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市政一般質問

豊

市長選挙再出馬表明等に
ついて
木

一

幸

いて︑疑念︑不安を市民に
与えたことに対して︑深く
お詫びする︒現在は︑市役
所近くに拠点を設け︑業務
にあたっている︒

正に行われたと考えている
か︒
答弁 実施要綱に沿って行
われたと考えている︒

災害対策及び住宅の耐震
化等について

質問 住宅の耐震補強工事
への支援策は︒
答弁 耐震補強工事の経費
に対し︑２分の１︑限度額
万円の補助を行っている︒
質問 市内住宅の耐震化率
を ％とするための財源及
びその金額は︒
答弁 今後︑検討し対応す
る︒
質問 消防団員確保のため
には︑消防団員の報酬︑手
当引き上げ等は不可欠であ
る︒関係機関は積極的な対

プレミアム付﹁元気がで
る商品券﹂販売方法等に
ついて
質問 プレミアム付﹁元気
がでる商品券﹂について︑
同一世帯への販売枚数など︑
その販売方法等に問題はな
かったのか︒
答弁 販売手続きについて
は問題がなかったと考えて
いるが︑公平公正であった
か等について問題があり反
省している︒
質問 商品券発行事業は︑
実施要綱に沿い︑厳格︑適

性化基本計画の対象区域内
における空き店舗数は︑
店舗である︒空き店舗活用
事業の平成 年度の利用実
績は︑改修費補助が３件︑
家賃補助が６件である︒
質問 今後の空き店舗活用
への支援はどうか︒
答弁 ９月１日からは︑信
州中野商工会議所において
﹁中野市空き店舗情報バン

50

80

90

青

孝

質問 今後の対応はどうか︒
答弁 新たな空き家等の発
生を防ぐために︑広報紙や
ホームページ等で︑空き家
等の対策に関する制度の周
知を図りたい︒
質問 市内の空き店舗数と
その利用状況はどうか︒
答弁 信州中野商工会議所
が平成 年３月に行った調
査によると︑中心市街地活

27

が見えず問題だ︒市長の居
住地はどこであるか︒
答弁 有事の際︑いち早く
駆けつけ︑危機管理体制を
整え︑陣頭指揮をとるのが
市長の最大の責務と考える︒
昨今は気象環境の変化で︑
災害が頻発する状況にある
ので︑首長としての責任を
果たすため︑現在は市役所
近くに拠点を構えている︒
質問 停電事故の際︑市長
が率先して事故対応をすべ
きではないか︒
答弁 私の出勤形態等につ

澤

空き家・空き店舗の活用に
ついて
芦

戸を空き家等と判定した︒
現在︑その空き家等の所有
者等について︑確認作業を
行っている︒

28

質問 子どもの医療費窓口
無料化は全国で 都府県︑
約８割余の市町村で実施し
ている︒窓口無料化を実現
し︑子どもが数多く誕生し︑
子育てしやすい中野市づく
りを図るべきである︒窓口
無料化を選挙公約とするべ
きではないか︒
答弁 重要な意見として︑
選挙公約で取り上げるか検
討したい︒
質問 中部電力の停電事故
の際︑職員が事故対応をし
ていたが︑肝心の市長の姿
38

質問 市内の空き家の状況
はどうか︒
答弁 昨年 月に各区にア
ンケート調査を依頼し︑
10

応をすべき︒
答弁 報酬及び手当は︑県
内の状況を注視したい︒
質問 効果的な消防団組織
とするための対応は︒
答弁 消防団組織の課題解
消を図るため︑現在︑中野
市消防団活性化計画を策定
中である︒

その他の質問

子どもの医療費窓口無料
化等について

ク﹂が創設され︑市でも商
工会議所と連携し空き店舗
対策に取り組んでいく︒ま
た︑創業者に対する新たな
補助制度の創設については︑
他市の状況を見ながら研究
していく︒

小学校の統廃合について

質問 市民説明会後︑中野↖

中野市議会だより

市政一般質問

↙
市立小学校及び中学校適正
規模等基本方針︵案︶修正
案を修正する考えはあるか︒
答弁 市民説明会を通じて
おおむね理解が得られたも
のと捉えており︑修正する
考えはない︒
質問 小学校が無くなる地
域に対する考えはどうか︒
答弁 地域と子ども達をつ
なぐ重要な役割として︑各

