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市政一般質問

部

光

則

答弁 国民に対し、広く情
報開示がなされるべきであ
ると考えている。
質問 ８割以上の都道府県
市町村議会で反対・慎重の
決議が採択されている。市
長自身も、反対をアピール
すべきと思うがどうか。
答弁 幅広い国民の合意形
成がなされたとは言いがた
く反対である。
質問 ＴＰＰ参加阻止は、
圧倒的多数の国民の利益と

阿

ＴＰＰ（環太平洋戦略的経
済連携協定）について

質問 政府は、ＴＰＰ交渉
参加表明を行い、交渉参加
に向け進んでいる。首相が
守るとしてきた重要農産物
の聖域確保の可能性が、な
くなったと思うがどうか。
答弁 農業分野の聖域は、
その影響が本市にも大きい
と考えられるため、その動
向を注視している。
質問 交渉は、大多数の国
民は蚊帳の外という秘密交
渉だと指摘されているが。

田

博

文
ともなるので、市全体で総
合的に対応していく。
質問 国から男女共同参画
の視点からの防災、復興の

町

小中学校体育館の避難所機
能・設備の充実について

質問 各避難所に防災備蓄
倉庫を設置すべきではない
か。
答弁 国の補助事業の対象

合致し、国の食糧主権、経
済主権を守ることで、美し
い田園や伝統文化を持つ地
域社会を持続可能に発展さ
せると思うがどうか。
答弁 ＴＰＰの影響の有無
にかかわらず、「交流と連
携と協働で新しい中野市の
創造」のため、各種施策に
取り組んでいきたい。

気象災害による農作物等
への被害について
質問 気象災害による農作
物等の被害実態はどうか。
答弁 ４月～５月にかけて、
強風や凍霜害により農作物
等に大きな損害があった。
質問 市としての支援は。
答弁 ＪＡとも協議し、県

取り組み方針が示され、例
えば避難所のチェックシー
トとかが例示されている。
どのように対応したか。
答弁 危機管理課には届い
ていない。
質問 男女共同参画担当部
署には届いているはずなの
で、危機管理課、男女共同
参画推進室、そして教育委
員会の 部局の横の連携を
密に行うよう要望する。
3

の農作物等災害緊急対策な
どを踏まえ支援する。

特定農業用管水路等特別
対策事業に対する市の取
り組みについて

質問 特定農業用管水路等
特別対策事業に対する市と
しての受益者負担支援は。
答弁 畑かん施設の石綿管
を塩化ビニール管等に交換
する事業で、中野土地改良
区が事業採択に向け検討し
ている。他事業も見ながら
現行の支援をしていく。

シルバー乗車券・温泉利
用助成券について

質問 シルバー乗車券・温

シルバー乗車券等について

質問 過去の一般質問でも
取り上げ、重ねての質問で
あるが一般タクシーも対象
にすべきではないか。
答弁 利便性向上に向け、
現在検討を進めているとこ
ろである。

脳脊髄液減少症について

泉利用助成券の利用状況は
どうか。
答弁 平成 年度のシルバ
ー乗車券の交付枚数に対す
る利用率は ・３％。温泉
利用助成券については ・
３％である。
質問 画一的な交付ではな
く、利用者の要望に応じた
交付はできないか。
答弁 シルバー乗車券、温
泉利用助成券を相互に利用
できないかとの要望や、駅
やバス停まで歩いて行けな
い方のために、シルバー乗
車券の利用範囲に民間タク
シーも含めてほしいとの要
望もあることから、利便性
向上に向け、現在検討を進
めている。

24

49

質問 児童・生徒の実態は
どうか。
答弁 現在、脳脊髄液減少
症と診断された児童・生徒
はいない。
質問 この病気についての
教職員や市民への周知の状
況はどうか。
答弁 市校長会や学校職員
会において周知を図ってい
る。また「保健だより」を↖
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2

中野市議会だより

通じた保護者への周知、さ
らに、一般市民に対しては、
チラシ等を通してあらゆる
機会を活用して広く啓発し
ていく。
質問 近隣市において治療
費に対し補助制度を設けて
いる。中野市においても補
助制度を設けるべきではな
いか。
答弁 国の動向を注視しつ

