電の具体化を︒
答弁 水利権等の課題もあ
るが︑実験結果や費用対効
果を検討し研究したい︒

︵仮称︶新みよし保育園
等移転新築と住民参加に
ついて
質問 設計図完成までに関
係者の意見を聞き︑建築は
市内業者に分離分割発注を︒

12

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

福島第一原発事故等の放射
能汚染から子どもと住民の
健康を守る対策について

質問 保育園や学校給食︑
園庭や校庭等の安全確保を︒
答弁 海産物等適正摂取︑
栄養面等十分配慮し安全で
安心な給食提供に努めたい︒
質問 学校・保育園給食で
放射線量減少の努力を︒例
えばホウレンソウ等のヨウ
素やセシウムは沸騰処理で
〜 ％︑また肉は酢と水
に漬けると ％除去可能と
言われる︒保育園や学校給
食の食材からヨウ素等を最
大限除去し安全な給食の提
供に行政が努力すべきだ︒
答弁 必要量摂取している︒
質問 除去について答弁を︒
児童が遊ぶ砂場等の放射線
量の調査拡大すべき︒
答弁 保育所や学校等の空
間放射線量測定結果を見て
砂場や校庭等の土壌放射性
物質測定を検討する︒
質問 ヨウ素剤備蓄を図れ︒
答弁 安定ヨウ素剤の備蓄
配給︑投与方法等検討する︒
50

市政一般質問

清

水

正

男

応や︑広域的な災害への対
応を考えた時︑市町村連携
を更に進めていく必要は周
辺市町村を含め︑十分に認
識されていると考える︒
質問 市民への周知は︒
答弁 制度の概要︑圏域で
の構想︑具体的な事業等に
ついて︑関係自治体と協議
しながら︑時期を逸しなよ
う市民へ説明していく︒

セーフコミュニティにつ
いて

沢

清

生

質問 セーフコミュニティ
とは︑事故・自殺・犯罪な

永

答弁 きのこ販売の状況に
ついて︑価格の低迷してい

どの予防を目指し︑行政︑
警察︑地域住民などが連携
して︑安全・安心なまちづ
くりを進める取り組みだが
中野市としての取り組みに
ついて︑内容の検討状況は︒
答弁 地域の人々が協働で
安心で安全なまちづくりを
目指す地域社会の取り組み
のことであり︑諸課題を包
括的課題として位置づけ︑
コミュニティのすべての安
全関係者が課題を共有し︑
問題を解決していくものと
理解しているが︑具体的な
検討は現在行っていない︒
質問 セーフコミュニティ
の認証取得については︒
答弁 認証取得への取り組
みについては︑本年４月に
策定した﹁中野市総合計画
後期基本計画﹂における３
つの視点の一つ﹁市民生活
優先︑行政と市民の協働︑

る事など︑大変厳しい状況
にあると承知している︒市
では︑園芸産地育成事業な
ど︑畑作導入による複合経
営の取り組み︑品質︑収量
性に優れた品種導入に向け
た支援を行っている︒販売
について︑日頃から交流の
ある自治体の学校給食や職

安全・安心を感じられる施
策の展開﹂と合致すること
から︑認証制度の仕組み︑
具体的内容等について研究
していく︒
その他の質問

水資源の保全について

事業﹂に取り組んでいる︒
新品種導入や施設化などを
計画している︒

︵注︶
セーフコミュニティ
地域の人々が一緒に安心で安全なまちづくりを目指す地域
社会のこと︒ 年代後半︑スウェーデンから始まった︒世界
保健機構︵ＷＨＯ︶などがつくる専門機関﹁地域の安全向上
のための協働センター﹂が推進し認証を行っている︒認証を
取得するには︑﹁より安全な地域づくりを目指し分野や領域
の垣根を越えて協働で取り組む組織があること﹂など︑６つ
の指標により︑一定基準以上の評価を受ける必要がある︒
セーフコミュニティの導入を決定した自治体は︑協働セン
ターへ取組開始の書面提出を行い︑２年間の活動実績と６つ
の指標を満たした時点で︑認証申請・書類及び現地審査を経
て︑認証されます︒県内自治体の取組状況では︑小諸市と箕
輪町が既に取組開始の書面を提出している︒

員の皆様への販売に取り組
んでいる︒アスパラガスは
茎枯病の多発や生産者の高
齢化に伴い︑生産面積︑生
産量共に激減している︒こ
の状況を踏まえ市では︑関
係機関と連携し早期多収に
よる反収量の向上などを図
るため﹁強い園芸産地育成

70

定住自立圏構想について

質問 去る７月 日に開催
された広域市町村連携研修
会で中野市と周辺市町村と
の現時点での必要性につい
ての認識はどうか︒
答弁 この構想は市町村連
携の新たな手法であり︑現
在の広域連合で実施してい
る事業をはじめ︑広域観光︑
公共交通対策などの事業に
ついて︑連携の必要性は共
有されている︒
質問 今後︑周辺市町村と
の理解・協力への取り組み
はどうか︒
答弁 今後︑人口が減少す
る中で︑少子高齢化への対