答弁 現在︑ 月末までの
日程で第３次募集が行われ
ている︒本市のスポーツ交
流や観光振興の面︑また︑
スポーツ施設の状態等を確
認し︑各種スポーツ団体と
も協議のうえ登録申請の是
非を判断したい︒

学校において推進している
信州型コミュニティスクー
ルを統合後も継続していく︒

２０２０年東京オリンピ
ック・パラリンピック競
技大会におけるホストタ
ウンについて

教育行政について

繁

男

質問 市の取り組みと今後
の対策はどうか︒
答弁 空き家等の現地調査
を行い︑現在は所有者等の
確認を行っている︒﹁優先
度Ａ﹂と分類した空き家に
ついては︑所有者に適正な
管理を要請する︒応じてい

空き家対策について

踏まえ︑総合的に判断する
と︑豊井小学校と永田小学
校の中間点である豊田中学
校の活用が良いと考える︒
質問 中学校に小学校を併
設する最大のメリットは︒
答弁 １点目は歴史的な背
景を踏まえ設置できること︑
２点目はより近くで連携教
育ができ︑ふるさと教育が
行いやすいことである︒

その他の質問

質問 ホストタウンの登録
申請を行う考えはあるか︒

野

今年の修正案の説明会は︑
いずれも議会開催日と重な
った︒議会での議論は基本
方針に反映されるのか︒
答弁 説明会場の体育館及
び説明を行う職員等の都合
から議会と重なった︒議会
で議論された内容も踏まえ
基本方針の決定に向け協議
する︒
質問 ６月議会で永田小学
校を活用すべきと提案した
が︑その検討はされたのか︒
答弁 協議会で協議したが
豊田地域の歴史的経緯等を

松

中野市立小学校及び中学校
適正規模等基本方針︵案︶
修正案について

質問 総合教育会議の開催
日程は︒基本方針案の修正
案に対する考えは︒
答弁 総合教育会議は︑今
議会終了後︑できるだけ早
い時期︑９月下旬には開催
する︒修正案については︑
人間関係の形成の上で︑よ
り多くの子ども達と交わる
ことが︑子ども達自身︑自
分を見つめ直す機会になる︒
子ども達により良い教育環
境を整えることが行政の責
務と考える︒
質問 昨年の市民説明会︑

︵注︶
信州型コミュニティスク
ール
長野県が進める学校と
地域が連携して子どもを
育てる取組みのこと︒地
域住民が①学校運営参画︑
②学校支援︑③学校評価
を一体的・持続的に実施
する︒

ただけない場合には︑﹁空
家等対策の推進に関する特
別措置法﹂に基づく指導・
助言・勧告等︑適切な行政
処分を進める︒
質問 他の自治体では︑解
体費用の一部補助制度があ
る︒中野市でも補助制度を
創設したらどうか︒
答弁 国に︑空き家除去や
利活用に対する補助制度が
ある︒市では︑所有者確認
と並行して︑空き家対策計
画を策定し︑国の補助制度
の活用を検討する︒

新市庁舎について

質問 新市庁舎にエレベー
ター２基を望む声がある︒
１基とした理由は︒将来に
向け設置スペースを確保し

︵注︶
ホストタウン
２０２０年東京オリン
ピック・パラリンピック
において地域活性化等の
観点から︑参加国・地域
と人的・経済的・文化的
な相互交流を図る自治体
のこと︒ホストタウンは︑
参加国等の事前合宿地と
なったり︑交流事業を行う︒

たらどうか︒
答弁 類似施設の状況や日
本エレベーター協会の設置
台数の標準基準を踏まえ︑
１基で対応が可能と判断し
た︒将来に向けた設置スペ
ースの確保は考えていない︒

その他の質問

豊田支所の活用方法につ
いて

中野市議会だより
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市政一般質問

永

沢

清

生

柳沢バイパス工事に伴い︑

柳沢遺跡が構造物の下とな
ってしまう︒遺跡発掘地の
重要性をどう考えるか︒
答弁 銅戈・銅鐸を含む出
土品 点が︑国の重要文化
財に指定されている︒﹁ク
ニ﹂の成立に関わる大発見
であり︑重要な遺跡と考え