つ研究していく。

労務単価引き上げについて
質問 国は公共工事の円滑
な実施を図るため、公共工
事設計労務単価を大幅アッ
プした。中野市の状況と効
果はどうか。
答弁 現在、 月 日以降
契約した請負業者と変更契

深

尾

智

計

池田市政半年経過時点の
自己評価と今後の市政運営
方針について

質問 半年経過後の市政全
般の自己評価はどうか。
答弁 多忙であったが、市
長として充実した半年であ
った。今後も期待にたがわ
ぬ新しい魅力あふれる中野
市をつくるため、先頭に立
って市政を運営する。

約の手続きを進めている。
中野市では労務単価が平均
・７％アップしている。

インターネット選挙運動
解禁と投票率等について
質問 若者の投票率が低い
なか、インターネット選挙
運動解禁をどう投票率アッ
プに結びつけていくか。

地質調査データは持ち合わ
せてないが、さくら保育園
建設時のボーリング調査及
び平板載荷試験の結果、木
造平屋建ての建築は問題な
いと判断した。

北信総合病院を核とした
まちづくりについて

答弁 選挙チラシ等を活用
して周知を図るとともに、
スマートフォン用ホームペ
ージについて研究していく。
質問 中野市における選挙
権を回復した成年被後見人
の現状はどうか。
答弁
人の該当者があり、
入場券を送付する際、経過
を伝える封書を個別に送付
する予定である。

旧中野プラザ会館のアス
ベスト問題と隣接する金
融機関跡地一帯について

質問 駅前線歩道整備計画
の今後の方針はどうか。
答弁 ブロック、水路等の
改修工事を８月以降に着手
する。

22

質問 旧中野プラザ会館の
アスベスト問題の対応は。
答弁 所有者に対して、ア
スベストの除去及び解体工
事を再三にわたり求めてい
るが、所有者の資金的な理
由から実現していない。
質問 隣接する金融機関跡
地一帯の計画はどうか。
答弁 現在のところ、市の
事業としては考えていない。

マイコファジスト普及運
動の推進について

質問 今こそ全国に先がけ
てマイコファジスト宣言す
べきと思うがどうか。
答弁 マイコファジストが
今以上に定着していく必要
があることから、市内外で
し、市民の理解を得るこ
とが重要であると考える。
質問 きのこマイスター認
定資格者への中野市として
の有効な支援方法は。
答弁 きのこマイスターの
知名度がさらに向上するた
め、市内外を問わずあらゆ
る機会を通じて広く して
いくとともに、資格がより
一層魅力あるものとなるよ
う継続的な活動支援をする。

PR

1

16

質問 病院内施設の有効活
用は考えられないか。
答弁 地域のイベント、講
演会等にも利用できる 人
規模のホール他を計画して
いると聞いている。
質問 ホールの音響効果を
高め、そこでミニコンサー
トを開催できないか。
答弁 病院との協議の中で
伝えるが、最終的には病院
が判断することである。

400

4

立地に係る検討会とは。
答弁 業務委託している専
門業者から報告された内容
を検討協議し、ご意見をい
ただくものである。
質問 市庁舎及び市民会館
の現況はどうか。
答弁 市庁舎・市民会館と
も、コンクリートのひび割
れの進行が認められる。
質問 さくら保育園を含む
旧中野高校跡地一帯の地盤
の問題はどうか。
答弁 旧中野高校校舎側の

中野市議会だより

3

市庁舎及び市民会館他公
共施設の現況と今後の方
針について
質問 中野市公共拠点施設

PR

↙

市政一般質問

市政一般質問

木

沢

尚

清

史

市の情報発信について

と信州中野会の皆さんの率
が高く概ね増加傾向にある。

質問 市長は、防災拠点と
しての市庁舎建設を最優先
課題にすると明言したが、
防災拠点として市庁舎に求
められるものは何か。
答弁 有事の際は、災害対
策本部の設置や災害対策活
動の拠点となるよう、建物
の耐震化・堅牢化と共に通
信施設の整備や災害備品等
の整備を図ることである。
質問 防災拠点と行政庁舎
としての機能を一体化した
ものにするためには、建設
位置と動線や駐車場などを
公共拠点施設立地に係る検

