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奈良家の土人形「巳乗升」

新年のごあいさつ・市政一般質問

内

卯太郎

しっかりとした議論を重
ね、市政の監視役として
の責務を全うしていく所
存でございます。

は低迷し、本市において

しさが続くなど国内経済

雇用情勢も依然として厳

企業の業績は改善せず、

及び議会情報を確実にお

進め、市民の皆様に市政

改革も引き続き一歩一歩

に応えられるよう、議会

して市民の皆様のご期待

また、活力ある議会と

も、地域経済の回復が未

届けするとともに、皆様
ら共に考える、そうした

だ実感できない一年であ

などを背景として、国内

竹

新年のごあいさつ
議 長

新年明けましておめで
とうございます。
こうした中、本市おい

市議会を目指して参りま

からのご意見も伺いなが

しい新春を健やかにお迎
ては、新たな地域リーダ

す。

ったように思います。

えのことと心からお慶び

ーとして池田市長が昨年

市民の皆様には、輝か

申し上げますとともに、

申し上げます。

協力を賜り、心からお礼

めに多大なるご理解とご

実、老朽化した公共施設

した保健・福祉事業の充

に進む少子高齢化に対応

地域経済の活性化や急速

いなる飛躍の年となりま

して幸せで実り多く、大

に、本年が皆様にとりま

願い申し上げますととも

様のご支援、ご協力をお

新春に臨み、市民の皆

昨年５月に議長の要職

の整備など、行政として

すことを心よりお祈りし、

月に誕生しましたが、

に就任して以来、市政の

取り組むべき課題は山積

日頃より、市政発展のた

発展と円滑なる議会運営

新年のごあいさつといた
します。

しております。
市民の皆様が住み慣れた

市議会としましては、

発展のため、引き続き努

地域で安心して暮らせる
とも、市長との二元代表

力して参る所存でござい
さて、昨年を振り返り

制の下、議決機関として

まちづくりに向け、今後

ますと、世界経済の減速

ます。

今後とも中野市の更なる

に努めて参りましたが、

11

林

忠

一

質問 中央道笹子トンネル
天井板落下事故に関連し、
中野市の橋りょう・市道・
構造物の点検状況は。
答弁 安全確保のため、随
時道路パトロールを実施。

市民生活の安全確保の
ためのインフラ整備に
ついて

市内生産団体と連携し、キ
ノコの健康食品としての機
能性のほか、関東関西等へ
の産地ＰＲを実施している。
さらに「信州中野」を広く
全国にＰＲすることを目的
に、中野市産地・観光ＰＲ
研究委員会を発足し、地域
のブランド化の研究をして
いる。
また、
呼称
「信州中野」
のシンボルマークを公募し
ている。行政・ＪＡ・商工
会議所等の連携強化は重要
と考え、トップセールス、
首都圏イベントに合同参加
等の連携ＰＲをしている。

小

中野市の生産物販売促進
拡大について

質問 中野市の主産業は農
業であり、その生産物の販
売は、主にＪＡ・行政との
一体化による振興方針によ
り実施されている。農家は
輸入農産物の増加・低価格
志向等から売れ筋・価格の
動向に一喜一憂の日々を送
っている。生産者は、付加
価値を付け消費拡大アピー
ルのため、エコファーマー
制度の導入・食の安全証明
等有利販売に躍起になって
努力している。消費者と農
業者双方に動ける「売れる
農業推進室」のさらなるパ
ワーアップ、「信州中野」
のブランド化、行政・Ｊ Ａ・
商工会議所間の連携強化に
期待するが進捗状況は。
答弁 「信州中野」のブラ
ンド化は、販路拡大のため
農業者・商工業者が連携し
た付加価値のある新商品開
発の支援、市内新商品を一
堂に集めた県内の飲食店等
関係業者を対象とした商談
会を開催している。また、

2
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市政一般質問

沢

清

生

として、投票所までの送迎
を３回実施した。衆議院議
員総選挙においても実施す
る。他の地区においては考
えていない。
質問 投票所のバリアフリ
ー化がされていない理由と
箇所数及び今後の予定は。
答弁 投票所のバリアフリ
ー化については、見直し後
の投票所 か所中、 か所

