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市民会館建て替え・市民合意のプロセスは？ 
市長は６月市議会の市政方針で市民会館について「音響効果に十分配慮した１，５００席

程度の収容能力を持つ多目的ホール」とすること、「財源として基金を充当する他、合併特例

債の活用を前提として平成２７年４月の供用をめざす」こと、「建設予定地は「あり方懇話会」

からの報告のとおり「公共交通による利便性が高く、市民が来やすい場所」という観点から検

討してきた結果、現在地を含めた中心市街地の１０

カ所を検討し、「長野駅前地区再開発事業予定地

（ながの東急百貨店駐車場周辺）」「権堂Ｂ地区再開

発事業予定地（イトウヨーカドー周辺）」「現在地」の３

つの候補地に絞り込んだ」ことを明らかにしました。 

再開発が先にありきではない政策形成過程から

の情報公開が求められます。そもそも１，５００席が

妥当なのか？財源として合併特例債は将来に過大な負担とならないのか？９月までに結論

を出すことは性急過ぎます。市民が納得し、合意できる道筋を示すことが求められています。 

期待される中山間地活性化アドバイザー 
  ４月から中山間地を抱える１１地区の支所に「地域活性化アドバイザー」が配置されました。

市長は施政方針で「アドバイザーの配置の唯一の目的は、中山間地域の活性化です」と言い

切っています。基本的な軸足は住民自治協議会に置いて、集落支援のための実態調査や、

不法投棄パトロール、森林等の地域資源の活用に向けた調査協力など、中山間地域の地域

経営への支援全般を担うことを期待されています。 

 ２年先、３年先の活性化をめざすのではなく「今そこにある中山間地の危機」を打開する糸

口を見つけなくてはならないのです。であるからこそ即戦力となる人材の配置が不可欠です。     

概ね３年間という派遣期間の中で、多くの成果が各地区で出ることを切に願うものです。 

ついに我が家のジャガ芋畑も猪の被害に！ 
 ７月中旬の早朝に小田切の実家で８０歳を迎えてもまだま

だ元気に農作業に精を出す母から電話がありました。収穫を

間近にしたジャガ芋畑が猪の被害にあって８割が食い散らか

されてしまったとのこと。７キロの種芋を植え付け丹精こめて

育ててきたのに本当にがっくりです。 

 駆けつけて見ると何頭もの足跡が畑一面に。市道沿いで横

には農具ハウス、藪からも離れているのについにここまで来

たか。元気を出してやるしかありません。めげてはいられません。      【８割が被害に】 

議会発２１世紀 

－市民一人一人が主人公－ 
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【６月議会報告】 

６月市議会定例会は１１日に開会し、３月市議会において全５会派の反対で提案できなかっ

た監査委員の選任を行なった他、総額１億７，７００万円余の補正予算案など１６件の議案を

可決し、２６日に閉会しまた。私は本会議の個人一般質問で市長の政治姿勢について、人事

院臨時勧告・地域手当他について、市民会館・第一庁舎の立て替えなどについて、質問を行

いました。詳細は以下のとおりです。 

 

１ 次期市長選、三選出馬について 

質 問 冒頭の所信表明で行なうべき！ 

本議会最初の最大会派の議員の「三選

出馬の意向について」という質問に答える形

で出馬表明されたことは大変残念である。

推薦を受けた最大会派への配慮が先にあり

きではなく、出馬表明は市民に向かい堂々

と行うべき。市民とのパートナーシップ標榜

するのであれば、尚更。対等平等のスタン

スで市民に向かい真摯にそして堂々と行う

べきであったと思う。市長の所見は？ 

市長答弁 出馬する、しないはある意味「わ

たくしごと」である 

  議会冒頭における所信・及び議案説明の

場は、議会に提案した議案の審議をお願い

する前提として、その時々における市政全

般の課題や各施策・事業についての施政方

針を説明する場と考える。確かに、その場で

出馬表明するという選択肢もないわけでは

ないと思うが、市長選へ出馬する・しないと

いう、ある意味「わたくしごと」については、遠

慮させていただくのが筋ではないか。 

再質問 議場の市長は「私人」ではない！ 

   議場における市長たる鷲沢正一氏は私

人でなく公人である。「わたくしごと」とするこ

とは疑問である。 

 

