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市政一般質問

永

林

沢

忠

清

一

市町村が消滅する可能性が
あると発表した。これを受
けて、新聞社が全国自治体
のトップに受けとめを聞く

生

質問 市の具体的な事業は。
答弁 今議会中に提案予定
で現在編成中である。計画
は、本市の課題への対応を
基本とし、既計画の拡大・

地方創生事業について

質問 停電時に音声告知放
送子局の電池がないと受信
できないが確認はどうか。
答弁 乾電池は加入者管理
としているが、定期的に電
池交換を広報紙・音声告知
により呼び掛けている。

小

３月２日早朝発生の大停電
での市の対応について

質問 日本創生会議は、こ
のまま地方からの人口流出
が続けば、二〇四〇年には
全自治体の半数に当たる

896

市長の政治姿勢について

質問 ３月２日早朝、東北
信 万世帯が停電した。「そ
のうちにつくさ」程度の考
えでいたが、電気の復旧は、
９時過ぎまでの大停電に見
舞われた。市と電力会社間
のホットラインはどうか。
答弁 停電の情報共有の連
絡体制は整っている。
質問 防災行政無線・音声
告知放送の対応はどうか。
答弁 電力会社に確認し、
早期復旧が難しいとのこと
から、合わせて６回放送し、
広報車により巡回周知した。
38

答弁 ぽんぽこの湯は、平
成 ・ 年度赤字、もみじ
荘は、平成 ・ 年度赤字、
まだらおの湯は、平成 年
度以降赤字である。
質問 同一業務であり、指
定管理者の統一はどうか。
答弁 施設ごとに募集して
おり、考えていない。
質問 各温泉施設の付属施
設の新設・変更はどうか。
答弁 経営状況・施設の在
り方の検討の中で判断する。
質問 市内に公的宿泊施設
がない。拡充はどうか。
答弁 今後の見直しの中で
総合的に判断したい。
質問 指定管理者との施設
整備・運営の協議はどうか。
答弁 自主事業の範囲だが
創意工夫をお願いする。
質問 各温泉施設のグレー

早期効果発現を中心として
いる。地方創生先行型は、
５千 万円余に対し中野市
版総合戦略策定、移住促進
新規就農者支援等を計画。
地方消費喚起・生活支援型
は、８千 万円余に対し、
プレミアム付商品券・低所
得者商品券交付を計画。

質問 各温泉施設の開設目
的とその変更はどうか。
答弁 間山温泉公園は、市
民のふれあいと健康の増進
及び観光振興。豊田温泉公
園及び斑尾高原体験交流施
設は、市民の福祉と健康増
進・地域活性化が開設目的
であり、変更予定はない。
質問 営業実績はどうか。

えている。また、商工観光
課を営業推進課に改組し、
更なる情報発信を図り、本
市の魅力を多くの方に知っ
ていただくことで、人口減
少に歯止めが掛かると考え
ている。
質問 地区による高齢化率
と対応策はどうか。
答弁 中心市街地と人口が
少ない地域において高齢化

162

公共温泉施設について

形でアンケートを実施した。
池田市長は、
「危機感はあ
まり抱いていない」と回答
している。真意はどうか。
答弁 今後、策定を予定し
ている中野市版総合戦略に
おいて、子育ての安心を高
める支援、中野市の特徴を
活かした移住促進、地域資
源を活用した地域経済の向
上等への取り組み次第と考

234

24

25

23

24

22

ドアップ・かけ流しは。
答弁 かけ流しは、湯量か
ら現状では困難。ボーリン
グは、現在考えていない。

晋平の里間山温泉公園周
辺施設の整備等について

質問 森林公園・建応寺跡
展望台整備はどうか。
答弁 県等と相談したい。

その他の質問

北陸新幹線開業による本
市の観光について

率が高い状況である。中野
市版総合戦略の策定におい
て検討する。

新市庁舎等について

質問 ４つの手法の検討経
過はどうか。
答弁 新庁舎建設整備基本
計画の策定に当たり、財政
上の理由から、新市民会館↖

2

中野市議会だより

合は、約 億円と算出した。
判断材料の一つとして、耐
震改修では、施設の耐用年
数について、一般的に伸び
るものではないとされてい
る。耐震改修による施設の
使用可能年数については、
改修の程度により差が生じ
るため単純な比較は困難で
ある。

一

質問 北側設置と比較して
南側が優れている点は。
答弁 現市民会館を解体せ
ずに活用できること、仮庁
舎を建設せずに新庁舎を建
設できること等である。
質問 市民への説明につい
てはどうか。
答弁 具体的な施設のイメ
ージ図の提示要望もあった