ている︒
質問 モニュメントの設置
はどうか︒
答弁 地元区及び柳沢遺跡
等対策委員会と協議したい︒
質問 案内板及び説明板の
移設に対する考えは︒
答弁 現在︑北信建設事務

援ボランティアポイント制
度の導入については︑課題
を整理しながら︑引き続き
第７期介護保険事業計画策
定の中で検討していく︒

投票率について

所と協議している︒
質問 駐車場整備の考えは︒
答弁 モニュメント等の設
置予定地が河川区域及び道
路用地のため︑駐車場設置
が難しい︒周辺に整備でき
ないか地元区等と協議する︒

する取組み︒

所づくりを実現しようと

の働く場所づくりや居場

農業分野で障がい者等

携のこと︒

保を求める福祉分野の連

者や高齢者の働く場の確

が進む農業分野と障がい

担い手の高齢化と減少

農福連携

︵注︶

被災者台帳の作成及び災
害時対応について
市外事業所へ通所する障
がい者の送迎サービスに
ついて
農産物ブランド戦略につ
いて

その他の質問

ある︒なお︑回収率は ・
２％︵速報値︶であった︒

34

柳沢遺跡について

質問 一般県道中野飯山線

きのこミュージアムに
文

18

19

博

17

68

田

質問 今回の参院選の投票
率をどうみるか︒
答弁 県下 市中 位︑
歳及び 歳では︑県下 市
中 位であった︒前回の参
院選との比較では︑様々な
取組みの結果︑９・ ポイ
ント上がっており︑上昇率
では県下 市中２位であっ
た︒
質問 低投票率の原因を調
査するための市民意識調査
をどのように実施するのか︒
答弁 今回の選挙後に無作
為抽出した 歳以上の市民
３千人に対し︑アンケート
調査を行い︑現在集計中で
19

町

質問 市民会館建設の財源
として活用できないか︒
答弁 多額の費用がかかる
ため︑他の財源の活用も含
めて検討していく︒
質問 市民会館建設のスケ
ジュールはどうか︒
答弁 市民と情報共有の場
を設け︑本市にふさわしい
文化施設のあり方を構築し︑
資金調達方法等を探りなが
ら建設時期を見出したい︒

農福連携及び介護支援ボ
ランティアポイント制度
について
質問 現状と今後の取り組
みはどうか︒
答弁 農福連携事業を﹁ま
ち・ひと・しごと創生総合
戦略﹂に追加し︑外部有識
者のアドバイスをいただき
ながら農業分野での就労支
援を検討していく︒介護支

19

19

18

今年度末には︑自立型テー
マパーク構想を策定する予
定である︒次年度以降の取
り組みとしては︑運営企業
の設立に向け検討を進める
こととしており︑市として
も支援していく︒

企業版ふるさと納税及び
市民会館建設について
質問 中野市も企業版ふる
さと納税の事業申請をした
らどうか︒
答弁 官民協働で各種事業
を実施していくことが重要
と考え︑本制度の活用に向
けた検討を進めていく︒

18

ついて

質問 地方創生加速化交付
金活用の詳細は︒
答弁 国の平成 年度補正
予算で﹁きのこの聖地プロ
ジェクト﹂が採択され︑今
年度に全額繰り越された︒
この事業は︑キノコ産業の
情 報 発 信 拠 点 と し て︑民
間主体で整備する﹁
︵仮称︶
きのこミュージアム﹂の設
立に向けた調査研究を行う
ため︑日本きのこマイスタ
ー協会において︑この４月
からスタートした︒
質問 きのこミュージアム
研究会の詳細は︒
答弁 研究会に３部会を設
け︑先進地視察等を行い︑
27

中野市議会だより

市政一般質問

子

髙

幸

た︒住民説明会が行われ︑
その後︑県に対して陳情書
が提出されたことは承知し
ており︑県の動向を注視し
たい︒東町団地は︑建物の
耐震性の問題や浴室がない
など改善に多額の費用が想
定されることから︑市が引
き取ることは考えていない︒
質問 老朽化が著しい市営
住宅東山団地について︑今

金

公営住宅について

質問 県が進める県営住宅
再編等について︑対象にな
っている県営住宅東町団地
に対する市としての対応は︒
答弁 県の公営住宅長寿命
化計画が見直されたことに
より︑東町団地をはじめ県
内にある 戸未満の小規模
団地や︑耐用年数を著しく
経過している団地は︑本計
画の移転促進の対象となっ