質問 生産と販売の状況に
ついて︒

中野市の農業について

28
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市政一般質問

髙

木

尚

史

額は患者数割合を基本とし
て︑現在調整中である︒
質問 北信総合病院再構築
支援等に合併特例債を充当
するが︑市庁舎建設の方向
性の結論を出してから議論
をすべきではないか︒
答弁 庁舎建設は︑新斎場
建設負担金と北信総合病院
再構築支援金等の規模がは
っきりした時点で︑財政推
計の見直しをしてから庁舎

繁

男

問題について示したい︒
質問 合併特例債の活用期
限は平成 年度までである
ことから︑庁舎建設問題の
結論を出し︑その他の事業
と共に財政面を含めて議論
すべきではないか︒
答弁 財政計画については
新たな事業の規模等がはっ
きりした時点で推計の見直
しを行いたい︒

公的施設の管理運営と維
持管理について
質問 指定管理者制度の適
用など公的施設の管理運営
状況はどうなっているか︒
答弁 指定管理者制度を採
用しているのは 施設︑

98
づく行政指導が行われた︒
質問 今後の対応について︒
答弁 業者から提出される
改善計画書を確認し︑県と
共に対策の実施状況を監視
していく︒
質問 毛野川地区で発生し
ている川の汚染について︑
今日までの対応はどうか︒
答弁 発生源と思われる施
設の上流︑下流で水質検査
をしたが︑汚染物質及び発
生源の特定に至っていない︒
質問 今後の取り組みは︒

45

新市建設計画の見直しと
合併特例債充当事業について

質問 見直しの根拠と見直
しによる新たな事業は何か︒
答弁 総合計画・後期基本
計画との整合性を図るため
１年延長し︑新斎場の建設
負担金や北信総合病院再構
築への支援等の事業である︒
質問 新斎場建設負担金と
北信総合病院再構築の支援
金の見込み額はどうか︒
答弁 新斎場には８億円︑
北信総合病院再構築の支援

野

確認を行った︒
質問 発生源の特定は︒
答弁 発生源の可能性のあ
る施設に県と立入調査を行
った︒排水経路等に不備が
あり︑水質汚濁防止法に基

松

環境行政の取り組みについて

質問 豊津地区で被害が生
じている悪臭について︑今
日までの対応はどうか︒
答弁 地区住民からの聞き
取りやモニター調査︑発生
源と考えられる施設の現場

施設は直営で管理している︒
質問 一本木公園の将来展
望やその他の建築施設の今
後の施設管理運営方針は策
定されているのか︒また年
間維持管理費用はいくらか︒
答弁 公共施設の類似施設
の有無︑維持管理経費︑利
用実態等も含め現況を調査
している︒市役所及び小中
学校を加えた施設の維持管
理費用は平成 年度決算で
約８億円である︒
質問 合併特例期間後には
地方交付税の逓減が進み財
政的に厳しくなるため︑財
政面から施設に対する計画
的指針は策定されているか︒
答弁 中期財政見通しの策
定に当たり︑全庁的に施設
22

答弁 今後︑泡が発生した
場合は︑地元︑県等と連携
しながら有害物質に焦点を
絞った検査をしていく︒
質問 豊田︵硲地区︶に予
定されている放射性物質を
含んだ焼却灰の埋め立てに
関して︑市としてどのよう
に関わっていくのか︒
答弁 住民への説明会が実
施される場合は︑業者が主
体であるが市も出席する︒
搬入団体からの放射能検査
報告の確認や︑県が行う空

の修繕計画を取りまとめて
計画的な維持管理に努め︑
健全財政運営を図っていく︒

公共建築物の木材利用に
ついて

質問 国の法律および県の
県産材利用方針に基づく市
の基本方針策定の対応はど
うか︒
答弁 県の利用方針を踏ま
え本年７月に策定し︑公表
を予定している︒
質問 対象事業の導入と今
後の予定はどうか︒
答弁 多目的サッカーグラ
ウ ン ド 管 理 棟 と︑
︵ 仮称 ︶
新みよし保育園を予定︒

間放射線量の測定に立ち会
い︑事業所が行う測定結果
や環境変化に注意し︑必要
な対応を図っていく︒
質問 風評被害が発生した
場合の対応はどうか︒
答弁 未然防止のため業者
が空間放射線測定値を公表
することも考えており︑発
生した場合には業者が対応︒