防災への対応について

質問 市の公式ホームペー
ジを、動画の活用などによ
り、もっと見やすい・興味
がわく内容にしてはどうか。
答弁 本市を知っていただ
く重要な窓口であるため、
今年度リニューアルを行う。
質問 中野市メールマガジ
ンの配信内容は、お知らせ
だけではなく、市の状況を
知る内容を含めてはどうか。
答弁 旬の話題をお知らせ
するなど、積極的な活用方
法を検討していきたい。
質問 ふるさと納税の実績
と分析はどうか。
答弁 平成 年からの累計
で 件１千 万４千余円の
寄付を頂いている。ふるさ
970 20

については、平成 年度か
ら２年間営業を休止してい
た。平成 年度には、一部
のコースで営業が再開され、
引き続き営業が続くものと
期待していたが、平成 年
度のシーズンは再び営業休
止となってしまった。事業
者の経営判断により、営業
休止を決めたものであるこ
とから、引き続き動向を注
↖
視したい。

121

新幹線飯山駅が開業したと
きに、自分たちの地域をど
うしていきたいのか、どう
位置付けしたいのかを具体
的に考え、提案していただ
き、地域と市とが協働し、
地域の特性や潜在能力を活
かした施策を創出していき
たいと考えている。
質問 牧の入スノーパーク
の活用は。
答弁 牧の入スノーパーク

21

髙

永

生

金制度の見直しが必要とな
るが今後研究していきたい。
質問
％支援制度は、事
業を行う団体に賛同・支援
する市民が、自分の市民税
の ％を活用してもらうも
ので、協働のまちづくりに
結び付くものだがどうか。
答弁 市民が地域をつくる
制度と考えるが、団体の選
択基準や公平性・透明性な
どの問題を研究していく。
1

展開する必要があると考え
ている。具体的な振興策に
ついては、広域観光連携も
あることから研究を急ぎた
い。北部地域の皆様にも、

23

市民税の一部を市民主体
の事業に還元する政策に
ついて

質問 個人市民税の ％の
予算の範囲内で、区やＮＰ
Ｏ、各種団体などが取り組
む教育や福祉、芸術文化な
どさまざまな分野のまちづ
くり、地域づくりに対して
支援する制度（ ％支援制
度）を創設してはどうか。
答弁 今年度、魅力的な地
域づくりを推進する事業に
補助する「地域力支援金交
付事業」を創設した。支援
制度の創設は、既存の交付
1

北部地域振興について

1

質問 北部地域の振興につ
いて市長の具体的な考えは。
答弁 北陸新幹線飯山駅開
業に向け、本市の北の玄関
口として、今後、振興策を

24

1

討会で議論するのか。
答弁 検討会で議論する。
質問 災害時要援護者の名
簿作成の義務化と、本人承
諾のもとに警察や消防に連
絡できることなどの災害対
策基本法の改正について国
会で審議されている。社会
福祉協議会や民生児童委員・
区などとの連携体制はどう
か。
答弁 国の改正法の行方を
注目して対応していきたい。

その他の質問

小型家電リサイクルにつ
いて

4

中野市議会だより

用いただいている。今後も
一層ＰＲしたい。

市長の政治姿勢について

木

豊

一

答弁 はしご車導入も含め、
早急に検討したい。

の考えは。
答弁 その成立過程に議論
があることは承知している
が、現在ではすでに定着し、
国民自身のものとなってい
ると考えている。

質問 日本国憲法改正につ
いての考えは。
答弁 憲法改正については
先人の尊い犠牲の上にある
現在の平和な社会を維持、
発展させることが我々の使

中野市公共拠点施設に係
る市長の考えについて

通学路等の調査点検後の
進捗状況と今後について

その他の質問

質問 自然エネルギー活用
の本格化と支援の拡充等を。
答弁 太陽光発電システム
設置補助創設を県に要望中。
地域に適した自然エネルギ
ーを今後も研究していく。
質問 公共施設優先設置推
進計画等、行政が自然エネ
ルギー本格実施の具体化を。
答弁 他市を研究する。

全原子力発電廃炉及び
自然エネルギーの活用
について

答弁 今後検討したい。
質問 社会教育施設に ｢
防犯カメラ作動中 ｣の貼
紙がある。もしカメラがな
いなら貼紙は即撤去し、適
切な対応を図るべきである。
答弁 協議し対応する。
質問 市長案を議会に説明
し意見を聞くのが当然であ
る。何が問題かも不明確な
状態で進むべきではない。
答弁 既存案を「白紙」で
なく、
「原点に戻す」と訂
正させていただく。
質問 検討会前に議会への
説明があるのかないのか。
答弁 まず検討委員会に案
を示し、意見を聞く考えだ。