よう指示した。

新市庁舎及び市民会館等
の今後について

ことから、今後行う「基本
設計」の段階で、市民の意
見を聞く機会を設けていく。
その他の質問

生活道路の改良について
消雪パイプについて
農業の持続的回復について

451 81

質問 老人ホーム高社寮移
転新改築の早期実現が求め
られる。市長の見解は。
答弁 北信広域連合におい
て検討されることと考える。
質問 施設の実態からも、

老人ホーム高社寮移転新
改築等市長の政治姿勢に
ついて

390

の整備スケジュールを変更
する選択をした。「庁舎建
設、市民会館耐震改修」の
場合は、総事業費約 億５
千万円、「庁舎耐震改修、
市民会館建設」の場合は、
約 億８千万円、
「庁舎と
市民会館の耐震改修」の場
合は、約 億５千万円、
「庁
舎と市民会館の建設」の場

豊

64

52

中部電力送電線事故に対す
る市の対応について
木

設の合計で 施設、総費用
額 億２千 万余円。これ
に対し、現時点では再構築
と大規模改修合計で 施設
億６千 万余円である。
質問 市庁舎新改築費用が、
億８千万円から 億３千
万円への大幅増額の時点
で、一旦事業計画推進を停
止し、広範な市民の意見を
聞くべきではないか。
答弁 粛々と進めたい。

92

39

青

400

166

210

400 26

48
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質問 停電事故当日はどこ
から市役所に登庁されたか。
答弁 長野市の居宅から。
質問 停電直後に外へ出る
と近所の方も不安げに外に
飛び出し ど｢うしたのです
か と
｣ 声を掛けられた。私
も６時過ぎに市役所に行く
と庶務課長等は 情｢報がな

質問 市庁舎新改築に否定
的な「市民の声」をどう受
けとめているか。
答弁 整備及び機能方針は、
理解を得たと考えている。
機能方針に関する具体的
な提案や南側配置の課題は、
基本設計で対応したい。
質問 新庁舎建設整備計画
と増改築の費用の比較は。
答弁 新庁舎の概算事業費
は 億３千 万円、旧中野
高校の増改築費は現時点で
約 億２千万円となる。
平成 年度公表の公共施
設管理運営方針による費用
額との比較は、当時の再構
築 施設と大規模改修 施
25

81

い と
｣ のことであった。状
況を知らせるため、７時過
ぎに防災行政無線放送で第
一報が市民に放送された。
市長への連絡後は、すぐ
役所に来るのが当然だ。危
機管理体制に問題がある。
答弁 私の初動は、危機管
理体制の意識という点では
率直に市民の皆さんにお詫
びする。今回の長時間の停
電を教訓に対応マニュアル
を作成し、連絡体制など防
災体制を一層強化したい。
また、緊急時に何をすべき
かのチェック項目をつくる

中野市長として住民の命と
安全、暮らしを守るために
広域計画期間内に具体化を。
答弁 高社寮への思いは青
木議員と共有しているつも
りであり、ご理解願いたい。

小規模企業振興基本法に
基づく支援について

質問 小規模企業振興基本
法の具体化として店舗改装・
備品整備等への支援策は。
答弁 現在考えていない。
質問 新年度検討するか。
答弁 商店街の活性化等々
は、早目に提示したい。

その他の質問

いじめ・非行のない中野
市について
交通弱者支援及び市街地
活性化促進について

中野市議会だより
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市政一般質問

市政一般質問

内

臣

中野市新庁舎建設整備
基本計画について
堀

夫

に優しいユニバーサルデザ
イン手法に反しないか。
答弁 南側配置の新庁舎で
もその考えを十分採用する。
質問 構造形式は、耐震構
造と比較して免震構造が有
利である。費用は免震工法
が多いがどちらを採用か。
答弁 いずれかを基本に検
討することとしている。概
算事業費の算出については、
耐震構造で算出している。
質問 市民会館を維持・使
用するため、その機械室棟

を移設する必要がある。新
市民会館の建設時期が定ま
らない中、無駄ではないか。
答弁 大規模な改修は行わ
ず、必要最低限の補修を考
える。機械室棟の移設を行
わないこととした場合は更
に事業費の縮減も可能。

旧中野高校跡地・校舎利
活用等について

質問 「跡地を有効活用す
るための進入路として整備

67

答弁 最低３日間の使用を
想定、防災無線のデジタル
化による情報の共有を図る。
質問 新庁舎が南側配置に
より、必然的に玄関・駐車
場は北側配置になる。世界
標準とされている障がい者

幸

25

質問 新庁舎の南側配置に
ついてのメリットは何か。
答弁 市民会館を解体せず、
仮庁舎を建設する必要がな
いことである。
質問 防災拠点の具体的機
能についてはどうか。

リーダー及び人材育成に
ついて
孝

する」としているが、総合
的な使用方法であるグラン
ドデザインを考えるべきで
はないか。
答弁 旧中野高校跡地を将
来的に有効活用するため、
必要不可欠な幹線道路から
の進入路として整備する。
グランドデザインについて
は、庁内において引き続き
検討する。

査を実施し、市政に反映さ
せたい。

ふるさと寄附金について

質問 現在までの寄附者数、
金額、特典の人気商品の状
況はどうか。
答弁 平成 年２月末時点
で、寄附者数４千 名、金
額は５千 万円となってい
る。人気の特典品について
は、１位りんご家庭用 ㎏、
２位りんご贈答用５㎏、３
位りんごジュースとなって
いる。
質問 控除額上限の引き上
げや手続き簡素化に伴い、↖