11 23

青

木

正

道
30

後の改修等の計画は︒
答弁 市営住宅の有効活用
と長寿命化を図るため︑平
成 年度に策定した﹁中野
市公営住宅長寿命化計画﹂
に基づき︑適切な管理・運
営と居住環境の確保に努め
る︒

てほしいとの意見︑スクー
ルバスについては︑距離の
基準でなく︑地域性なども
考慮してほしいとの意見等
があった︒
質問 基本方針の決定時期
は︑市民説明会で理解が得
られた場合︑今年９月とし
ていたがどうか︒
答弁 ９月下旬に開催予定
の総合教育会議において決
定する︒

質問 小回りの良い軽タイ
プの消防自動車を配備する
計画はないか︒
答弁 地域の実情に応じた
消防車両の配備等の見直し
を︑現在作成中の中野市消
防団活性化計画に基づき︑

消防行政について

22

観光振興について

調査研究することとしてい
る︒
質問 可搬ポンプの運搬車
両への支援はどうか︒
答弁 個人が所有する軽ト
ラックなどの保険料等の費
用負担については︑現在は
考えていないが︑地域の実
情を考慮した可搬ポンプの
搬送手段等も含め︑調査研
究を進めていく︒
質問 市内における信州消
防団員応援ショップ事業の
登録事業所数は︒
答弁 現在は 事業所であ
る︒市の所有する施設も含
め市内事業所の登録を更に
促進していく︒
18

質問 全国１位の生産量を
誇るキノコは︑経済的にも
重要であり︑医学的な見地
から︑健康にも非常に優れ
ている︒キノコの歴史︑生
産 過 程︑料 理 法 な ど を 紹
介する体験型施設﹁
︵仮称︶
きのこミュージアム﹂の具
体的な構想の進捗状況は︒
答弁 事業主体である日本
きのこマイスター協会では︑
今年度末までに構想を策定
し︑施設の建設予定地は︑
来年度に検討されるとのこ
とである︒

上水道について

質問 水道水のシリカ濃度
はどれくらいか︒
答弁 シリカ濃度について
は︑水道法に定められた水
質検査項目に規定がないこ
とから︑現在︑シリカの水
質検査は行っていない︒

︵注︶
シリカ
二酸化ケイ素︑又は二酸
化ケイ素によって構成され
る物資の総称︒自然界に存
在し食品添加物や化粧品な
どに用いられることがある︒

質問 幹線道路沿いの花壇
ボランティアの方々に対し
活動費への支援はどうか︒
答弁 今後︑検討したい︒

中野市議会だより

中野市立小学校及び中学校
適正規模等基本方針︵案︶
修正案について

26

名︑倭小 名︑豊井小
名︑永田小 名であった︒
質問 市民説明会では︑ど
のような意見等があったか︒
答弁 将来的に小中一貫教
育を目指す目的は何かとの
ご質問︑北部地区では︑１
年でも早く前倒しで統合し

36 22

50

11

質問 今年４月に修正案が
発表された︒５月及び６月
に市内 校で行われた市民
説明会への参加者数は︒
答弁 中野小４名︑日野小
名︑延徳小５名︑平野小
９名︑高丘小 名︑長丘小
名︑平岡小 名︑科野小
17

17

市政一般質問

JA

部

光

則

ＴＰＰ︵環太平洋戦略的経

原

澤

秋
となる作業は︑地元区等か
らの要望を受けて市が実施
している︒
質問 農業用水路の改修整
備に対する考えは︒

年

ると試算した︒ＴＰＰは︑
農業生産が主力である中野
市経済に大きな影響を与え
る︒反対表明をするべき︒
答弁 両者の試算の大きな
食い違いは︑試算の根拠と
なる考え方に違いがある︒
ＴＰＰ批准の有無にかかわ
らず︑基幹産業である農業
振興のためＴＰＰ関連対策
事業も活用し︑持続可能な
農業経営のための施策を講
じていく︒