教育行政等について
質問 体罰等の国県実態調
査で保護者等から体罰事案
が中野市で昨年度小学校
件、中学校 件報告された。
市教委は体罰事案無である。
正確な実態掌握のため、第
三者を含めた検討会にせよ。

54

質問 日本国憲法について

96

青
要な課題だ。研究し、どう
いうポジショニングがとれ
るか早急に検討したい。
質問 安倍内閣が財界と進
める原発輸出策の見解は。
答弁 国政の事案であり、
答弁は差し控えたい。
質問 福島の実態から原発
ゼロの政治決断をすべきだ。
答弁 原発は安全でない、
将来は脱原発の方向である。
質問 憲法第９条及び同第
条改正をどう考えるか。
答弁 現憲法を堅持すべき
で、改憲手続変更は反対だ。
質問 高層建物火災は他人
事でない。はしご車導入等、
中高層火災の施策を可及的
に具体化すべきではないか。

15

なお、牧ノ入地区には体
育館、グラウンドやアーチ
ェリー場等の施設を有して
いる宿泊施設があり、グリ
ーンシーズンには、高校生
や大学生を中心に合宿で利

260

安倍自公内閣が進めるアベ
ノミクス等の見解など、市
長の政治姿勢について

質問 安倍内閣のアベノミ
クスは市民や市内企業に好
結果をもたらしているか。
答弁 一部に効果がある半
面、原材料費や燃料費の増
加等で厳しい状況がある。
質問 市内に支店を持つ会
社は一家の株で半年弱で
１兆円儲けたといわれ、時
間給約２億数千万円になる。
一方市内の中小企業や農家、
勤労者の所得は低減傾向だ。
首長として国に対し実態を
強く反映し消費税増税中止、
雇用拡大と賃上げ、下請け
単価削減ストップを要求す
べきだ。財源は 兆円の内
部留保の一部で可能である。
答弁 地域経済活性化は重

命であり、現段階において
憲法を改正する必要は無い
と考えている。

その他の質問

農業振興について

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

９月です。

中野市議会だより
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市政一般質問

314

松

忠

繁

一

男

質問 「中野市地域情報化
計画」の実施計画への反映
は。

し、相談したい。

質問 東山集会所建替を若
者向け住宅との併合建設で
実施してはどうか。
答弁 考えていない。
質問 市営住宅東山団地の
長屋形式の入口通路除雪は。
答弁 高齢者も多いことか
ら管理人と相談し考える。
質問 厚生労働省の事業で、
市の施設として介護福祉・
健康管理関係の事業へ補助
するものがある。この事業
で集会所・市営住宅同居型
を新設できないか。
答弁 厚生労働省の補助事
業として創設されているが、
本市では計画していない。
質問 本件は、縦割の行政
でなく、横断的行政を進め
ていただきたいがどうか。
答弁 いろいろな策を検討

各団体からの推薦者、見識
を有する者、公募により選
任された者及び高校生にお
願いした。高校生について
は、これからの中野市を担
っていく若い立場の意見を
お聞きしたい。
質問 市長の考えは検討会
に示されるのか。
答弁 プランは持っている
が確たるものではない。検

質問 （仮称）吉田西条先
線の見直し候補の現状は。
答弁 平成 年２月公表の
都市計画道路見直し方針案
に ｍを追加候補としてい
る。今年度概略設計・地元
説明を実施、合意形成後都
市計画決定の手続きに進め
る。

都市計画道路の見直しに
ついて

する。目的は、適地を決定
する過程に幅広い市民の意
見を反映させるものである。
６月末から９月末まで４回
程度開催する。
質問 検討会委員の内訳と
高校生の役割は。
答弁 中野市総合計画審議
会の委員構成を基に、幅広
く、また女性にも多く参加
していただけるよう選定し、

市の情報通信網の活用に
ついて

答弁 河川水位監視装置設
置、戸籍遠隔バックアップ
システム構築等を計上。
質問 音声告知放送、ケー
ブルテレビ、インターネッ
トの加入率は。
答弁 中野地域は音声告知
放送 ・ ％、ケーブルテ
レビ ・８％、インターネ
ット ％。豊田地域は音声
告知放送 ・ ％、ケーブ
ルテレビ ・７％、インタ
ーネット ・３％である。