371

澤

意見が交わされ、会議を重
ねるにつれ、まちづくりに
対する理解が進み、活動意
欲が高まっていると感じて
いる。
質問 今後の会議の方向性
はどうか。
答弁 来年度も引き続き会
議を開催し、プレゼン大会
で提案された事業の具体化
に向け活動していただくと
ともに、若者が主体的にま
ちづくりに取り組んでいけ
るよう支援していく。

市民・高校生アンケート
調査について

質問 市の名称についての
考えはどうか。
答弁 「中野市のままで良
い」が ％で、
「信州中野
市に変更した方が良い」が
％であり、市民の機運が
高まっているとは言えない
と感じている。
質問 教育・文化、公共交
通、観光について、満足度
が低くなっているが、どう
考えるか。
答弁 市民満足度の低かっ
た施策については、次期総
合計画において、満足度向
上のための施策を検討する
必要があると考える。また、
来年度以降も市民満足度調

10

27

643

芦

質問 魅力あるまちづくり
若者会議の成果と出席者の
反応はどうか。
答弁 外部講師による講演
や首都圏大学生との交流、
フリーディスカッションな
どの活動、また、高校生が
３人加わって現在 人で活
動しており、意欲ある若者
の参加が広がっている。
若者らしいフレッシュな
15

4
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今後の更なる拡充の考えは。
答弁 本市の魅力を更に全
国へ発信するために、品揃

野

繁

男

えの拡大を図るとともに、
特典品を見やすくデジタル
カタログ化し、ホームペー

松

無人化された上今井駅に
ついて

質問 上今井駅が無人化さ
れ、昨年 月から新駅舎と
なった。駅利用者から、暖
房用エアコンの設置や列車
の遅れに対する的確な案内
等要望する声が多い。市の
対応はどうか。
答弁 ＪＲに要望する。
質問 エアコンの設置は市
の予算で対応できないか。
答弁 ＪＲの対応を待って
から対策を考えたい。
12

北陸新幹線の開業を目前
にして

質問 中野市への誘客につ
いて、アクセス等はどうか。
答弁 中野地域へは、長電
バス、豊田地域へは、ＪＲ
飯山線利用を考えている。
質問 新幹線飯山駅に中野
市のアンテナショップ出店
の考えはどうか。また、日
本海沿線都市との観光連携
を考えてはどうか。
答弁 アンテナショップに
ついては現段階では考えて
いない。観光連携について
は、新潟県糸魚川市と民間
ベースで知音都市交流を行
っており、昨年「糸魚川さ
かな祭り」に参加し、本市
のＰＲや農産物の消費拡大
を図った。引き続き市民間
の交流拡大に努めていく。

有害鳥獣について
質問 豊田地域ではイノシ

ジ、民間のポータルサイト
に掲載する。また、来年度
から、寄附の受付から特典

シ、シカ等の被害が拡大し
ている。また、カラスが異
常繁殖し、今後の農作物被
害が懸念される。市の対応
はどうか。
答弁 害獣による農作物被
害については電気柵の整備
により減少傾向にある。獣
類を減らす対策として「山
追い」が効果を挙げている。
今後も地元・猟友会と連携
し、市も協力したい。カラ
スについては檻をしかけて
捕獲、駆除している例があ
り、檻の設置について地元
の理解が得られれば市とし
て支援していきたい。

上今井橋から栗林区間の
仮設道路の安全対策につ
いて
質問 危険性の認識はどう
か。安全対策について県に
対して強く要望すべきでは。
答弁 危険性については十
分認識している。機会のあ
るごとに、安全対策を講ず
るよう引き続き要望する。

発送までの事務を委託し、
寄附者の満足度向上を図っ
ていきたい。

新市庁舎と新市民会館に
ついて

質問 建設場所を南側に変
更したこと、建設予算が膨
らんだことについて市民の
理解が得られたとは思えな
い。将来の人口減少、旧中
野高校跡地利活用、豊田支
所のあり方、市民会館建設
等議論が足りないと考える。
一度立ち止まって検討すべ
きではないか。
答弁 ２回の市民説明会、
パブリックコメント等を通
じ説明してきた。説明不足
等の批判もあるが、スピー
ド感を持って進めるべきと
の意見もあった。懸念され
る課題等について「基本設
計」の中で説明していく。
その他の質問

小・中学校の適正規模に
ついて
少子化対策について
旧合併特例事業債の活用
方法について
豊田支所のあり方について

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 ６ 月 で す。

中野市議会だより
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↙

市政一般質問

市政一般質問

ついて

質問 新庁舎建設整備基本
計画に対し多くの市民が疑

町

田

博

文

地方創生・経済再生等に
ついて
質問 プレミアム付商品券
発行の予定はどうか。
答弁 信州中野商工会議所
への補助を予定している。
２割のプレミアムを付けて
発行総額は２億５千２百万
円である。時期は７月発売
予定で、大型店との共通券
だけでなく、一般商店に限
定した券を加えていく。ま
た、一人が購入できる限度
額は 万円を予定している。