阿

済連携協定︶について

質問 農業用水路の維持管
理の状況はどうか︒
答弁 日常的に行う草刈り
等の作業を関係する地元に
お願いをし︑重機等が必要

農業用水路について

質問 ＴＰＰ協定の承認と
ＴＰＰ関連一括法が臨時国
会で審議される︒まだＴＰ
Ｐ参加 カ国は議会承認を
得ていないがどう考えるか︒
答弁 国会での承認につい
て︑今後も動向を注視する︒
参加国の承認については︑
意見を言う立場にない︒
質問 国︑県と 長野県グ
ループ等の影響試算に大き
な違いがある︒米国政府機
関は︑米国が日本の農業分
野に４千億円の影響を与え
12

中野市立小学校及び中学校
適正規模等基本方針︵案︶
修正案について
質問 統廃合によって︑人
口減少に拍車がかかる負の
影響が懸念されるがどうか︒
答弁 人口減少は長期的な
課題であり︑各地域の状況
を把握しながら地域振興に
取り組んでいく︒
質問 小学校単位で行われ
ている学童保育への今後の
対応は︒
答弁 放課後の子ども達の
安心・安全な居場所づくり
という観点から︑教育委員
会と連携を図り対応してい
く︒

答弁 毎年度︑区からの要
望をお聞きする中で︑緊急
性の高い箇所から実施して
いるが︑予算等の関係から
単年度では全て対応できな
いのが実情である︒集中豪
雨等により被害が発生した
危険を伴う箇所や︑営農に
支障のある箇所の改修はそ
の都度対応している︒なお︑
大規模な改修整備等は補助
事業等を活用し︑計画的に

介護保険制度について

質問 要介護１・２の訪問
介護﹁生活援助﹂の保険給
付除外や福祉用具貸与の原
則自己負担化︑利用料の負
担増等に関する社会保障審
議会の提言をどう考えるか︒
答弁 支援の見直しは︑要
介護状態の重度化を招き︑
また︑負担増は介護サービ
スの利用を控え︑真に必要
なサービスが受けられない
おそれがあるため︑慎重に
審議すべきである︒

後期高齢者医療制度につ
いて

質問 来年度から後期高齢
者医療の保険料の９割軽減︑

実施している︒農業用水路
を含む農業用施設の維持管
理が重要であり︑今後も計
画的に改修整備等を実施す
る︒

消防団について

質問 各地区消防団の定員
確保への対策は︒
答弁 現在︑各地区の自助
努力により︑定員が確保さ

中野市議会だより

れているが︑地区によって
は大変苦慮されていること
は承知している︒市として
も︑団員確保に向け︑現在
作成中の中野市消防団活性↖

障がい者福祉サービス等
について

その他の質問

割軽減の特例軽減措置が
廃止されるが︑その影響は︒
答弁 本年６月現在の被保
険者は６千 人︑特例軽減
の対象者は３千 人である︒
国は︑激変緩和措置を講ず
るとしてるが︑現段階での
影響は不明である︒
質問 特例軽減の廃止や２
割負担は大きな影響がある︒
地域の高齢者福祉を守るた
め︑関係機関に負担増を防
ぐ働きかけをするべきでは︒
答弁 後期高齢者の方が数
多くおられる状況に鑑みて︑
市長会等の場で考え等を表
明したい︒

8.5
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↙
化計画に基づき︑総合的︑
かつ計画的に取り組んでい

政

次

く︒
質問 分団等の組織再編は

科

少子化対策について
保
高い状況にある︒
質問 合計特殊出生率向上
の取り組みはどうか︒
答弁 市では少子化対策の
ため︑結婚のための出会い
をサポートする婚活イベン
トを開催しているほか︑様
々な事業を実施している︒

どうか︒
答弁 分団及び各部の組織

通算して３回を限度として
補助金を交付している︒

再編については︑地域の実
情を踏まえた組織のあり方

について︑調査研究を進め
る︒

インバウンドの推進につ
いて

質問 外国人観光客誘致の
取り組みはどうか︒
答弁 今年６月に︑本市と
山ノ内町︑小布施町の３市
町で外国人向けの観光ＰＲ
映像を制作した︒また︑外
国人観光客が多く訪れる山
ノ内町の地獄谷野猿公苑や
野沢温泉観光協会の協力を

を求める陳情﹂については︑
採択となりました︒

︵注︶
インバウンド
観 光 分 野 に お い て は︑
外国人旅行者を日本に誘
致すること︒

得て︑観光パンフレットな
どを置き︑本市のＰＲに努
めている︒市内４か所の観
光施設に英語表記を併記し
た案内板を設置し︑外国人
観光客が市内を回遊できる
よう整備を進める︒