その他の質問

中野市における人口減少
の対策について

中野市議会だより
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市政一般質問

尾

智

計

承知しているのか︒
答弁 承知している︒
質問 移転か否かの明確な
意思表示決定時期はいつに
なるのか︒
答弁 今後予定されている
北信総合病院の再構築支援
に係わる支援金︑新斎場建
設に係わる負担金等︑優先
すべき事業の規模がはっき
りした時点で︑再度財政推
計を行い判断する︒
その際には︑十分に議会

深

市庁舎移転問題に対する
新たな区の動きについて

質問 地元区からの相次ぐ
反対の意思表示をどのよう
に受け止めるのか︒
答弁 全市的な見地からの
検討を行う必要があり︑引
き続き諸団体や区などで︑
自由闊達に議論されること
を望んでいる︒
質問 西町区から提出され
た陳情書を庁内で精査・検
証したのか︒
答弁 陳情書を見ていない︒
質問 提出があったことは

川

吉

孝
奈良家・三河系の西原家の
同一地域に２系統の土人形︒
創作人形を含め土人形の里
づくり事業は重点施策︒

芋

中野市の観光による活性化
について

質問 現在市で最も重点を
置いている観光施策は何か︒
答弁 中山晋平・高野辰之
先生︑農産物及び伏見系の

と相談するほか︑市民の意
見をお聞きしながら進める︒
質問 旧中野高校校舎及び
市庁舎保全のための予算計
上を︒
答弁 今ある建築物を大切
に使い続ける時代へと変わ
っていかなければならない
という考えに立ち︑建築物
の保全と︑それに伴う予算
計上は必要だと考える︒

北信総合病院再構築の諸
問題について
質問 限られた財源の中で
の北信総合病院再構築への
負担金について︒
答弁 財源については合併
特例債を充当したいと考え

質問 絵付け体験の目的は︒
答弁 土人形に愛着や親し
みを持ち︑魅力を他にも伝
えられ観光客の増加を期待︒
質問 市入口付近に帳面大
黒が４体設置済だが︑まち
なかには皆無︒中心市街地
活性化のために土びなのモ
ニュメント設置の再考は︒
答弁 地元商店街や︑商工
会議所等から活性化方法等

ている︒また着工後の支援
金の増は考えていない︒
質問 ヘリポート設置決定
までの経緯について︒
答弁 東日本大震災のよう
な大規模な災害が発生した
場合︑災害拠点病院として
の役割を果たすためにも設
置が必要であるとされた︒
質問 設置費と維持費の負
担の問題について︒
答弁 設置費については示
された総事業費の中に組み
込まれるが︑維持費につい
ては病院で負担する︒
質問 再構築事業費の近隣
市町村の負担割合について︒
答弁 病院から示されてい
る患者数割合を基本として
現在調整をしている︒

を提案していただきたい︒

中野市の水道行政について

質問 市道大俣線の地下埋
設の水道本管が今年４月に
４か所破裂断水した原因は︒
答弁 ３月に発生した東日
本︑県北部の地震・余震の
影響と配水管老巧化が原因︒

住宅リフォーム緊急支援
事業の恒久的な継続と支
援内容の再検討について

質問 支援事業利用者から
の声と改善すべき諸問題は︒
答弁 良い制度である旨の
声をいただいている︒制度
の変更は考えていないが︑
より一層の周知を図りたい︒
質問 一回限りで終わらせ
ずに︑今後も事業の継続を︒
答弁 事業の継続について
は︑緊急支援事業として︑
今年度限りとしているが︑
第２回の申し込み状況等を
検証し︑判断したい︒

質問 大俣線の七瀬方面よ
りの布設替えの進捗状況は︒
答弁 近く配水池の工事発
注︒配水管は前倒しで計画︒
質問 アスベストを含む配
水管通水の飲用は安全か︒
答弁 問題ない︒世界保健
機構で影響なしとしている︒
質問 石綿セメント管布設
替の残り距離と主な地域は︒
答弁 残りは４千 ｍ ︒大 ↖
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合併効果等について
質問 合併して６年が経過
したが合併前と現在の職員
数︑減員数はどうか︒
答弁 職員数は平成 年４
月１日で 人︑今年度同時
期で 人︑減員数は 人︒
質問 人件費の減少額は︒
答弁 正規職員は 億６千
万円で約 億円の減少︒

藤

恒

行政の広域連携について
佐

夫

質問 公用車台数はどうか︒
答弁 合併前合計は 台︑
うち特殊車両は 台︒平成
年４月現在総台数は 台︒
一般公用車は８台の減︑除
雪関係等の特殊車両を拡充︒
質問 公用車買替え基準は︒
答弁
年間使用又は走行
距離 万㎞以上を基準︒
質問 公用車購入︑車検及
び点検業者の選定方法は︒
答弁 参加資格のある市内