阿

部

光

則

北陸新幹線飯山駅開業を
迎えて

から、特定の公共施設で新
電力に切り替えることを検
討したらどうか。
答弁 平成 年 月から指
定管理者が管理する市営野
球場、豊田野球場、多目的
サッカー場が新電力と契約
し、料金の縮減につながっ
ていると聞いている。他の
施設については、先行自治
体の状況を調査しながら研
究してみたい。

質問 接種状況及び周知方
法はどうか。
答弁 定期接種の接種率は
・７％、任意接種は ％
である。該当者への周知は、
広報紙、市ホームページの
ほか、市内医療機関でも協

電力の自由化への対応に
ついて
質問 経費削減という観点

高齢者肺炎球菌ワクチン
について

10

の意見を聞いたというが、
そうとは言えないのではな
いか。建設費の大幅な増額
と建設位置を南側にするこ
とについて、多くの市民の
皆さんが反対をしているが。
答弁 南側に新庁舎を建設
することでの課題について
は、「基本設計」の中で具

質問 新幹線飯山駅の発車
メロディーが「故郷」であ
ることから、一人でも多く
高野辰之記念館に足を運ん
でもらうため、飯山駅と永
田地区を結ぶバス路線を復
活できないか。買物、通院
にバスが欲しいという声も
聞いている。
答弁 バスの運行には多額
な費用が見込まれ、また他
の手段もあることから考え
ていないが、飯山市の意向
を確認してみたい。

25

なされた。しかし、一般市
民の参加、意見は極めて少
数。これで十分に市民の意
見を伺ったと言えるのか。
答弁 市民検討委員会、市
民説明会、広報紙、市公式
ホームページ等を通じて説
明してきた。
質問 市長は、十分に市民

3.4

10

30

問を持っている。市民説明
会、パブリックコメントも

12

中野市合併 周年記念事業
の具体的内容について

質問 記念事業の具体的内
容はどうか。
答弁 ６月に自衛隊の音楽
隊によるイベント。 月７
日に記念式典及び物故者追
悼式、同じく 月に中野市
の歴史や伝統芸能について
の記念講演会。また、高校
生が中心となったイベント
（現在高校と協議中）、さ
らにバラまつりに合わせ、
抽選でバラ苗の配布を予定
している。これらのほか、
市民自ら行う記念イベント
へも補助金の交付や冠付け
を予定している。
10

新庁舎建設整備基本計画に

10

力をいただいている。
質問 接種率が低いのは個
別通知を行っていないこと
が原因と思われる。県下の
人口 万人以上の７市はす
べて個別通知を行っている。
医療費削減効果も相当大き
いと試算されている。中野
市でも個別通知ができない
か。
答弁 医療的な事故の危険
性等も考慮し、最善の安全
策をまずは優先させたい。

質問 大雪の被害から１年
余りが経過した。農業用ハ↖

大雪による農業用施設被
害への支援策について

体的な施設のイメージ図を
持って、議会及び市民の皆
様へ説明していく。

第６期中野市介護保険事
業計画について
ロタウイルスワクチンへ
の助成について

その他の質問

10

6
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83

447
455
ha 24 ha

できるか心配される被災農
家もいる。事業の年度を超
えての実施が可能かどうか
確認したい。
答弁 年度繰越については
国への繰越承認申請に基づ
く承認が、３月６日付でさ
れたので周知していく。

農業改革について
質問 安倍内閣は、農業改

澤

年

秋

遊休荒廃農地対策について

42

183 82

456
ha

11

革を進めようとしている。
ある大学教授は、「岩盤規
制の撤廃と言いながら准組
合員利用の規制強化を主張
している。地域によっては
唯一生活の支えである農協
サービスへのアクセスを奪
って良いのか」と述べてい
る。農業改革は、農家所得
の向上を目指すと言うが、
農業・農村を一層衰退させ
ると考えるがどうか。

中野市立小学校及び中学
校適正規模等審議会の答
申等について

望む声がある。利便性の改
善のためどうか。
答弁 昨年同時期に比べて
利用率は上昇している。共
通券は、利用料金の一部と
して助成しているもので、
円券の発行はできない。

は、学校統合の適否やその
進め方、小規模校のまま存
続する場合の充実策等を検
討する上で、地域事情等を
総合的に考慮し検討するた
めに参考となる。検討経過
は、学校は学びの場であり、
地域住民の活動拠点でもあ
るため、あらゆる方向から
検討してきた。学校は、児
童生徒にとって望ましい教
育環境を第一に考え進めて
きた。今後は、市とも十分
協議をし、出来るだけ早く
基本方針を示し、市民の皆
様のご意見を聞く。