住民基本台帳事務費︑通知
カード・個人番号カード関
連事務委任交付金１千 万
６千円の増額などで︑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１件につい
て︑いずれも原案どおり認
定されました︒
﹁国の責任による 人学
級推進と︑教育予算の増額

質問 不妊治療及び不育症
治療への支援は︒
答弁 不妊治療及び不育症
治療を行う夫婦の経済的負
担の軽減を図るため︑補助
金を交付している︒不妊治
療補助事業については︑治
療費の自己負担額の２分の
１︑１回の補助限度額を
万円とし︑通算して５回を
限度として補助金を交付し
ている︒不育症治療補助事
業については︑治療費の自
己負担額の２分１︑１回の
補助限度額を 万円とし︑

業費の増額及びし尿等投入
施設整備事業に係る継続費
の認定︑並びに地方債の補
正を行うもので︑補正総額
億４千３万４千円の増額︑
補正後の予算総額は 億４
千 万８千円となるもの︒
歳入では︑市税及び国庫
支出金の増額︑地方交付税
の減額など︒
歳出では総務費で︑戸籍

中野市議会だより

質問 本市の合計特殊出生
率は︒
答弁 合計特殊出生率につ
いては︑ 歳から 歳まで
の女性の年齢別出生率を合
計したもので︑平成 年の
中野市の数値は
で︑
国１・ ︑県１・ に比べ

ました︒
主なものは︑条例案では
中野市特別職の職員の給与
に関する条例の一部を改正
する条例案で︑市長及び副
市長の給与を減額するもの
で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
︵３号︶について︑国・県
補助事業の確定等による事

35

総務文教委員会報告

12

30
10

10

49

１
54 ・
65 26

総務文教委員会に付託さ
れた予算案２件︑決算認定
２件︑条例案１件︑陳情１
件について９月９日︑ 日
及び 日に審査しました︒
なお︑決算認定のうち︑
平成 年度中野市一般会計
歳入歳出決算認定について
は︑総務文教委員会︑民生
環境委員会及び経済建設委
員会連合審査会にて審査し

28

15

42

13

27

委員会報告・意見書・政務活動費について

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︶について︑歳
出のうち衛生費では︑子宮

民生環境委員会報告
民生環境委員会に付託さ
れた予算案４件︑決算認定
３件について︑９月 日に
審査しました︒

補正予算︵第３号︶につい
て︑歳出のうち労働費では
働く婦人の家維持整備事業
費 万１千円の増額︒土木
費では︑生活道路整備事業
費３千 万円の増額︑道路
橋梁維持事業費２千 万円

経済建設委員会報告
経済建設委員会に付託さ
れた予算案３件︑決算認定
５件︑事件案１件︑陳情１
件について９月 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

﹁義務教育費国庫負担制
度﹂
の堅持を求める意見書

がん検診申込者の増加によ
り︑健康増進健康診査事業
費 万５千円の増額︑法改
正によりＢ型肝炎が定期予

示の徹底と持続可能な農業
経営の実現に向けた農業政
策の確立を求める陳情﹂に
ついては︑採択となりまし
た︒

防接種となるため︑予防接
種事業費 万９千円の増額︑
し尿等投入整備事業費８千
万円の増額などで︑原案

記

１ 教育の機会均等とその
水準の維持向上のために
必要不可欠な義務教育費
国庫負担制度を堅持し︑
速やかに負担率を２分の
１に復元すること

ある︒

の増額などであり︑原案ど
おり可決されました︒
決算認定では︑特別会計
４件︑水道事業会計１件に
ついて︑いずれも原案どお
り認定されました︒
﹁ＴＰＰに関する情報開

を圧迫する状況が続いてい
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

のとおり可決されました︒
決算認定では︑特別会計
３件︑いずれも原案どおり
認定されました︒

政務活動費
について

中野市議会議員には︑市
政に関する調査研究等の充
実を図るため︑申請に基づ
き月額８千円の政務活動費
が︑ か月分一括して交付
されています︒
議員は︑支出の基準等を
定めた条例︑規則等に則り
必要とする範囲で政務活動
費を支出しており︑年度終
了後には︑収支報告書に領
収書等の書類を必ず添付し
収支報告を行っています︒
なお︑支出しなかった金
額がある場合には︑その全
額を返還しています︒
平成 年度の政務活動費
の交付額に対する使用率は
％でした︒
政務活動費の収支報告書
等は︑市公式ホームページ
で公開しています︒