２ 人事院臨時勧告・地域手当について 

質 問 ０．２０月分凍結に異議あり！地域

手当についてはキチンと交渉すべき 

 夏季一時金０．２０月分を「一時凍結」する

という人事院勧告は異例ずくめである。また  

地域手当について市長は先の３月議会の

答弁で「規定は３パーセントになっているが、

私は出さないということを決めている」と答

弁された。地域手当については職員組合と

の交渉を継続して来た経過がある。人事院

勧告をものともせず持論を展開する乱暴な

答弁は多くの職員の失望を買った。市長の

ご見解は。 

市長答弁 市域単位で限定適用される地域

手当については極めて慎重に対応すべき 

  公務員は労働基本権を制約されているこ

とから、その代償措置でる人事院勧告は尊

重すべきと考えている。同時に国や県及び

たの自治体の職員との均衡も考慮し人事院

勧告に基づき「０．２０月分凍結」の専決処

分を行なった。また、地域手当については、

平成１９年度に１年遅れで給与水準を引き

下げたためラス指数は１０１．１と前年比プラ

ス１．３と高水準にあることから、現在の地

域手当１．５％は適正と考える。今後広域行

政の一層の展開が予想されることもあり、市

域単位で限定適用される地域手当について

は極めて慎重に対応すべきでると考える。 

 

３ 長野電鉄屋代線の活性化について 

質 問 幅広い市民の意見反映も必要！ 

 「長野電鉄活性化協議会」が設置され、今

議会にも負担金１，９９１万円の補正予算が

されている。２７名の委員によって構成され

ているが、一般利用者、女性など幅広い市

民の意見反映も必要である。バス交通の

「活性化・再生協議会」同様にワーキンググ

ループか分科会を置くべきではないか？ 
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【桑名市の三岐鉄道を視察】 

企画政策部長答弁  幅広い意見の反映は

必要不可欠。状況により、設置を検討する。 

  慢性的な赤字経営の上、車両は変電所

等の設備更新時期を迎えており、大変憂慮

すべき事態と伺っている。朝夕の通勤通学

をはじめ、他に交通手段を持たない高齢者

や子どもにとって、その果たすべき役割は大

きい。協議会への幅広い市民意見の反映は

必要不可欠。状況によっては分科会の設置

を検討してまいりたい。 

質 問 事業者への財政支援が必要！ 

 三重県の三岐鉄道「北勢線」、福井県の福

井鉄道「福武線」は沿線住民の存続・活性

化・再生に取り組む熱意と行動と共に自治

体の手厚い財政支援によって課題を持ちつ

つも路線の継承・再生が図られている。総合

連携計画による３年間だけの短期間の国の

支援によって活性化が図られることは困難

である。千曲市、須坂市 そして県とも連携

し、本市も１０年で総額２０億円から３０億円

もの債務負担行為設定し、財政支援を行な

うべきと考えるが、見解は？ 

企画政策部長答弁 公共財としての交通が

採算性のみによって存廃が決定されること

は適切でない。連携総合計画の３年後も各

種の補助事業を活用したい。 

  公共交通は都市にとって必要不可欠な

機能である。近年、事業として収益性が確

保されなくなると撤退を進める傾向が顕著

である。しかし、公共財としての交通が採算

性のみによって存廃が決定されることは適

切でない。鉄道は交通渋滞や、環境負荷の

軽減など、都市の抱えている、諸問題を軽

減する可能性を持っており、公益性の範囲

内で行政からの財政支援や、地域による支

援を行なう仕組み作りが必要と考える。 

 総合連携計画の３年後についても、各種

補助メニューについて検討してまいりたい。 

 

４ 市民会館の建て替えについて 

質 問 建設候補地選考過程の情報公開

が不足。プロセスの公開こそが必要 

 現在地を含めた中心市街地の１０か所を

建設候補地として検討してきた経過やそれ

が２つの再開発予定地と現在地の３候補地

に絞り込んだそうだが、再開発ありきの出来

レースではないか。政策形成過程からの情

報公開という観点から市長のご見解は？ 

市長答弁 検討途中での公表は避けた 

 市民生活への影響、不安を招きかねない

などから検討途中での公表は避けた。 

 市民会館は文化や情報の交流拠点となり、

「まちの賑わい」を広げ、活性化に果たす役

割も大きい。今後も政策形成にあたっては、

公開を原則に進めてまいりたい。 

 