アベノミクスについて
公共交通について

その他の質問

50

答弁 今回の農業改革は、
成長戦略として進められて
いるものと理解している。

シルバー乗車券・温泉利
用助成券について

質問 共通券として利用で
きるようになり喜ばれてい
る。利用状況はどうか。温
泉施設の利用料は 円とな
っている。 円券の発行を

道路ストック総点検事業
について

質問 文部科学省の公立小
学校・中学校の適正規模、
適正配置等に関する手引き
の活用及び検討経過等は。
答弁 文部科学省の手引き

の土工構造物、標識、照明
施設、横断歩道橋の点検を
実施。点検結果は、施設の
安全性に問題となる異常は
認められない。今後は、定
期点検に関する国の省令及
び告示に基づき、５年に１
回の頻度でトンネル、橋梁
などの点検を実施し必要な
修繕を行う。

450

質問 総点検の実施内容と
点検結果及び今後の対応策
はどうか。
答弁 今年度は、道路トン
ネル、道路法面・擁壁など

化と関係機関の協力を得て
農業振興に取り組む。
農業委員会としては、農
地パトロールを毎年実施す
るとともに農地に関する相
談を実施。委員会として遊
休荒廃農地を借受、トウモ
ロコシの栽培を行った。今
後の対策については、農地
の利用意向調査の実施や利
用調整、あっ旋等を行う。

50

104

452
25 ha 22

ウス等の復旧もだいぶ進ん
でいる。事業の現時点での
進捗状況はどうか。また、
補助金の支払いはどうか。
答弁 申請者 人、対象施
設 棟に対し、 人 棟８
千 万円が完了。繰越承認
申請者分を含めた撤去に係
る補助金の支払は、年度内
にすべて完了する予定。
質問 資材不足、労力不足
により年度内に事業が完了

454
ha 23

原

成 年度
で
 ある。
質問 本市での農地中間管
理機構の実績はどうか。
答弁 ２月末現在、農地貸
付希望者４人 ・２ａ、借
受希望者 人 ａで
 ある。
質問 今後の遊休荒廃農地
対策はどうか。
答弁 引き続き施策の着実
な実施に加え、新規就農者
確保、農産物販売の推進等
関連施策との複合的な取り
組み、また、庁内の連携強
26

221 202

10

質問 対策の経過はどうか。
答弁 遊休荒廃農地対策事
業補助金による支援のほか、
市内 か所で農政懇談会を
開催し、課題及び各種支援
制度を説明。また、関係機
関の協力を得て、農地貸借
のあっ旋等を行った。
質問 直近５年間の遊休荒
廃農地面積の推移はどうか。
答弁 平成 年度
、
 平
成 年度
、平成 年度

、
、
 平成 年度
 平

中野市議会だより
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市政一般質問

市政一般質問・委員会報告

科

政

次

得証明などの添付書類が不
要になるなどの簡素化と負
担の軽減が図られる。また、
正確な所得情報が把握され
ることから、税負担や社会

保

マイナンバー制度について

質問 導入に向けた取り組
み状況について、市民への
周知・説明はどうか。
答弁 この制度の開始によ
り、行政機関の窓口で、所

木

正

道

ご当地ナンバープレートに
ついて
青

答弁 平成 年度３月末現
在、中野市を含めた須坂市
以北の市町村の登録自動車
数は６万５千 台で基準の
万台に達していない。ま
た、当該地域を構成するす

保障の公平化が図られると
されている。
周知については、平成
年４月から順次、国が作成
するポスターの掲示、広報
紙及び市公式ホームページ
への掲載、音声告知放送な
どの活用を考えている。
質問 個人情報の流出や悪
用の対策はどうか。
答弁 マイナンバーを取り
扱う機関すべてに対して、

べての市町村の合意が必要
となる。
質問 導入の可能性はどう
か。
答弁 現時点では考えてい
ない。
質問 原動機付き自転車等
のオリジナルナンバープレ
ートについて、導入の可能
性はどうか。
答弁 ナンバープレートの
デザインを工夫し、観光振
興や名産物のＰＲなどを目

適正な管理が義務付けられ、
国が設置する特定個人情報
保護委員会という第三者機
関により、監視・監督され
ることとなっている。

遊休荒廃果樹園について

てもらうよう関係機関と連
携して、周知に努めている。
質問 経済的な支援は考え
ているか。
答弁 遊休荒廃農地を解消
する支援制度については、
その農地を耕作しようとす
る農業者等が利用権を設定
した場合には、補助金を交
付している。

質問 職員の出動態勢はど
うなっているか。
答弁 大雨及び大雪警報の
発表、震度３以上の地震の
場合に危機管理課職員が警
戒態勢をとっている。停電
についても対応マニュアル
を作成した。
質問 区長や希望者への携
帯メール配信はどうか。
答弁 今後、研究したいと
考えている。

質問 指導は考えているか。
答弁 遊休荒廃化した果樹
園を含めた農地については、
所有者に、適正な管理をし

非常時の情報伝達方法に
ついて

補正予算では、平成 年
度中野市一般会計補正予算
（第８号）については、事↖

指して交付する市町村が増
えており、県内でも 市町
村がある。このオリジナル
ナンバープレートにより、
広く本市をＰＲできるとは
考えにくく、導入の予定は
ない。本市を訪れた観光客
へのＰＲ効果を考え、今後、
研究する。