17

討会の意見を調査業務に反
映させ、整備方針をつくる。
質問
年後、 年後を見
据えた公共施設整備が必要
ではないか。
答弁 中野市の将来推計人
口は 年後の二〇四〇年に
は、現在より約１万人減少
すると予測されている。今
後の人口減少社会を見据え、
財政状況や、利用者が減少↖

19 86 98

林

野

答弁 役割は、専門業者に
業務委託している基礎調査
の内容を検討及び協議し、
市長に意見を述べるものと

24

小

900

500

12

370

若者が住みたくなる中野市
づくりについて

質問 中野市公共拠点施設
立地に係る検討会について、
設置の目的と役割は何か。
また、今後の日程はどうか。

200

答弁 市営住宅の家賃は、
応能応益方式により算定し、
民間を超えない範囲で毎年
決定。市営住宅は 円から
４万７千円、県営住宅は５
千 円から４万 円。民間
は８千 円から９万１千
円である。
質問 小中学生が居る市営
・県営住宅は。
答弁 市営住宅東山団地は
戸中 戸、市営住宅泉団
地は 戸中 戸、県営住宅
松川団地は 戸中 戸。
68 27

市長の政治姿勢について

質問 現在の若者層は、結
婚に際して一時の親との別
居の風潮へと変わり、民間・
公営住宅新居を求めている。
市営住宅事情をみると昭和
年の一本木団地５戸の取
得から泉・東山団地へと続
き現在 世帯が居住。居住
率 ・３％の高率であり、
古い団地では高齢者・単独
世帯が多いようである。家
賃における県営住宅・民間
アパートと市営住宅の格差
について伺いたい。
500

10

73

30

108
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700

80

30

96
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市政一般質問・委員会報告

↙
することを考慮し、公共施
設の在り方の見直しを進め
る必要がある。
質問 多目的防災広場を、
北信総合病院に隣接する西
町公園に設置してはどうか。
答弁 考えていない。防災
広場については、公共拠点
施設立地に係る検討会であ
わせて検討する。

職員体制について

（第１号）について、補正
総額１億５千 万７千円を
追加するもので、総務費の
関係部分ではコミュニティ
事業助成金 万円の増額、
教育費では、文化財保護費

計画を策定する。定年の延
長は考えていない。

総合支所運営で地方交付
税拡充の国の方針につい
て

質問 市の対応と取り組み
についてはどうか。
答弁 豊田支所が、総合支
所に該当するかどうかにつ
いては、現時点では総合支

陳情では、最低制限価格
の設定に関する陳情、耐震
診断・耐震改修に関する陳
情について、それぞれ趣旨
理解できるとしました。

質問 現状と採用計画につ
いてはどうか。また、定年
の延長の考えはどうか。
答弁 一部事務組合への派
遣を除く職員数は 名であ
る。行政の継続性を考慮し、
災害等の有事の際に迅速か
つ適切な対応ができる必要
最小限の職員数を保持する。
今後は、国の指針に沿った
定員管理計画を策定し、そ
れに基づいて、職員の採用

で 万８千円を追加し、原
案どおり可決されました。
請願第２号、日本国憲法
第 条の発議要件緩和に反
対する請願については、採
択となりました。
99

96

総務文教委員会報告
総務文教委員会に付託さ
れた予算案１件、請願１件、
陳情２件について６月 日
に審査しました。
予算案では、平成 年度
中野市一般会計補正予算

る幼保連携型認定こども園
整備事業への補助金１億１
千 万８千円の追加で、原
案どおり可決されました。

所の法的な定義はない。こ
のため、地方交付税の算定
対象に該当するかは不明で
ある。引き続き、国の動向
を注視していく。

その他の質問

旧中野プラザ会館の対応
について
国が検討している道州制
の取り組みについて

中野市議会だより

7

102

428

置事業補助金 万２千円の
増額。民生費では、認定こ
ども園整備事業費として、
中野マリア幼稚園が整備す

807

民生環境委員会報告

25

890

計補正予算（第１号）につ
いては、総務費のうち総務
管理費の防犯事業費で、申
請数の増により、防犯灯設

259

13

25

民生環境委員会に付託さ
れた議案１件について６月
日に審査しました。
平成 年度中野市一般会
13

委員会報告・５月臨時議会・表紙の写真
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

水産業費では、地域発元気
づくり支援金の採択に伴い
１千 万３千円の増額、土
木費では、住宅性能向上促
進事業補助金 万円の増額
で原案どおり可決しました。
事件案では、財産（ロー
タリ除雪車）の取得につい
て、原案どおり可決となり
ました。
700