特に観光と産業振興には欠
かせないものであり︑本市
にとっても大きなチャンス
と捉えている︒北信地域が
連携を図り︑活力のある地
域づくりを進めていく上で
も︑市は協力を惜しまない︒
質問 北信総合病院の再構
築に対する財政支援と行政
の広域連携について︒
答弁 県厚生連からは︑再
構築に係る経費が 億円で
あり︑そのうち関係市町村
で 億円の支援をお願いし
たい旨の要請があった︒各
市町村の支援額については
患者数割合を基本として現
在調整中であるが︑平成
年度予算に計上できるよう
関係市町村間で協議を進め

に本社又は営業所を有する
すべての業者を指名し︑入
札で決定︒車検点検等は原
則として車両の納入業者︒
質問 燃料購入はどうか︒
答弁 市内業者の入札︑原
則的には半年ごとに入札︒

その他の質問

姥ヶ沢遺跡について

ているところである︒
質問 北信州全体の医療・
福祉の充実︑活力の向上︑
人の交流の活性化︑自治体
経営の効率化などを図り︑
エリア全体の繁栄をどのよ
うに築いていくのか︒
答弁 検討中の﹁定住自立
圏構想﹂は︑圏域全体で役
割を分担し︑必要な機能を
効率的に運用することによ
り︑住民に直結した医療・
福祉などを充実させて︑住
民の定住促進を図る取り組
みである︒今後とも関係す
る市町村と協議しながら︑
連携できる部分については
中心市として主体的に進め
ていきたいと考えている︒

市の土地開発公社の現状
について

質問 市土地開発公社が所
有している﹁塩漬け土地﹂
はどれくらいで︑公社経営
に対する影響はどうなのか︒
答弁 前年度末時点で︑約
２万５千㎡︑簿価の合計は
約４千 万円である︒これ
に係る借入金はないので︑
公社経営を大きく圧迫する
ものとはなっていない︒

その他の質問

﹁ボランティア﹂による
共生のまちづくりについ
て
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16

66

25

野市は︑北信広域連合の枠
組みを基本とし︑小布施町
及び高山村を含めた圏域全
体の中心市としての役割も
担っていると認識している︒
質問 北陸新幹線飯山駅の
開業という大きなチャンス
を生かすも殺すも北信地域
の各首長さんの考えと行動
にかかっている︒市長は率
先してその期待に応えるべ
きではないか︒
答弁 新幹線は︑人の交流︑

24

40

質問 市長が目指す﹁広域
市町村連携﹂とはどのよう
なものか︒
答弁 住民福祉の増進と地
域における行政を自主的か
つ総合的に実施するため︑
従来から進めている事務の
共同処理︑施設の共同設置
等の行政の効率化のほかに︑
医療︑公共交通︑観光等の
広域的な取り組みが求めら
れる事業等の推進を図る必
要があると考えている︒中

80

23

32

↙ 俣︑栗和田︑一本木︑豊田
地域の一部が残っている︒
質問 布設替えした石綿セ
メント管はアスベストを含
み危険と思うが処理方法は︒
答弁 撤去した配水管は安
定型最終処分場に埋立処分︒
質問 新しいダクタイル鋳
鉄管の安全性︑耐久性は︒
答弁 安全で 年使用可能︒

市政一般質問

市政一般質問・委員会報告

子

芳

郎

えを基本に進めるのか︒
答弁 旧中野高校の校舎活
用は︑一つのたたき台であ
り︑優先しなければならな
い事業の規模等がはっきり
した時点で再度財政推計を
行い︑判断したい︒
質問 北信総合病院の再構
築に対し︑どの程度市の財
政支援を考えるか︒
答弁 合併特例債を有効に
利用したい︒まだ本市の支

金

市長就任３年間の実績と
今後の課題について

質問 北信総合病院との連
携についての成果は︒
答弁 平成 年度からの電
話医療相談事業で︑市民か
ら医療に関する数多くの相
談があり︑利便性が図られ
たと認識している︒
質問 市庁舎︑市民会館は
新築でなく限りある財産を
利用するとし︑市庁舎を旧
中野高校跡地に移転する計
画案が提示された︒その考

い︑本市においても同様の
措置を講ずることから所要
の改正を行うものであり︑
賛成多数で原案どおり可決
と決しました︒
また︑中野市情報通信施
設条例の一部を改正する条
例で︑放送法等の改正によ
り本条例における情報通信

総務文教委員会報告

13

施設の設置及び業務内容を
規定する引用法令を改める
ため所用の改正を行うもの
で︑地上波がデジタル化さ
れ︑放送法を変えてくる中
での問題であり︑様々な矛
盾と︑行政でも新たな負担
が強いられている︒視聴環
境は整ったが実際の地デジ
難民を市でも掌握していな
い状況であり︑大きな観点