する条例等の一部を改正す
る条例案などであり、原案
どおり可決されました。

10

27

中野市教育委員会の権限に
属する事務の一部を市長が
管理及び執行することに関

26

質問 国土交通省が地域振
興や観光振興の観点から、
地域名表示を弾力化し、新
たな地域名表示ナンバープ
レートの要綱基準としたが、
満たすことは可能か。

について３月 日、 日に
審査しました。
主なものは、条例案では、
13

26

982

12

10

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９件、予算案５
件、事件案１件、陳情 件

1

8
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業の確定等に伴う事業費の
変更及び繰越明許費の設定
を行うもので、補正額７千
万４千円を増額し、補正
後の予算総額 億６千 万
３千円とするもので、主な
ものは、歳入では、ふるさ
と寄附金２千 万円の増額、
歳出では、一般職退職手当
等１千 万３千円の増額。
平成 年度中野市一般会計

補正予算（第９号）につい
ては、国の平成 年度補正
予算において、「地域活性
化・地域住民生活等緊急支
援交付金」が創設されたこ
と等に伴い、新たな対象事
業の追加、繰越明許費及び
地方債の設定の各補正を行
うもので、補正額１億５千
万 千円、補正後の予算
総額 億１千 万 千円と
26

した。
予算案では、平成 年度
中野市一般会計補正予算
（第 号）について、事業
の確定等に伴う事業費の変
更を行うもので、民生費で
は、障害者福祉費の自立支
援事業費で２千 万 千円

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７件、予算案８
件について３月 日、 日
に審査しました。
主なものは、条例案では、
中野市福祉医療費給付金条
例の一部を改正する条例案
で、原案どおり可決されま

するもので、主なものは、
歳入では国庫支出金１億３
千 万３千円の増額などで、
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 億５千
万円で、議会費２億 万
１千円。総務費関係部分
億９千 万９千円、消防費
７億３千 万５千円、教育

費 億８千 万７千円、公
債費 億２千 万７千円、
予備費４千万円で、債務負
担行為の新市庁舎建設事業
費 億９千 万６千円につ
いては削除して修正可決さ
れました。
陳情では、「最低制限価
格の設定に関する陳情」は、
趣旨理解できる面とできな
い面があるとしました。

の増額。衛生費では、国民
健康保険事業特別会計繰出
金２千 万 千円の増額で
あり、原案どおり可決され
ました。
平成 年度中野市一般会
計予算については、歳出の
うち総務費（関係部分）で

１億１千 万円の増額であ
り、原案どおり承認されま
した。
平成 年度中野市一般会
計予算では、労働費８千
万３千円、農林水産業費

２億８千 万円、民生費
億７千 万１千円、衛生費
億９千 万６千円であり、
他の特別会計当初予算 件
と同様いずれも原案どおり
可決されました。

60

3

11 614

24

985

経済建設委員会報告

706

330

16

38

改正する条例案で、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７号）の専決処分につ
いて、大雪に伴う事業費等

億２千 万４千円、商工費
６億 万９千円、土木費
億９千 万８千円であり、
他の特別会計当初予算４件
と同様いずれも原案どおり
可決されました。
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345

22

121

137

751

643

800

5

478

経済建設委員会に付託さ
れた条例案１件、予算案
件について３月 日、 日
に審査しました。
主なものは、条例案では、
中野市下水道条例の一部を

23

27

184

824

762

666

500

22

27
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26

26
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13
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793

12

448

26

208

850

12

7

7

13

↙

委員会報告

意見書

▪意見書
〈可決された意見書〉
（関係行政庁に提出）

21

22

農業の発展に必要な生産
基盤整備の拡充を求める
意見書
農業農村整備事業は、
「食料・農業・農村基本法」
に位置付けられた事業であ
り、国民が必要とする食料
を安定的に供給するための
農業生産基盤の整備のみな
らず、豊かな自然環境や景
観の保全、治水等の多面的
機能を維持する観点からも
欠くことのできない事業で
ある。
しかしながら、平成 年
度以降、農業農村整備事業
については大幅に縮減され、
計画していた事業が進めら
れないなど現場のニーズに
十分に応えられていない実
態がある。
平成 年度から予算規模
は回復してきているものの、
いまだ平成 年度以前の水
準には戻っていない状況で
ある。
よって、中野市議会は、
国に対し、農業農村整備事
24

業の重要性に鑑み、下記事
項を実現するよう強く要望
するものである。
記
１ これまでに計画的に進
められてきた実施中の事
業や実施に向け準備を進
めている事業が円滑に進
められるよう措置を講ず
ること
２ 今後、これまでに建設
された畑地かんがい施設
などの農業水利施設の老
朽化に対応した計画的な
補修や更新による施設の
長寿命化が円滑に進めら
れるよう事業予算を確保
すること
３ 土地改良事業や農地中
間管理機構をフル活用し
た農地の大区画化の推進
及び農村集落が持ってい
る共同体機能を生かした
農地、用水、森林、景観、
環境などの地域資源の管
理を強化するためにも必
要な事業予算を確保する
こと