永

中野市長選挙の投票率に
ついて

質問 投票率向上のための
施策について。
答弁 衆議院議員総選挙の
結果や、今後予定されてい
る選挙の結果を総合的に分
析し、より投票率が向上す
るような対策を講じていく。
質問 投票所への交通手段
について。
答弁 選挙当日、中小屋区
と牧ノ入区の有権者を対象
18

木

豊

一
質問 マスコミ出口調査の
優先課題の見解と対応は。
答弁 医療・福祉、農業振
興、財政再建等は私の公約
と合致するので進めたい。
質問 憲法・地方自治法に
沿った公正・公平な市民を
主人公とした市政運営を。

青

新市長としての政治姿勢に
ついて

質問 市長の公約の柱は具
体性に欠け、抽象的なもの
が主であった。本議会あい
さつで市庁舎移転問題の再
検討を表明した。市長の優
先課題と公約具体化は。
答弁 前市政とそれほど大
きな差はないと考える。

にスロープがあり、未設置
の５か所については、建物
や玄関の構造上、仮設のス
ロープの設置が難しい。今
後、検討していく。

交通マナーの徹底に
ついて
質問 緊急車両の交差点進
入時における一般通行車両
のマナーについて。
答弁 救急車両をはじめと
する緊急自動車の通行につ
いては、人命にかかわる業
務であることから、より一
層ルールの徹底が求められ
る。中野警察署によると、

答弁 住民福祉増進、公平
公正な市政運営に努める。
質問 市庁舎問題の争点を
避け当選後持ち出すのはフ
ェアでない。なぜ再検討か。
答弁 建物の中身、資金、
目的を自分で判断したい。

市民生活に直結する施策
の拡充・復活について
質問 乳幼児等医療費無料
拡大は最低限中学校卒業ま
で拡大すべきではないか。
答弁 新年度からは無料拡

近年は、市内での緊急車両
と一般車両との交通事故の
発生はないとのことである
が、市では、今後も、関係
機関・団体と連携してさま
ざまな機会をとらえ、交通
ルールの遵守について、広
報、啓発していく。市民の
皆様も、一人ひとりが、正
しいマナーの実践に心がけ
ていただくことをお願いし
たい。

大量発生している
カメムシの対策について

質問 発生状況について。
答弁 カメムシの市内での

大を検討中である。
質問 環境整備、耐震補強、
地域経済活性化の面から住
宅リフォーム助成事業の新
年度復活実施を強く求める。
答弁 住宅の安全性や火災
警報器設置促進等と結び付
け、再開を検討したい。
質問 厳寒のもと暖房も使
えない低所得者が、厳寒で
犠牲にならないよう福祉灯
油等支給を図るべきである。
答弁 現在は考えていない。
質問 タクシー乗車券が過
去に交付されていたが制度

発生状況については把握し
ていない。
質問 市として考えられる
駆除対策は。
答弁 農作物被害について
は、農業改良普及センター
やＪＡから駆除対策等の情
報が提供されるが、それ以
外の被害については、個人
で対応するものと考えてい
る。

その他の質問

市長の政治姿勢について
市内の観光振興策につい
て
農業振興について

改正で未交付になりバスの
土日運休で困っている。こ
うした人の改善を図れ。
答弁 助成内容の変更等は
現在考えていない。
質問 土日運休で医者等に
行けない方の実態把握は。
答弁 要望は受けていない。
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3

23

市政一般質問

木

尚

史

市長の政治姿勢について
髙
若い世代が誇りと生きがい
を持って暮らせるまちづく
りを進めていきたい。

投票結果と選挙公報につ
いて

質問 選挙公報が配布され
なかった世帯があったが、
実態の把握と対応はどうか。
答弁 把握しきれていない
のが現状であり、今後、他
市の配布方法を参考により
よい体制を整えていきたい。