人事案 １件 同意
・中野市教育委員会委員の
任命の同意について

例の一部を改正する条例の
専決処分の報告について

176

表紙の写真

20th

一本木公園開園 周年
なかのバラまつり 周年

Anniversary

「時が咲いた。」をテ
ーマに、書家の金澤翔子
さんの書道パフォーマン
スのほか、たくさんのイ
ベントが開催され、期間
中７万８千 人が来場さ
れました。

▲ THE ☆若者まちなか音楽祭

なかの
バラまつり
23

30

20

二〇一三なかのバラま
つりが、６月１日から
日の間、一本木公園を主
会場に開催されました。
今年、一本木公園は開
園 周年、なかのバラま
つりは 周年を迎えまし
た。
20

２０１３

30

経済建設委員会報告
経済建設委員会に付託さ
れた条例案１件、予算案１
件、事件案１件について６
月 日に審査しました。
条例案では、中野市道路
占用料徴収条例の一部を改
正する条例案について、原
案どおり可決しました。
予算案では、平成 年度
中野市一般会計補正予算
（第１号）歳出のうち農林
25

５月
臨時議会

13

400

▲ローズフェスタ合唱コンサート

8
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「この憲法の改正は、各議
が、都道府県ごとに違って
院の総議員の３分の２以上
いてよいものではなく、国
の賛成で、国会が、これを
の責任でナショナルミニマ
ムとしての 人以下学級を、 発議し、国民に提案してそ
の承認を経なければならな
早期に小学校の全学年で実
い。この承認には、特別の
施するべきである。そのた
国民投票又は国会の定める
めにもＯＥＣＤ参加国の中
選挙の際行はれる投票にお
でＧＤＰに占める教育費の
いて、その過半数の賛成を
割合が非常に低いという現
必要とする。
」と定められ
在の日本の状況を改善し、
ている。
豊かな教育を進めることが
日本国憲法は国の基本的
重要である。
なあり方を定める最高法規
よって、中野市議会は、
国に対し、新たな教職員定
であることから、改正され
数改善計画の着実な推進と
る場合には、国会での審議
教育予算の増額のため、下
や国民投票における国民相
記事項を実現するよう強く
互間の議論において、慎重
要望するものである。
な議論が十分尽くされた上
記
で改正されることが求めら
１ 国の責任において 人
れ、一般法律よりも厳しい
以下学級を推し進めるた
要件が定められている。改
めに、いわゆる義務標準
正の発議要件を３分の２以
法等の改正を含む教職員
上から過半数に改正すると、
定数改善計画を策定し実
日本国憲法の改正発議は一
行するとともに、学校現
般法律並みに容易になり、
場に必要な教育環境整備
簡単に日本国憲法改正案を
を進めるために教育予算
発議することができること
の大幅増額を行うこと
となる。
また、日本国憲法改正手
続きにおける国民投票につ
いても、最低投票率の規定
日本国憲法第 条の発議
要件緩和に反対する意見書
がないなどの問題に手が付
けられないまま発議要件緩
和の提案だけがなされるの

日本国憲法第 条には、

35

新たな教職員定数改善計
画の着実な推進と教育予
算の増額を求める意見書

35

35

▪意見書

60

「義務教育費国庫負担制
度の堅持」
を求める意見書
義務教育費国庫負担制度
は、国が必要な経費を負担
することにより、義務教育
の機会均等とその水準の維
持向上を図るための制度と
して、これまで大きな役割
を果たしてきたところであ
る。
しかし、昭和 年度予算
において、旅費・教材費が