ＴＰＰ（環太平洋戦略的
経済連携協定）交渉に関
する意見書
昨年末に合意をめざした
ＴＰＰ（環太平洋戦略的経

済連携協定）交渉は、日米
間はもとより、交渉参加国
間の深刻な利害対立から、
合意を断念せざるを得ない
結果となった。ＴＰＰは、
農業への甚大な影響のみな
らず、食の安全、医療制度、
保険など、国民生活に広く
影響を及ぼすなど、国民の
懸念が広がっている。
しかし、今春のＴＰＰ合
意をめざすオバマ政権は、
年明けから日米事務レベル
協議を再開し、安倍内閣も
日米が連携して交渉を促進
する立場を繰り返し表明す
るなど、依然として緊迫し
た状況が続いている。
交渉にあたっては、衆議
院及び参議院の農林水産委
員会も、農林水産分野の重
要５品目などの聖域の確保
を最優先し、それが確保で
きないと判断した場合は脱
退も辞さないものとするこ
と等を明記した決議をし、
自由民主党も一連の選挙公
約で繰り返し同様のことを
国民に約束してきた。
よって、中野市議会は、
国に対し、地方経済に与え
る影響や地方の声を十分に
踏まえ、下記事項について
強く要望するものである。
記
１ ＴＰＰ交渉に関する衆

議院及び参議院の農林水
産委員会での決議を遵守
するとともに、農林水産
分野の重要５品目などの
聖域の確保ができない場
合は、ＴＰＰ交渉から脱
退することも辞さないこ
と

危険ドラッグの根絶に向
けた総合的な対策の強化
を求める意見書

昨今、「合法ドラッグ」
合
｢ 法ハーブ な
｣ どと称し
て販売される危険ドラッグ
を吸引し、呼吸困難を起こ
したり、死亡したりする事
件が全国で起きている。特
に、危険ドラッグの使用に
よって幻覚や興奮作用を引
き起こしたことが原因とみ
られる重大な交通事故がた
びたび報道され、中野市内
でも第三者が巻き込まれて
死亡する痛ましい事故が発
生している。
危険ドラッグは 合
｢法 ｣
と称していても、規制薬物
と似た成分が含まれている
等、大麻や覚醒剤と同様に、
人体への使用により交通事
故等による死亡事故も少な
からず発生している。また、
好奇心などから安易に購入

し、使用することへの危険
性も強く指摘されている。
厚生労働省は、省令を
改正し、平成 年３月か
ら、成分構造が似た物質を
一括で 指
｢ 定薬物 と
｣ して
規制する 包
｢ 括指定 と
｣呼
ばれる方法を導入した。ま
た、昨年４月からは、指定
薬物については大麻や覚醒
剤と同様に単純所持が禁止
されたところである。さら
に、昨年 月には、指定薬
物と同等以上に有害な疑い
がある物品も検査・販売等
の停止命令の対象とされた
ところである。
しかしながら、危険ドラ
ッグの鑑定には簡易な検査
方法がないため、捜査に時
間がかかることも問題とさ
れている。
よって、中野市議会は、
国に対し、危険ドラッグ根
絶に向けた総合的な対策を
強化するよう、下記事項に
ついて強く要望するもので
ある。
記
１ インターネットを含む
国内外の販売・流通等に
関する実態調査及び健康
被害との因果関係に関す
る調査研究の推進、取り
締まり体制の充実・強化
↖
を図ること
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企業基本法、いわゆる下
請二法、いわゆる独占禁
止法を改正すること
５ 雇用の創出と安定に資
する政策を実施すること

ら、金子髙幸議員が女性議
員のでん部を手で触る行為
に及んだこと、少なくとも
女性議員が嫌がらせである
と感じたことは明らかであ
る。
以上からすれば金子髙幸
議員の行為が、女性を辱め、
周囲に明らかな不快感を与
える極めて不謹慎な行為で
あると言わざるを得ない。
なお、金子髙幸議員は、
平成 年 月 日、所属の
市議会任意会派からの処分
がなされた際には、格別の
反論は行わなかったが、そ
の後も従前と同様に宴席に
出席し、自らの各行為を否
定する発言を行うなど、お
よそ反省・悔悟している者
の行動とは思われない振る
舞いを継続している。
これらの行動は、良識あ
る行動をとらなければなら
ない市議会議員としてある
まじき行為であり、市民の
信頼を裏切り、中野市議会
の名誉を著しく傷つけるも
ので、断じて許すことはで
きない。
よって、中野市議会は、
金子髙幸議員に自らの良識
と判断において、速やかに
市議会議員の職を辞するよ
う強く求めることを決議す
る。
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▪決議