市庁舎建設問題と市民会
館建設問題について

要とするものについては、
財政状況を勘案しながら当
初予算に組み入れたい。

中野市債権管理条例案に
ついて

質問 その他の債権（私債
権）を放棄した事案につい
ては、議会への報告義務を
明記すべきではないか。
答弁 決算等の説明の際、
不納欠損処分額として説明
をしたいと考えている。
質問 条例施行前のその他
の債権（私債権）の扱いの
対応はどうか。
答弁 延滞金及び督促手数
料は、過去の事案まで遡及
した適用は考えていない。

意を得るために、どのよう
に対応していくのか。
答弁 計画を策定する段階
から市民の皆さんのご意見
を聞き、反映させるため意
見を聞く場を設け合意形成
を図っていきたい。
質問 建設の最終判断はい
つか。
答弁 早期に方向性を示し
ていきたい。

質問 公約実現のため、予
算編成にあたり、どのよう
に反映させていくのか。
答弁 通年予算で編成し、
公約実現のために予算を必

来年度予算編成方針につ
いて

質問 市庁舎と市民会館建
設に対する前市長の提案計
画に対し、基本的な考えと
対応はどうか。
答弁 これまでの経過を整
理し、市民の皆さんに判断
材料を提示して意見を聞く
場を設けたい。
質問 計画に対する市民合

ーションを豊かにしてみん
なで一緒に元気な中野市を
創っていきたい。
質問 消費税引き上げにつ
いての市長としての考えは。
答弁 地方経済から見て、
今、消費税増税には反対で
ある。
質問
市中、下から３番
目の乳幼児等福祉医療費の
取り組みはどう進めるか。
答弁 給付範囲の拡大など
431

質問 投票率の低下をどう
評価するか。
答弁 残念に思うが、市民
の声が市政に反映されるこ
とを感じていただけるよう
になれば、結果として投票
率向上につながるのではな
いかと考えている。

郎

答弁 地元農産物と製造業
者とのマッチング作業を行
うことで、新たな商品開発
の支援を行っている。今後、
農商工連携を通じて、信州
中野ブランドを広めていく。
票の僅差について。
質問
答弁 中野市を良くしたい
思いは同じであり、選挙が
終わればみんな一体である
と考えている。市民の皆様
や議会、職員とコミュニケ

↖

ど豊富で良質な農産物の情
報発信を行い、信州中野を
大都市に したい。
質問 まちの活性化策は。
答弁 陣屋前広場公園の整
備や活性化イベントを実施
してきた。これからも地元
商店会の皆さんのお知恵を
いただききながら、中野市
の資源を積極的に市外に宣
伝しシティセールスしたい。
質問 農商工連携施策は。
PR

質問 新市長の公約は抽象
的な感がしたが、小田切前
市長との政策の違いは何か。
答弁 中野市をより暮らし
やすくしていくという点で、
それほど大きな違いはない。
質問 公約の具体的な考え
と実現のため、どのように
取り組んでいくのか。
答弁 中野市の魅力を整理
し、再確認する場を設け、
戦略的な交流の仕組みづく
りを検討していきたい。交
流する中で、中野市を魅力
あるものとし、次代を担う

子

芳

新市長の市政に対する
金

質問 大都市との連携策は。
答弁 本市を強く輝くまち
にするため、様々な機会を
捉え、豊かな観光資源や、
キノコ、リンゴ、ブドウな

19

基本姿勢について

質問 観光施策については。
答弁 土人形、中山晋平、
高野辰之、農産物を中心に
信州なかの観光協会と連携
して に努めたい。
PR

4
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市政一般質問

政の取組・考えについては。
答弁 県において「一村一
自然エネルギープロジェク
ト」が始動したことから、
導入できる事業の研究や、
今後、国等が行う再生可能
エネルギー関係の情報収集
と提供を積極的に行ってい
きたい。

努めたい。
質問 保育園整備計画での
平成 年度西町保育園、平
成 年度みなみ保育園は計
画どおり進められるのか。
答弁 計画案どおりである。

再生可能エネルギーへの
取り組みについて

市庁舎問題について

博

文

その他の質問

質問 キノコ使用済み培地
の発電所計画案があるが行

田

踏まえた安全対策の検討・
実施状況はどうか。
答弁 緊急合同点検を行っ
た か所について、既に安
全対策を実施済みが か所。
今年度中に実施予定が か
所、来年度実施予定が か
所、未定が か所となって
いる。
実施済みの内容は、歩車
分離式信号機への改良、横
断歩道の新設・補修、植栽
の剪定、路面標示、歩道の
拡幅工事、転落防止柵の設
置などである。今年度実施
予定の内容としては、転落
防止柵、ガードレール、警
戒標識の設置などを予定し
ている。来年度以降の箇所
については引き続き道路管
理者、中野警察署、学校関
45