78

28

28

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 年度から
は国の財政状況を理由とし
て︑次々と国庫負担から対
象項目を外し︑一般財源化
してきた︒また︑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︑地方財政

29

55

18

13

︿可決された意見書﹀
︵関係行政庁に提出︶

意見書

13

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

60

12

27

28

中野市議会だより

意見書・決議

国の責任による 人学級
推進と教育予算の増額を
求める意見書
23

35

平成 年に改正されたい
わゆる義務標準法において
は︑小学１年生に 人学級
を導入するとともに︑小学
２年生から中学３年生まで
の学級編制標準も順次改定
することを検討し︑これに
必要な安定した財源の確保
に努めると附則に明記して
いる︒しかし︑国において
は平成 年度は義務標準法
を改正することなく︑教員
の加配により小学２年生を
人学級とし︑その後は
人学級拡大の動きはなく︑
平成 年度予算編成におい
ては︑ 人学級を求める国
民の強い声に反して︑文部
科学省は 人学級推進に係
る予算要求さえ行っていな
い︒
長野県では平成 年度に
人規模学級︵ 人基準︶
を中学３年生まで拡大し︑
これで小・中学校全学年に
おいて 人学級となった︒
しかし︑義務標準法の裏付
けがないため財政的負担は
大きく︑小学校では本来配

るために︑義務標準法を
置されるはずの専科教員が
改正し︑同法の改正内容
配置されないなど︑学級増
を含む教職員定数改善計
に伴う教員増を臨時的任用
画を策定し実行するとと
教員の配置により対応して
もに︑そのための教育予
いる状況である︒
算の増額を行うこと
いじめや不登校︑生徒指
導上のさまざまな問題への
２ 国の複式学級の学級定
対応など教員の職務は多様
員を引き下げること
化している︒教員が一人ひ
とりの子どもと向き合い︑
行き届いた授業︑きめ細や
ＴＰＰに関する情報開示
かな対応を可能にするため
の徹底と持続可能な農業
には少人数学級は欠かせな
経営の実現に向けた農業
いものであり︑地方公共団
政策の確立を求める意見
体に負担を強いることなく︑
書
国の責任において早期に実
現する必要がある︒
ＴＰＰは農業のみならず︑
また︑長野県では少子化
﹁食﹂と﹁いのち﹂と﹁く
が進む中で︑県や市町村が
らし﹂に大きな影響を及ぼ
独自に教員を配置するなど
し︑国家の主権をも揺るが
して複式学級を解消してい
しかねない極めて重大な問
るが︑地方自治体の財政的
題である︒
負担は大きいため︑国の責
ＴＰＰ交渉は︑昨年 月
任において複式学級を解消
の大筋合意により︑農林水
するよう学級定員を引き下
産物の約８割︑重要５品目
げることが大切である︒
の約３割が関税撤廃される
よって︑中野市議会は︑
とともに︑公表された政府
国に対し︑下記事項の実現
を強く要望するものである︒ 試算によれば︑国内対策を
講じても︑農林水産物の生
産額は１千 億円〜２千
記
億円減少する見込みであり︑
これは国会決議を大きく逸
脱しており︑断じて容認す
１ 国の責任において計画
的に 人学級を推し進め

35

25

35

24

28

35

35

35

ることはできない︒
さらに︑衆議院ＴＰＰ特
別委員会において︑交渉経
過や合意内容が議論された
が︑政府は保秘義務契約を
理由に情報開示を拒み︑国
会承認と関連法案の審議が
深まることなく︑秋の臨時
国会に持ち越され︑ＴＰＰ
に対する不安や懸念は増す
ばかりである︒
政府は︑ＴＰＰに対する
不安や懸念を払拭するため︑
国会の審議においては︑十
分な情報開示と明確な説明
を行い︑生産者が安心して
農業が営めるような︑将来
を見据えた中長期的な農業
政策を確立すべきである︒
よって︑中野市議会は︑
国に対し︑下記事項の実現
について強く要望するもの
である︒
記