☆その後、建設地決定は１２月に先送り 

 当初は９月までに建設予定地を決定した

いとしていた当局は、私をはじめ議会、そし

て市民の多様な意見を考慮して、委員数２０

名程度で構成する（仮称）長野市民会館建

設検討委員会を設立し、施設のコンセプト、

規模、機能、運営の方向性、建設候補地の

検討を行ない、建設地の決定時期を１２月

に先送りすると説明を求めてきました。 
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「政治倫理条例」を制定   

９月議会に「議会基本条例」 
 昨年６月の市議会議員の飲酒運転による辞

職を重く受けとめ、二度とこのような不祥事を繰

り返さないという議会の強い意志を示す「長野市

議会議員の政治倫理に関する条例」が制定され

ました。 

 議員の品位や名誉を傷つけ市民の信頼を損

なうような行為を行わないことなどの行為規範を

定めました。また、行為規範に反する疑いがあ

る場合は、議員の定数の十二分の一以上でか

つ二つ以上の会派の議員の連署、または選挙

権を持つ市民の百分の一以上の市民の連署を

もって審査請求することができます。 

私は市民の皆様への十分な説明がなされ  

ていないことを理由に、公聴会などを行いもっと

時間をかけ、９月議会でも遅くはないと主張しま

したが、少数意見でした。 

 そして、９月議会には「議会基本条例」が提案

されるようです。 

北海道栗山町議会が全国に先駆けて議会基本

条例を制定してから３年余りが経過しました。全

国から視察が殺到し、議会関係者にとって栗山

町は正に「聖地」となりました。栗山町の議会基

本条例をコピーしたかのような条例が雤後の竹

の子のように制定されたとも側聞します。美辞

麗句を捨象し、真に議会と住民との直接対話を

具現化する条例となるように私も努力します。

シリーズ   世界一人旅 

４ 最終章  空路ハバロフスクそして新潟へ 

до свиданая（ダスビダーニャ）麗しの大地 

２泊目の朝、モスクワのレニングラードスカヤ

ホテルの大きなバスタブになみなみとお湯を張

る。湯気に曇った窓ガラスの向こうにモスクワの

広大な街並みが広がっている。不要な荷物を整

理してパッキングする。財布もだいぶ軽くなった。

残金は日本円で４万円と少し。今日・明日の２日

間だ。新潟から自宅までの電車とバス代１万円

を確保。午前 10 時、フロアーの鍵おばさんに部

屋の鍵を渡し、１階のロビーに向かう。 

ロビーに日本人の姿は見あたらない。ソファ-

に腰を降ろす間もなく、日本語で話しかけてくる

中年男性。国営旅行社インツーリストの職員だ。 

「イケダサン？」「Да（ダー）・はい」と答える。外

に案内し、停まっているタクシーの運転手に「ドモ

ジェドボ空港」と告げる。私は荷物を抱えながら

後部座席に乗り込んだ。 

郊外に出ると一直線の片道３車線の道路を 

時速 100㌔を軽く越える猛スピードで突っ走る。 

  【アエロフロートのジェット機イリューシン】 

両側はポプラ並木だ。空港までは約１時間。

「Спасибо! （スパスィーバ）、до свиданая

（ダスビダーニャ）」運転手に声をかける。 

タクシーを降りるとまたまたインツーリスの職員が

声をかけてくる。大きなガラス扉の向こうには 

ロシア人の喧噪が聞こえる。人垣を越えてイン

ツーリスの職員が搭乗手続きをしてくれた。私は

微笑み「до свиданая」と言う。・・・次号へ続く 

編集後記 ▽市議会ニュース第２６号をお届

けします。▽梅雤明け後の天候不順でそばの種

をまくことができず困惑しています。▽これから

が夏本番です。暑く、そして忙しい夏になりそう

です。皆様のご健勝を祈念申し上げます。 