↙
について検討したい。
質問 どの範囲まで拡大す
るのか。詳しく説明を。
答弁 具体的には検討中。
質問 特別養護老人ホーム
入所希望者の待機者対策は
どう考えているか。
答弁 特別養護老人ホーム
の整備のみならず、介護予
防のサービス充実をはじめ
インフォーマルサービス、
介護サービスの提供に一層

町

料金を賄うことが可能とな
る。このリース方式を活用
することによって一斉に導
入できないか。
答弁 ＬＥＤ照明の導入は、
環境への配慮の取り組みの
一つとして有効な方法と考
えている。リース対応を含
め、費用対効果も踏まえて
検討していく。

通学路の安全対策について
質問 緊急合同点検結果を

（注）

インフォーマルサービス

介護保険制度に基づき

提供される支援ではなく、

家 族 や 友 人、 地 域 住 民、

ボランティアなど、制度

に基づかない支援。ボラ

ンティアなどによる支援

はインフォーマルサービ
スとなる。

係者と連携して進めていく。

胃がん検診に血液検査の
導入を

質問 胃がん検診は、現在
バリウムを飲みレントゲン
撮影を行う方法で行われて
いる。しかし、この検査法
は煩わしさと苦痛を伴い、
受診率は低い。胃がんの発
見率もあまり高いとは言え
ない。この胃がん検診とは
別に、ピロリ菌ＡＢＣリス
ク検査という血液検査があ
る。ピロリ菌抗体と胃の萎
縮度を測るペプシノゲンを
測定し、胃がん発症のリス
クを明らかにするというも
のである。その結果をもっ
て、リスクのある人は専門

医の内視鏡による精密検査
を行うことで、対象を絞っ
た効率的な胃がん検診を行
うことができる。またピロ
リ菌が発見された場合は、
早期に除菌し、胃がんにな
る危険性を大きく低減させ
ることができる。中野市と
して、胃がん検診にこの血
液検査を導入できないか。
答弁 現行のままで受診率
の向上に努めていく。

その他の質問

市長の施政方針について
骨髄バンクドナーへの支
援について
福祉用具購入費の受領委
任払いについて

中野市議会だより
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15 35

公共施設へのＬＥＤ照明の
導入について

質問 省エネ対策として公
共施設へのＬＥＤ照明の導
入は積極的に検討すべき課
題である。しかしながら、
ＬＥＤ照明への切り替えは
照明器具が高価なため、財
政的な負担が大きい。こう
した事態を打開するため、
一つの手法として、民間資
金を活用したリース方式が
ある。リース方式を活用す
ることによって新たな予算
措置をすることなく、電気
料金の節減相当分でリース

116

25

27

市政一般質問

松

野

繁

男

則

農業は、特に市の成長の鍵
を握る重要産業の一つと認
識している。
質問 中山間地の農業振興
策はどうか。
答弁 傾斜地にある農地が
耕作放棄地にならないよう、
国の補助制度を活用し、地
理的条件を生かし、地域振
興に資する農産物の生産に
取り組んでいく。
質問 市庁舎移転か現地改
築かの考え方について。ま
た方向性が示される時期に
ついてはどうか。

光

調査を実施するなかで、緊
急性、必要性、重要性等を
考慮して順次実施に努める。
当該年度に実施できない事
業については説明している。
工事着工の際は、安全な施
工を図るため、小規模工事
を除き説明会を開催する。

この冬の除雪体制について

質問 除雪の基準について、
また、排雪場の確保と周知
についてはどうか。
答弁 除雪の基準について
は、積雪量がおおむね ㎝
以上を基準として除雪し、
通勤・通学時間帯までに、
１車線以上の道路幅を確保
する。排雪場は、県管理の
河川敷や市所有の敷地など
安全に利用できる場所を確