１ ＴＰＰ特別委員会等に
おけるＴＰＰ協定承認案
及びＴＰＰ関連法案の国
会審議において︑大筋合
意の内容や影響︑国会決
議との整合性等について︑
ＴＰＰに対する不安や懸
念が払拭されるよう︑十
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分な情報開示と明確な説
明を行うこと

２ ＴＰＰ大筋合意による
農林水産物への影響につ
いて︑
﹁総合的なＴＰＰ
関連政策大綱﹂に基づく
政策対応を考慮しても︑
なお︑生産額が約１千
億円〜２千 億円減少す
ると試算していることか
ら︑影響の解消など︑生
産者が安心して営農継続
できるよう︑将来を見据
えた︑中長期的な農業政
策を確立すること

３ ﹁食﹂と﹁いのち﹂と﹁く
らし﹂を守るため︑前記
１及び２が実施されない
場合には︑ＴＰＰ協定を
批准しないこと

決議

議第２号 金子髙幸議員
に対する議員辞職勧告に
ついて

中野市議会だより
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表紙の写真・陳情・ご要望・編集委員会名簿・あとがき

表紙の写真

現在の市役所本庁舎
は︑昭和 年に建設さ
れました︒
老朽化が進んだこと︑
また︑耐震性能等の課
題を解決するため︑﹁誰
もが利用しやすい庁
舎﹂
︑
﹁危機管理の中心
的役割を果たす庁舎﹂
等を整備方針として︑
新庁舎が建設されます︒
新庁舎建設は︑ 月
から関連する工事が始
まり︑平成 年２月か
ら供用が開始される予
定です︒

中野市役所庁舎

11

新庁舎イメージ図

中野市議会に対するご要望等について
中野市議では︑市民の皆
さまから市議会に対する率
直なご意見をお伺いするた
め︑無作為抽出により２千
人の方にアンケートを実施
しています︒
このアンケートの対象者
以外の皆様においても︑市
議会に対して期待すること
及びご意見︑ご要望がござ
いましたら︑ 月７日︵月︶
までに議会事務局まで︑次
のいずれかの方法でお寄せ
下さい︒なお︑様式は問い
ません︒
メール
gikai @ city. nakano.
nagano. jp

繁男
年秋
孝幸
臣夫
千晶
政次
正道
光則
清生
博文

︵順不同︶

委 員 長 松野
副委員長 原澤
委
員 芦澤
堀内
宇塚
保科
青木
阿部
永沢
町田
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

第４代後期
議会だより
編集委員名簿

ＦＡＸ ︵ ︶５９２２
郵 送
〒３８３︱８６１４
︵住所記載は不要です︶
中野市役所 議会事務局

22

陳情
◎ＴＰＰに関する情報開示
の徹底と持続可能な農業経
営の実現に向けた農業政策
の確立を求める陳情
陳情者 中野市農業協同組
合
代表理事組合長 江口栄光
︵中野市三好町一丁目２番
８号︶
◎国の責任による 人学級
推進と︑教育予算の増額を
求める陳情
陳情者 長野県教職員組合
下高井支部
中野単組執行委員長 土屋
宏明
︵中野市大字一本木 番地︶

11

市議会を傍聴しませんか

35

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︒
12

38

30

あ と が き

秋の深まりが感じられ︑
中野市特産の果物の美味
しい季節となりました︒
市内外の大勢の皆さんに
味わって頂ければと思い
ます︒
８月︑９月にかけて︑
日本列島は台風の上陸が
相次ぎ︑それに加えた長
雨で日照不足が続き︑稲
作農家や果樹農家の皆さ
んは︑大変ご苦労されて
いるとお聞きします︒
８月後半に常任委員会
視察で︑農福連携事業が
行われている北海道芽室
町を訪問し︑ジャガイモ
加工施設を視察しました︒
今年の北海道東部は︑春
先からの低温と日照不足︑
また︑度重なる台風の直
撃等で農作物の生育が悪
く︑事業にも影響が出て
いるとのことでした︒
改めて︑天候に左右さ
れがちな農業の難しさを
感じさせられました︒
これから本格的にリン
ゴの収穫時期を迎えます︒
より豊かな実りを願って
やみません︒

中野市議会だより