国庫負担から除外されたた
め、保護者負担が増加した
市町村がいくつも出てきて
いる。さらに平成 年度か
ら義務教育費国庫負担率が
２分の１から３分の１に引
き下げられたため、各都道
府県の財政を圧迫している。
今のままでは、財政規模の
小さな県では十分な教育条
件整備ができず、教育の地
方格差の拡大が懸念される
事態にすらなっている。
よって、中野市議会は、
国に対し、平成 年度予算
編成においては、義務教育
の水準の維持向上と機会均
等及び地方財政の安定を図
るため、下記事項を実現す
るよう強く要望するもので
ある。
記
１ 国の責務である教育水
準の最低保障を担保する
ために必要不可欠な義務
教育費国庫負担制度を堅
持し、負担率を２分の１
に復元すること
２ 国庫負担金から既に除
外した教材費、旅費、共
済費、退職手当などを復
元すること
二〇一〇年に文部科学省
が策定した新・公立義務教
育諸学校教職員定数改善計
画（案）で示されていた小
学校２学年までの 人学級
拡大は、いわゆる義務標準
法等の改正がなく、加配定
数のままで行われることに
なった。少人数学級の教育
的効果は、教育学者はもと
よりさまざまな機関で実証
されており、授業への集中
力を高め、基礎学力の定着
度を向上させ、人間関係を
良好にし、さらに不登校を
減らす効果があるという研
究結果が報告されている。
順次 人学級を拡大するこ
とが、安定した教育効果を
生む上で不可欠である。
さらに、定数改善計画の
中で複式学級の編成基準の
引き下げが掲げられている。
小規模校が多い長野県では
基準の引き下げは切実な課
題であり、早期の実現が求
められている。
少人数学級編制のように
大きな効果のある教育政策

中野市議会だより
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35

96

96

18

26

〈可決された意見書〉
（関係行政庁に提出）

意見書

議会インターネット録画中継・意見書・請願・陳情・あとがき

はじめ ま し た

は、本末転倒である。
よって、中野市議会は、
国に対し、日本国憲法の改
正を容易にするために、改
正の発議要件を緩和しよう
とする第 条の改正に強く
反対するものである。

▪陳情

◎耐震診断・耐震改修に関
する陳情
陳情者 一般社団法人 長
野県建築士事務所協会
会長 池田 修平
外１団体
（長野市岡田町 番地１）

◎最低制限価格の設定に関
する陳情
陳情者 一般社団法人 長
野県建築士事務所協会
会長 池田 修平
外１団体
（長野市岡田町 番地１）

124

委員長
副委員長
員
委
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

髙野
芋川
阿部
清水
松野
永沢
武田
町田
小泉
金子

良之
吉孝
光則
正男
繁男
清生
俊道
博文
俊一
芳郎

（順不同）

第３代後期
議会だより
編集委員名簿

124

▪請願

20

96

◎請願第２号
日本国憲法第 条の発議要
件緩和に反対する請願
請願者 長野県平和委員会
代表理事 永井 光明
外１団体
（須坂市墨坂五丁目 番７
号）
96

議会インターネット録画中継
市議会では、議会改革
の一つとして、議会の見
える化と議会に関心を持
っていただくため、本会
議のインターネット録画
中継を開始しました。
インターネットの録画
中継は、この６月市議会
定例会分からの実施で、
パソコンからインターネ
ットに接続できる環境が
あれば、いつでも本会議
の模様を視聴することが
できます。
市議会のホームページ
から、議会中継にアクセ
スしていただき、ぜひご
覧ください。
アクセス方法 中野市議
会ホームページから議会
中継にアクセス（パソコ
ンのみ閲覧可能）
中野市議会ホームページ
http://www.city.nakano.
nagano.jp/gikai/
配信開始となる議会
平成 年６月市議会定例
会分～
配信時期 各定例会・臨
時会閉会後、約１週間後
配信実施後の録画中継範
囲
過去２年間分
25

あ と が き

今年は春先の天候の不
順により、４月末の降雪、
そして遅霜は農作物に多
大な被害を及ぼしました。
果樹類はかなりの被害を
受け、アスパラガスも被
害が多かったようです。
改めてお見舞いを申し上
げます。
中野市は安心で安全な
まちづくりを目指してい
ますが、自然の力には勝
てません。毎年違う気候
の変化、そして東南海沖
の大地震が予測される中、
中野市への影響も心配さ
れるところです。
市長は公共施設建設の
ために奮闘努力しており
ます。市民のよりどころ
となる安心で安全な施設
を望むところです。行政
はもちろんですが、私た
ちも日ごろの備えが大切
です。何事も備えあれば
憂いなし、ちょっと古く
なりましたが「想定外」
は困ります。
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