答弁 市庁舎建設問題につ
いては、これまでの経過を
整理し、私なりの考えも加
えて市民に判断材料を提示
して意見を聞く場を設けた
い。建設の最終判断につい
ては、現庁舎は老朽化も進
んでおり、耐震上も課題が
あると認識しており、災害
時には防災の拠点となるこ
とからも早期に方向性を示
したい。

質問 要望に対する対応と
結果について、また工事着
工の際の地元との話し合い
についてはどうか。
答弁 区の役員と共に現地

している。例外なき関税ゼ
ロで、農業は壊滅的影響を
受けると思うがどうか。
答弁 本市においては農業
が基幹産業であることから、
影響を非常に懸念している。
質問 農商工連携による信

各区から出されている道
路改良等、要望に対する
市の対応について

答弁 食料自給率について
は、農業の振興等の観点か
ら重要な課題である。農産
物価格は、農業が継続でき
る適正価格を望む。
質問 ＴＰＰについてはＪ
Ａグループも一貫して反対

保する。

中野市立小学校及び中学校
適正規模等審議会について

質問 審議会の進捗状況は
どうか。
答弁
人の委員で構成さ
れており、２回の会合を終
えた。任期２年間で答申を
いただく。教育委員会は答
申を尊重し、市民に説明・
意見を聞き決定していく。

州中野産農産物のブランド
化をどう進めるのか。
答弁 販路拡大のため、市
内農業者、商工業者が連携
した付加価値のある農産加
工品などの新商品開発への
支援などをしていく。

投票率の低下について
中高一貫教育について

その他の質問

25

市長の政治姿勢について

質問 農業振興について市
長の考え方は。また「農業
は中野市の基幹産業である」
との認識についてはどうか。
答弁 本市の農産物の販売
促進を図るため、現在実施
している都市圏の市場関係
者への販売促進に加え、私
の経験や人脈を生かした全
国への情報発信に積極的に
取り組む。また、本市では
多様な農産物が生産されて
おり、需要動向に即した鮮
度・品質・安全性に優れた
農産物づくりを推進する。

部

物価格は、低迷を続けてい
るがどう考えるか。

阿

農業振興について

質問 大量の輸入農産物に
よって、食料自給率と農産

10

6
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市政一般質問・委員会報告

投票区・投票所について

足する灯油代は実費で支給
していく。
質問 真冬の体育館の投票
所は、無理がある。暖房が
十分効く部屋への変更は。
答弁 学校施設はセキュリ

ティの関係上、教室等の使
用は困難である。他の施設
への変更が可能かどうかも
含め、今後検討する。

466

体育館で立ち会いをした人
から、寒いが灯油代も限り
があり、大変であったと伺
ったがどうか。
答弁 衆議院議員総選挙で
は寒さを軽減するため、不

千 万七千円の増額、教育
費で一千 万八千円の減額
で、他の予算案１件と同様
にいずれも原案どおり可決
されました。事件案４件に
ついては、可決と決しました。

352

あると聞く。細かな分析を
し改善をすべきではないか。
答弁 これから分析を行い、
改善については柔軟に対応
したい。
質問 市長選挙の投票日に

中野市保育所条例の一部を
改正する条例案で、旧中野
高校跡地に建設中の保育園
を「中野市さくら保育園」
とするもので、全会一致で

24

16

質問 有権者の中には投票
所の変更に伴い、前の場所
に行かれ投票を諦めた方も

処分されたもので、原案ど
おり承認と決しました。ま
た、平成 年度中野市一般
会計補正予算
（第５号）につ
いて、議会費で 万三千円の
減額、総務費関係部分で四

万二千円追加。このほか
の条例案１件、特別会計補
正予算２件、事件案２件と
同様にいずれも原案どおり
可決しました。

中野市債権管理条例案で、
予算案では、平成 年度
委員から修正案が提出され、 中野市一般会計補正予算
採決の結果、修正可決と決
（第４号）の専決処分の報
しました。他の条例案３件
告について、 月 日投開
は、いずれも原案どおり可
票の衆議院議員選挙事務に
決しました。
係る所要経費について専決