援額は決定していない︒
質問 北信総合病院の周辺
整備計画は必要と思うが︑
どのように取り組まれるか︒
答弁 北信総合病院は当地
域の基幹的病院としての役
割を担っていることから︑
周辺の皆さんのご理解とご
協力を得て対応したい︒
質問 東日本大震災︑原発
事故︑円高︑デフレ︑雇用
不安︑農産物の安価︑特に
きのこの安値等中野市で明
るい材料がないと思われる︒
平成 年度の市税は予定ど
おりの納税が見込めるか︒
答弁 大変厳しい社会情勢
が続いているが︑個人市民
税の調定額は︑ほぼ予想ど
おりで当初予算の歳入は確

から国民の知る権利を奪う
ものとして単なる字句の改
正とは判断できないとの反
対意見があり︑賛成多数で
原案どおり可決と決しまし
た︒他の条例案２件につい
ても︑いずれも原案どおり
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２号︶について︑国・

保できる見通しである︒
質問 このように厳しい市
の財政であるから︑市 役︑
市議会議員︑職員の人件費
等の減額の考えはないか︒
答弁 職員の給与は人事院
勧告を尊重している︒特別
職は特別職報酬等審議会に
おいて︑他市の状況等を踏
まえ審議していただきたい
と考えている︒
質問 市長自ら議員に呼び
かけて報酬を減額する考え
はないか︒
答弁 特別職報酬等審議会
以外の独断での報酬引き下
げは考えていない︒
質問 残された一年の任期
に最大の目標と課題は︒
答弁 最大の目標は医療︑

3

23

21

総務文教委員会に付託さ
れた︑条例案４件︑予算案
１件︑決算認定３件につい
て９月 日︑ 日に審査し
ました︒
主なものは︑条例案では
中野市市税条例等の一部を
改正する条例案で︑地方税
法等が改正されたことに伴
12

23

福祉︑子育て等市民生活を
見据えた安心︑安全なまち
づくり︑子どもたちの環境
整備︑地域の活性化︑産業・
都市基盤の整備など︑市民
生活に直結する事業を重点
的に実施したい︒

東日本大震災︑福島第一
原発事故について

質問 上下水道施設の汚泥
の取扱いは︒
答弁 国の取扱基準による︒

その他の質問

老人福祉施設について
屋外放送・音声告知放送
について

県補助事業の確定等による
事業費の変更︑財源組替に
伴う補正及び地方債の補正
を行い︑補正総額１億４千
万９千円を追加し︑予算
総額 億６千 万８千円と
するもので︑歳入では︑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︑歳出では︑
総務費の関係部分では︑防

中野市議会だより

委員会報告

であり︑
全会一致で原案どお
り可決と決しました︒平成
年度中野市下水道事業特
別会計補正予算
︵第１号︶
に
ついては︑
東日本大震災に伴
う福島第一原発事故により︑
下水道汚泥の放射能測定の
結果︑
いろいろな基準はある
が検出された︒その中で下
水道汚泥の保管庫を新たに
建設するとのことであるが︑
放射線量には多くの皆さん
が敏感になっており︑
早急な
対応が望まれているため︑
細

予算案では平成 年度中
野市一般会計補正予算︵第
２号︶について︑民生費で
は保育所施設営繕工事費な
どで 万４千円の増額︑衛
生費では住宅用太陽光発電
システム設置補助金 万円
の増額︑平成 年度中野市
国民健康保健事業特別会計
補正予算︵第１号︶
では１億
２千 万７千円の追加︑平
成 年度中野市介護保健事
業特別会計補正予算︵第１

ニティ事業助成金 万円の
追加︑教育費では︑学校管
理費︵小・中学校費︶で緑
地維持管理業務委託料 万

心の注意を払い︑
管理面の安
全に充分配慮し予算執行し
てほしいとの賛成意見があ
り︑
全会一致で原案どおり可
決と決しました︒
このほか特
別会計補正予算２件も原案
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６件につい
て︑いずれも原案どおり認
定されました︒
審査終了後︑駅前線街路
整備事業︑中野地域広域電
気柵事業を視察しました︒

号︶では１千 万５千円の
追加︑このほか特別会計補
正予算１件と同様いずれも
原案どおり可決されました︒
決算認定では︑一般会計
１件︑特別会計５件につい
て︑いずれも原案どおり認
定されました︒
審査終了後︑特別養護老
人ホーム﹁ふるさと苑﹂︑
飯山陸送株式会社の産業廃
棄物処理施設の視察を行い
ました︒

５千円の追加︑博物館費で
臨時職員賃金 万９千円の
増額であり原案どおり可決
されました︒

80
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円の増額︑施設整備事業費
で体育施設改修工事費２千
万円の追加︑消防費では︑
消防団運営事業費でコミュ

１千 万８千円の増額︑
商
工費では︑工業推進事業費
で高 丘 工 業 団 地 工 場 排 水
管整備工事費ほか 万円の
追加︑
観光施設管理運営事
業費で観光施設改修工事費
万円の増額︑
土木費では︑
道路維持事業費で道路等修
繕工事費３千万円の増額︑
舗装事業費で舗装新設工事
費ほか１千 万円増額など