議員は、平成 年５月７日、
自ら所属していた市議会任
意会派懇親会の席上、酔余、
来賓として出席していた女
性職員に対して、その手を
握り、肩を組む・背中から
腰部をさする等の行為に及
び、これを目撃した同席者
からの注意にもかかわらず、
しばらくの間これら行為を
継続するなどした。また、
同年 月 日、懇親会の席
上、酔余、同席した女性議
員のでん部を手で触るなど
の行為に及んだ。
相手方の女性職員は「セ
クハラ」という表現は使用
していないものの、「気分
はよくなかった。そのよう
な行為はやめてほしい。」
と言っていること、当該行
為が女性を著しく侮辱する
行為であり、周囲に明らか
に不快な思いを与える点に
おいて極めて不謹慎な行為
であると言わざるを得ない。
また、女性議員に対する
ことに関しては、金子髙幸
議員はよく覚えていない旨
の発言はしているが、明確
に否定はしていないこと、
金子髙幸議員が女性議員及
び家族に対して謝罪してい
ること、相手方の女性議員
からの被害申告に信用性に
欠けるところがないことか

12

金子髙幸議員に対する
議員辞職勧告決議
我々中野市議会議員は、
議員として市民から負託を
受けた立場と職責を十分認
識し、法令、条例を遵守し、
良識をもって市民の模範と
なるよう行動しなければな
らない。
とりわけ、男女共同参画
社会基本法の理念に照らし、
「男女が、社会の対等な構
成員として、自らの意志に
よって社会のあらゆる分野
における活動に参画する機
会が確保され、もって男女
が均等に政治的、経済的、
社会的及び文化的利益を享
受でき、かつ、共に責任を
担うべき社会」の実現に向
けて、我々市議会議員が率
先して高度の倫理性と高潔
性を備え、自覚ある振る舞
いをしなければならない。
しかしながら、金子髙幸
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２ 簡易鑑定を可能にする
技術の開発、鑑定時間の
短縮に向けた研究の一層
の推進を図ること
３ 薬物乱用や再使用防止
のために、危険ドラッグ
の危険性の周知徹底及び
学校等での薬物乱用防止
教育の強化、相談体制・
治療体制の整備を速やか
に図ること

最低賃金の改善と中小企
業支援策の拡充を求める
意見書
雇用労働者の約４割が非
正規雇用であり、４人に１
人が年収 万円以下の「ワ
ーキング・プア」となって
いる。
今の最低賃金は、東京都
で 円、長野県では 円、
最も低い地方では 円であ
り、地域間格差も大きく、
地方からの労働力の流出を

招いている。
二〇一〇年には「できる
限り早期に全国最低賃金
円を確保し、景気状況に配
慮しつつ、二〇二〇年まで
に全国平均１千円を目指す」
という政労使の「雇用戦略
対話合意」が成立している。
そのため、最低賃金を引
き上げるとともに、地域間
格差をなくし、中小企業支
援策を拡充することが必要
である。
よって、中野市議会は、
国に対し、下記事項の実現
を強く要望するものである。
記
１ 「ワーキング・プア」
をなくすため、最低賃金
の大幅な引き上げを行う
こと
２ 全国一律最低賃金制度
の確立等、地域間格差を
縮小させるための施策を
進めること
３ 中小企業への支援策を
拡充すること。中小企業
負担を軽減するための直
接支援として、中小企業
とそこで働く労働者の社
会保険料負担の減免制度
を実現すること
４ 中小企業に対する代金
の買い叩きや支払い遅延
等をなくすため、中小企
業憲章をふまえて、中小

中野市議会だより
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北陸新幹線が金沢まで
延伸された。開業前の２
月 日、長野駅から金沢
駅までの試乗会に参加し
ました。
Ｅ７系車両は、白と青
のスマートなボディーで、
乗り心地は静かで快適で
した。天候にも恵まれ、
車窓からは高社山や科野
小学校、中野市内の見慣
れた景色が確認でき、日
本海や立山連峰の眺めも
最高でした。
日本が誇る土木、軌道、
電気、機械の技術、そし
てイースト・アイ（点検
車両）等により、安全運
行されることを願います。
各地域の今まで眠って
いる資源や宝を再確認し、
人や文化の交流、そして、
信越自然郷
という広域
観光での経
済効果で発
展を願うと
ころです。

11

ひまわり保育園 開園

▲新しい園舎
▲避難用すべり台

人です。
鉄骨造２階建ての保育園
のため、２階から安全に避
難できるよう、らせん式の
避難用すべり台が設置され
ているほか、太陽光発電シ
ステムや地熱交換システム
を設置し、環境にも配慮し
ています。
４月２日には入園式も行
われ、園舎には、楽しく保
育を受ける元気な子どもた
ちの声が響いています。
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中野市ひまわり保育園が
完成。３月 日、同保育園
のしゅん工式が行われまし
た。
この保育園は、旧西町保
育園を改築したもので、総
事業費は５億 万６千円。
利用定員は、３歳未満児
人、３歳以上児 人の合計

▲下足のまま利用できる外階段
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