事業費で 万九千円の増額、
衛生費では北信保健衛生施
設組合分担金三千 万五千
円の減額。総務費関係部分
では高野辰之記念館費で

このほか特別会計補正予算
等３件と同様にいずれも原
案どおり全会一致で可決さ
れました。事件案１件につ
いては、可決と決しました。

12

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３
件、事件案４件について
月４日及び 日に審査しま
した
主なものは、条例案では

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
５号）歳出のうち、民生費
では中国残留邦人生活支援

等災害復旧事業費で二千
万円の増額。土木費では、
交通安全対策特別事業費の
交通安全施設設置工事費で
一千 万円の増額等であり、

327

28

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２件、予算案
３件、事件案２件について
月 日に審査しました。
主なものは、条例案では

ることに決しました。
予算案では、平成 年度
中野市一般会計補正予算
（第５号）歳出のうち、農
林水産業費では、農業施設

中野市議会だより

7

561

24

170

13

経済建設委員会報告
中野市間山温泉公園条例の
一部を改正する条例案につ
いて、早急に結論は出さず
に、継続審査としたいとの
意見があり、継続審査とす

720

13

経済建設委員会に付託さ
れた条例案１件、予算案４
件、事件案１件について
月 日に審査しました。
主なものは、条例案では

500

12

12

24

24

12

13

高速交通対策特別委員会・議会人事・意見書

26

議会人事
月 日執行の市議会
議員補欠選挙において、
小林忠一さん、原澤年秋
さん、阿部光則さんが当
選され、本会議において
議席番号及び所属の委員
会が決まりました。
●議席番号
１番
●民生環境委員会

18

高速交通対策特別委員会
察しました。
北陸新幹線の最高速度は
時速 ㎞の設計で、視察し
た第４千曲川橋りょう付近
は最高速度での通過となる
見込みです。
市内での軌道関係の工事
は概ね完了し、消雪基地な
どの付帯工事が進められて
います。また、本年秋ごろ
からは、テスト走行も実施
される予定とのことです。
11

●議席番号
２番
●経済建設委員会

●議席番号
３番
●民生環境委員会

また、３名の議席の指
定に伴い、次のとおり議
席番号が変わりました。
４番 清水正男
５番 髙野良之
６番 松野繁男
７番 永沢清生
８番 武田俊道
９番 芋川吉孝
番 深尾智計
番 沢田一男
番以降につきまして
は、変更はありません。
なお、欠員となってお
りました、議会運営委員
長に芋川吉孝議員が、副
委員長に髙野良之議員が
就任し、北信広域連合議
会議員には、松野繁男議
員が、岳南広域消防組合
議会議員には、永沢清生
議員がそれぞれ選ばれま
した。

8
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▪意見書

〈可決された意見書〉
（関係行政庁に提出）

安心できる介護保険制度
の実現を求める意見書

介護保険の 歳以上の「第
１号保険料」は、二〇一二
年４月からの３年間（第５
期計画期間）
、全国平均で
月額４千 円に、長野県内
の平均では 円増の月額
４千 円となり、高齢者に
は重い負担増となっている。
利用者と家族にとっては、
重い利用料負担により、必
要な介護を受けることがで
きないなど、家族の介護負
担は軽減されていない。
同時に行われた介護報酬
改定は、ヘルパーの生活援
助の時間区分が「１時間」
から「 分」とされ、事業
所の経営悪化、ヘルパーの
収入減などの問題がある。
デイサービスでは、時間区
分が変更されたことで、ス
タッフのシフトや送迎体制
にも影響が出ている。

65

972

881

月 日に高速交通対策
特別委員会協議会を経済建
設委員会協議会と合同で開
催し、市内の北陸新幹線整
備の進捗状況について現地
視察を実施しました。
現地視察では、北陸新幹
線の岩井消雪基地、立ヶ花
地籍の新長野変電所と第４
千曲川橋りょうのほか、北
部地区渇水対策恒久施設の
鳴沢ポンプ場（岩井）を視
260