23

災事業費で防災用備品購入
費 万４千円の追加︑地域
活性化推進事業費でコミュ
ニティ事業助成金１千 万

正により︑自然災害を原因
とする死亡者に係る災害弔
慰金の支給対象者が一定の
要件を満たす死亡者の兄弟
姉妹にまで拡大されたため︑
本市においても同様の措置
を講ずることから所要の改
正を行うものであり︑全会
一致で原案どおり可決と決
しました︒

民生環境委員会報告
民生環境委員会に付託さ
れた︑条例案１件︑予算案
４件︑決算認定６件につい
て９月 日︑ 日︑ 日に
審査しました︒
主なものは︑条例案では
中野市災害弔慰金の支給等
に関する条例の一部を改正
する条例案で︑災害弔慰金
の支給等に関する法律の改
14

12

経済建設委員会報告

13

経済建設委員会に付託さ
れた︑予算案４件︑決算認
定７件について９月 日︑
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２号︶
のうち農
林水産業費では︑新規就農
者 支 援 事 業 費 万 円の増
額︑
農業用水路等維持管理
事業費で水路等修繕工事費

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︒

中野市議会だより
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23

23
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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・木材に対し大きな関
心と期待が寄せられている︒
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︑引き続
く経済の低迷は︑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
いるといっても過言ではな
い︒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︑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︑
林業の安定的発展と山村の
活性化を図っていくために
は︑﹁森林・林業再生プラン﹂

森林・林業・木材産業施
策の積極的な展開を求め
る意見書

︿可決された意見書﹀
︵関係行政庁に提出︶

意見書

及び改正森林法等に基づき︑
森林施業の集約化︑路網の
整備︑人材の育成等を積極
的に進めるとともに国産材
の振興により︑森林・林業
の再生を図ることが緊要で
ある︒
また︑先般の東日本大震
災により︑東北地方を中心
に多くの方々の尊い命が失
われるとともに︑未曾有の
大被害をもたらしたところ
であり︑その早急な復旧︑
復興が必要である︒
さらに︑これらの課題を
解決していくためには︑民
有林と国有林が連携し︑一
体となった取り組みを強力
に推進する必要がある︒
よって︑中野市議会は︑
国に対し︑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 今般導入される地球温
暖化対策のための税の使
途に森林吸収源対策や木
材利用促進を位置付ける
など︑森林整備推進等の
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
進を図り︑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
等木材利用促進法の推進
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 持続可能な森林経営の
確立に向け︑間伐等森林
整備の推進︑森林管理・
環境保全直接支払制度に
よる搬出間伐の推進︑路
網整備等経営基盤の整備︑
担い手の育成確保対策の
強化を図るとともに︑森
林施業集約化や機械化の
推進︑森林整備経費の定
額助成の導入など効率的
施業の推進と所有者の負
担軽減を図ること︒また︑
森林整備加速化・林業再
生基金の拡充延長による
川上︑川下が一体となっ
た森林・林業の再生に向
けた取り組みを推進する
こと
４ 水源林造成を計画的に
推進するための実行体制

の整備や︑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
与のもとでの森林整備の
確保︑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
が国の森林・林業政策の
推進に貢献するため︑事
業及び組織すべての一般
会計への移行も含めた国
による一体的な管理運営
体制を確立すること
５ 東日本大震災の速やか
な復興に向けて︑被災し
た治山施設︑海岸防災林︑
林道や木材加工施設等の
早期復旧に加え︑雇用拡
大や復興木材の供給に向
けた被災地域及び全国に
おける森林・林業再生の
加速化を図ること
６ 新たなエネルギー政策
への転換にあたっては︑
木質バイオマスなど再生
可能エネルギーを最大限
活用すること

拡大生産者責任
︵ＥＰＲ︶
とデポジット制度の法制
化を求める意見書

ポイ捨てごみの氾濫や廃
棄物処分場の確保の問題︑
更にはごみ処理費負担増に
よる基礎自治体財政の圧迫
など︑ごみ問題を取り巻く
状況はますます深刻化して
いる︒ 年４月から施行さ
れた容器包装リサイクル法
は 年４月に見直されたが︑
依然として事業者の負担に
比べて市町村の財政負担や
地域住民の負担が大きく︑
ごみの発生抑制や再使用の
促進など循環型社会を実現
するための効果は十分とは
いえない状況である︒
持続可能な循環型社会を
築くためには︑我が国の大
量生産・大量消費・大量廃
棄・大量リサイクル型の経
済社会を見直し︑廃棄物の
発生抑制︑再使用を優先す
る社会を築くことが必要で
ある︒そのためには︑生産
者が︑生産過程でごみとな
りにくいような製品を作り︑
使用済み製品の回収・資源
化まで責任を持つこと︑す
なわち拡大生産者責任︵Ｅ