新長野変電所の視察

920

45

小林 忠一
原澤 年秋
阿部 光則

11

第４千曲川橋りょうの視察
▲

12 11 10

▲

意見書

「介護崩壊」といわれる
介護現場は、人手不足によ
る過酷な勤務環境と低賃金
によって離職率は高く、「介
護職場では働き続けられな
い」実態が続いている。介
護労働者の平均賃金は ・
４万円であり、全産業平均
・３万円と比較して ・
９万円も低い状況にあり、
安全・安心の介護の提供と
介護の専門性が発揮できる
介護現場にしていくために
は、介護職員の大幅増員と
処遇改善が必要である。
よって、中野市議会は、
国に対し、安心できる介護
保険制度の実現について、
下記事項を強く要望するも
のである。
記
１ 介護現場の実態を踏ま
え、介護報酬の緊急再改
定を行うこと
２ 国庫負担を拡充し、介
護保険料と利用料負担を
軽減すること
３ 生活援助の時間短縮を
見直し、必要なサービス
が受けられるように改善
すること
32

･

１ 国立病院機構東長野病
院を縮小 廃止すること
なく充実・強化を図るこ
と
２ 国立病院の運営費交付
金を削減せず、必要な予
算を確保すること
３ 国立病院を総人件費削
減の対象から除外し、医
師 看護師はじめ必要人
員を確保すること

長野県における国立病院
と地域医療の充実を求め
る意見書

･

国立病院（国立高度専門
医療研究センター８病院、
国立病院機構 病院、国立
ハンセン病療養所 箇所）
は、国内最大の全国ネット
ワークを有し、がん・循環
器などの高度医療や研究と
ともに、重症心身障害、筋
ジストロフィー、結核 感
染症、精神医療、災害医療、
へき地医療など、民間では
困難な分野を担い、地域医
療においても重要な役割を
果たしている。

また、東日本大震災では、
全国の国立病院からＤＭＡ
Ｔ（災害派遣医療チーム）
や医療班など、一千 人を
超える職員が被災地に派遣
され、医療支援活動を行っ
た。大規模災害時に住民の
命を守るためにも、災害拠
点病院等の位置付けを含め
て、全国ネットワークをも
つ国立病院の機能強化が必
要である。
国立病院機構東長野病院
は、
「 救急告示医療機関 」
のほか「脳卒中回復期リハ
ビリテーション機能、糖尿
病専門治療、医療型障害児
入所施設や通園事業等重症
心身障害医療、発達障害・
心身症などの一般小児医療
及び小児救急連携」等の医
療を担い、地域医療を支え
ている。
また、全国各地で公的病
院の閉鎖や医師・看護師不
足などが問題となっている
が、いつでも・どこでも・
だれでも安心して医療を受
けられる体制の確立は、住
民の切実な願いである。
現在、都道府県医療計画

中野市議会だより

9

４ 国の責任と財政負担に
より、介護職員の処遇改
善を進めること
て、全国ネットワークをも
つ国立病院の機能強化が必
要である。
国立病院機構東長野病院
は、
「 救急告示医療機関 」
のほか「脳卒中回復期リハ
ビリテーション機能、糖尿
病専門治療、医療型障害児
入所施設や通園事業等重症
心身障害医療、発達障害・
心身症などの一般小児医療
及び小児救急連携」等の医
療を担い、地域医療を支え
ている。
また、全国各地で公的病
院の閉鎖や医師・看護師不
足などが問題となっている
が、いつでも・どこでも・
だれでも安心して医療を受
けられる体制の確立は、住
民の切実な願いであり、国
民の共有の財産である国立
病院を、地域に根ざした病
院として充実・強化するこ
とが必要である。
よって、中野市議会は、
国に対し、安心して暮らせ
る地域医療の充実を図るた
め、下記事項の実現を強く
要望するものである。
記

･

13

13

500

･

144

国立病院と地域医療の充
実を求める意見書
国立病院（国立高度専門
医療研究センター８病院、
国立病院機構 病院、国立
ハンセン病療養所 箇所）
は、国内最大の全国ネット
ワークを有し、がん・循環
器などの高度医療や研究と
ともに、重症心身障害、筋
ジストロフィー、結核 感
染症、精神医療、災害医療、
へき地医療など、民間では
困難な分野を担い、地域医
療においても重要な役割を
果たしている。
また、東日本大震災では、
全国の国立病院からＤＭＡ
Ｔ（災害派遣医療チーム）
や医療班など、一千 人を
超える職員が被災地に派遣
され、医療支援活動を行っ
た。大規模災害時に住民の
命を守るためにも、災害拠
点病院等の位置付けを含め
144

21

10

500

意見書・決議・あとがき

の見直しが行われており、
二〇一三年度からは新たな
医療計画が実施されるが、
国民の共有の財産である国
立病院を、医療計画にも位
置付け、地域に根ざした病
院として充実・強化するこ
とが必要である。
よって、中野市議会は、
県に対し、安心して暮らせ
る地域医療の充実を図るた
め、下記事項の実現を強く
要望するものである。
記
１ 新たな医療計画に、引
き続き国立病院機構東長
野病院の役割・機能を位
置付け、
「脳卒中回復期
リハビリテーション機能、
糖尿病専門治療、医療型
障害児入所施設や通園事
業等重症心身障害医療、
発達障害・心身症などの
一般小児医療」等の地域
医療の充実を図ること

▪決

議

る。また、国際連合安全保
障理事会をはじめ国際社会
が、非軍事・外交的手段に
徹しながら、この地域の緊
張をこれ以上高めることの
ないよう努め、平和的な問
題解決に向け一致した対応
で北朝鮮への働き掛けを一
層強めることが必要である。
よって、中野市議会は、
北朝鮮の「人工衛星」と称
したミサイル発射に抗議す
るとともに、北朝鮮は国際
連合安全保障理事会決議を
遵守し、国際連合安全保障
理事会等は非軍事・外交手
段での対応を強く求めるこ
とを決議する。

第３代後期議会だ
より編集委員名簿
良之
吉孝
光則
正男
繁男
清生
俊道
博文
俊一
芳郎

（順不同）

委 員 長 髙野
副委員長 芋川
委
員 阿部
清水
松野
永沢
武田
町田
小泉
金子
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

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３月です。

あ と が き

新年明けましておめでと
うございます。
中野市においては、市長
選挙、国では衆議院の解散
と何かとせわしい年末とな
りました。
そんな中、中野市は新市
長を迎え、欠員となってい
た３人の議員を加えて、新
たな体制で 月市議会定例
会が開かれました。
池田新市長には、厳しい
社会情勢ではありますが、
今後の中野市発展のために
豊かな経験を生かし、リー
ダーシップを発揮されるこ
とを期待するところです。
一方、衆議院議員総選挙
においては、政権交代とい
う結果になり、日本が今後、
どのように変わるか注視し
ていかなければなりません。
近隣諸国を見ると、韓国
では次期大統領が決まり、
北朝鮮は人工衛星と称した
ミサイルを打ち上げ、また
中国は尖閣諸島への領海侵
犯と、日本は内外ともに不
安材料がいっぱいです。
こんな中、冷静になり自
分たちの生活と安心・安全
な社会を確保するために努
力しなければならないと思
います。
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北朝鮮の「人工衛星」と
称したミサイル発射に抗
議するとともに、国際連
合安全保障理事会等は非
軍事・外交手段で対応す
ることを求める決議
北朝鮮は、 月 日、
「人
工衛星」と称したミサイル
発射を行った。これは、ア
ジア各国をはじめ国際社会
の懸念と打ち上げ自制を求
める声を無視し、
「弾道ミ
サイル技術を使用した発
射 」の 中 止 を 求 め た 国 際
連合安全保障理事会決議
一八七四号（二〇〇九年６
月）に違反する行為で、断
じて許すことはできない。
北朝鮮が国際社会の世論に
背き、情勢を悪化させる発
射を再び強行したことに強
く抗議する。
同時に、北朝鮮が国際連
合安全保障理事会決議を遵
守し、二〇〇二年の日朝平
壌宣言、二〇〇五年の６カ
国協議の共同声明に立ち返
るよう強く求めるものであ
12



中野市議会だより