中野市議会だより

意見書

ＰＲ︶の導入が必要である︒
また︑使い捨て容器にはデ
ポジット制度を導入するこ
とで︑対象となった容器の
高い回収率が期待でき︑資
源利用の促進や廃棄物の発
生抑制︑ポイ捨て・不法投
棄の防止に対しきわめて有
効な手段である︒
すでに欧米などの多くの
国では︑省資源・資源循環
を実現するために︑拡大生
産者責任︵ＥＰＲ︶やデポ
ジット制度を導入し︑使い
捨て容器の使用を減らすこ
とによるごみ減量やリユー
ス容器の使用促進に大きな
効果をあげている︒
よって︑中野市議会は︑
政府に対し︑容器包装廃棄
物の発生抑制︑再利用・再
資源化を促進し︑循環型社
会の実現を図るため︑経済
協力開発機構︵ＯＥＣＤ︶
が提唱する拡大生産者責任︑
及びデポジット制度の導入
について︑検討するよう強
く要望するものである︒

基盤強化が不可欠である︒
第三次補正予算を早期に
成立させるとともに︑来年
度予算においては︑震災か
らの復興に係る十分な財源
と︑地方公共団体の安定的
な財政運営に必要となる地
方財政計画や地方交付税の
確保が強く求められている︒
よって︑中野市議会は︑
国に対し︑ 年度の地方財
政予算全体の安定確保のた
め︑下記の事項について十
分な対策を講じられるよう
強く要望するものである︒
記
１ 被災した地方公共団体
が被災地の復興に要する
経費について︑国の責任
において確保するととも
に︑地方財政が悪化しな
いよう必要な施策を十分
に講じること
２ 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︑
農林水産業及び製造業等
の産業振興︑環境対策等
を的確に取り入れ︑国の
責任において所要の財源
を確保するとともに︑地
方交付税を確保・拡充す
ること
３ 国と地方の役割分担を

踏まえた税財源配分のあ
り方を見直し︑
﹁格差是
正﹂のための地方公共団
体の財源確保︑国の直轄
事業等の負担金見直しな
ど︑抜本的な対策を講じ
て地方公共団体の財源確
保を図ること

脱原発を推進し自然エネ
ルギーの開発・普及を求
める意見書

３月 日に発生した東日
本大震災により福島第一原
発が重大な事故を起こして
から約６か月になるが︑未
だ収束のめどが立たないば
かりか︑放射能汚染は近隣
住民を故郷から追い出し︑
帰ることのできる見通しが
立たない状況にある︒また︑
居住している住民も放射能
汚染の恐怖や不安を背負い︑
その上︑農林水産物の生産
や出荷︑商工業の再開も極
めて困難な状況にある︒さ
らに︑放射能汚染による影
響は周辺地域のみならず全
国に広がっている︒
この重大事故から国民の
命と暮らしを守るとともに︑
子々孫々まで誰もが安心し

て生活できる未来に向かっ
て希望をもてる国にしてい
くため︑政府は原発に依存
する政策から撤退すべきで
ある︒また︑世界でも福島
の原発事故を契機に︑脱原
発を推進し太陽光など自然
エネルギーへの転換が進ん
でいることから︑我が国に
おいても自然エネルギーを
主体としたエネルギー政策
への転換は可能である︒
しかも我が国は︑世界有
数の地震国であり原発の立
地条件が悪く︑かつ原発技
術は 未
｢ 完成で危険 ｣な
うえ︑放射性廃棄物の最終
処分方法が確立されていな
いなど問題点が多い︒また︑
我が国は世界で唯一の被爆
国であり︑二度と原子力に
より国民の生命が奪われる
ことは許されない︒
よって︑中野市議会は︑
政府に対し︑脱原発を推進
し自然エネルギーの開発・
普及に国として進むことを
強く求めるものである︒

中野市議会だより

地方財政の充実・強化を
求める意見書
東日本大震災及び長野県
北部を震源とする地震は︑
東北地方や関係地域に甚大
な被害をもたらしており︑
被災地と被災者の立場に立
った国の一層の支援と︑一
刻も早い被災地の復興が望
まれている︒また︑東京電
力福島第一原子力発電所の
事故による放射能汚染によ
る影響は周辺地域のみなら
ず全国に広がり︑収束のめ
どが立たない状況にある︒
一方︑日本の経済は依然
として厳しい状況にあり︑
地域の雇用確保︑社会保障
の充実︑中小企業と農林水
産業への一層の支援が強く
求められている︒
特に︑地域経済の活性化
と雇用対策が課題となる中
で︑介護・福祉施策の充実︑
中小企業と農林水産業の振
興︑加えて原子力発電所事
故の被害実態からも自然エ
ネルギー等の開発を国の施
策として進め︑雇用確保と
結び付く政策分野の充実・
強化が強く求められており︑
そのためには︑地方財政の
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傍聴席・北信３市議会議員研修会・あとがき

本日その事を質問され︑
興味深く聞きました︒
水は日本の重要な生命
に関する資源であり︑
一人ひとりの問題とし
て関心を持つ必要があ
ると思う︒事が深刻に
なる前に︑国に働きか
け︑もっと政策の中に
入れて考えて欲しい︒
・今まで市報などに様子
が記されていても︑実
際に見聞きできて︑市
政への関心が出た︒多
くの市民の方が傍聴さ
れるといいのではと思
いました︒
・経験の長い議員は質問
の内容が深いと感じた︒
今後の市政に対するい
ろんな側面を考えさせ
られた時間でした︒
傍聴感想文から抜粋し
て載せさせていただきま
した︒
議会だより編集委員長

野口美鈴議員から７月
日付けで議長あてに議
員辞職願の提出があり︑
地方自治法第 条ただし
書きの規定により７月
日付けで許可となりまし
た︒
これにより︑平成 年
第５回中野市議会定例会
初日の８月 日に中野市
議会会議規則第 条の規
定により本会議場におい
て議長より議会に報告し
ました︒
野口美鈴前議員が所属
していた高速交通対策特
別委員会の補欠委員の選
任を同日行い︑青木豊一
議員を選任しました︒
また︑野口美鈴前議員
が所属していた北信保健
衛生施設組合の議員補欠
選挙も行い︑武田俊道議
員が当選しました︒
なお︑高速交通対策特
別委員会を９月 日に開
催し︑正副委員長を互選
しました︒
委員長は永沢清生議員︑
副委員長は清水正男議員
に決定しました︒
また︑野口美鈴前議員
が所属していた議会だよ
り編集委員会の委員につ
いては︑永沢清生議員が
新たに委員となりました︒
31

23

北信３市議会
議員研修会

去る 月 日︑飯山市に
おいて︑北信３市議会︵須
坂市議会︑中野市議会︑飯
山市議会︶の議員研修会が
行われました︒
帝京大学の内貴滋氏を講
師に迎え︑
﹁最近の地方行
政・議会を取り巻く諸課題
について﹂と題した講演を
拝聴し︑講演終了後︑質疑
応答を行い︑活発な議論が
取り交わされました︒
25

智計
俊一
良之
清生
俊道
吉孝
恒夫
一男
博文
芳郎

︵順不同︶

委 員 長 深尾
副委員長 小泉
委
員 髙野
永沢
武田
芋川
佐藤
沢田
町田
金子
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

第３代前期議会だ
より編集委員名簿

10

傍聴席
・テレビでは時々見るが︑
初めて傍聴した︒議場
全体を見渡すことがで
き︑テレビとは違う雰
囲気を感じた︒
議場で︑中野市の代
表の方々が︑真摯に議
論を交わしている姿に
感動を覚えた︒
・生まれて初めて傍聴し
た︒聞いていてもなか
なか難しいです︒もう
少し活発な意見が出る
と思ったが静かでヤジ
もなかった︒
・各議員の発言について︑
私たちの生活に関連し
ていることが多い︒傍
聴させてもらい大変よ
かった︒議員が勉強し
ている所に頭が下がり
ます︒
・安心しました︒これか
らも楽しく安心して暮
らせる中野市になるよ
う活発な議会を希望し
ます︒
・水資源保全について︑
非常に重大な問題が起
きていると新聞記事を
読んで感じましたが︑

29

31

15

あ と が き

大地震の傷がまだ癒えぬ
中︑今度は台風で大きな被
害を被ってしまいました︒
今年はここまで︑自然災
害の影響で多くの方が辛い
目に遭われてしまいました︒
被災された方に︑心から
お見舞いを申し上げます︒
そんな中︑ＦＩＦＡ女子ワ
ールドカップで︑なでしこ
ジャパンが世界一に輝き︑
日本国民に大きな勇気と希
望を与えてくれました︒
そして︑中野市にも全天
候型多目的サッカー場が建
設されます︒このサッカー
場から第二第三のなでしこ
が生まれることを願ってい
ます︒
さて︑我らが信濃グラン
セローズは今シーズンを終
えて︑結局﹁優勝﹂の２文
字を勝ち取ることは出来ま
せんでした︒優勝マジック
が２になった時は︑もうこ
れは絶対に間違いないと思
い︑球団を当市に誘致した
青木前市長の苦労を思い出
し︑ついホロリ︒その後︑
間もなく︑何と３連敗して
今度は悔しいやら情けない
やらでホロリ︒３度目のホ
ロリこそは本物のホロリを︒

中野市議会だより

