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信州新町・中条村と合併 中山間地振興が急務！ 
 ２０１０年１月１日、新長野市が誕生しました。これま

での信州新町と中条村を編入合併し、人口は３８万

９千人、面積は８３４平方キロメートル、人口では県

内最大、面積は第２位の都市です。 

約７割が森林です。それはそのまま山間部や丘陵

部の農地や集落からなる「中山間地」が更に広がる

ことを意味します。都市の均衡ある発展のため中山

間地の振興は市政の最重要課題の一つと考えます。  【合併カウントダウンイベント：長野市のHPから】 

 市民会館は権堂に？ 市長の白紙表明は・・・？ 
市長は１月７日、市民会館基本構想（案）

を市民ネットに説明しました。「建設場所は

権堂地区とし、施設構成は建設検討委員会

の提言どおりメインホールを１，３００～１，５

００席程度の音楽ホールとする。また３００席

程度の演劇ホールも設ける。イトーヨーカ

ドー長野店を解体し、市民会館を建設すると

ともに長野大通りを挟んだ長野電鉄ビルも 

【権堂地区再開発研究会の完成予想図：長野市のHPから】  解体し、商業施設と駐車場を含むビルを建設

する」という総事業費は１１５億円の大プロジェクトです。（市民会館は７７～８０億円） 

市長選においては、「建て替えの要・不要を含め白紙」として争点となることを避けました。

１１月の市民会議においても「白紙表明」しつつ、建設検討委員会は「建設を前提」に議論を

進めてきました。建設ありきの「白紙表明」の公言は市民との協働を市政運営の基本とする

市長の政治姿勢と大きな乖離があります。市長の説明責任が問われると考えます。 

市長に平成２２年度予算重点施策を要望 
昨年１２月４日、市民ネットは鷲澤市長に「平成２２

年度予算編成における重点施策の要望書」を提出し

ました。全６０項目の重点施策を市長に説明し、予算

化を要望しました。 

しがらみを排して真の「選択と集中」が具現化する                              

よう市民ネットは更にチェック機能を強め、市長の市

政運営に対し筋を通していきます。              【要望書を市長に手渡す市民ネット池田代表】 

議会発２１世紀 

－市民一人一人が主人公－ 
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【１２月議会報告】 

１２月市議会定例会は３日に開会し、信州新町と中条村との合併に伴う条例の制定・改正

の他、総額３２億円余の補正予算案など１４９件の議案を可決し、２４日に閉会しました。 

私は本会議の個人一般質問で市民会館の建て替えについて、都市内分権に関連して区長

委嘱制度について、市長選などについて、質問を行いました。詳細は以下のとおりです。 

 

１ 市民会館の建て替えについて 

質 問 白紙表明と整合性がつかない！ 

市長は白紙を表明しつつも、建て替えを

前提に議論が進む建設検討委員会と、これ

を支える市当局、白紙表明と整合性のつか

ない現状について、市長の所見は？ 

市長選に際し、他候補の「白紙に戻し再検

討をする」との公約を意識したものと考える。

マニフェストでも、建て替えが是か非かを含

め、広く意見を聞きたいと軌道修正を行なっ

た。市長の真意は？ 

 

【建て替え議論が進む現在の市民会館】 

 

市長答弁  合併特例債の活用が最も市の

負担軽減となる 

  市民会館と第一庁舎については、耐震対

策を仮に建て替えとした場合には、両施設で

百億円以上の経費負担が予測さる。財源措

置については、合併特例債の活用が最も市

の負担軽減を図ることができる。 

今回の市長選に臨み、市民会館の建て替

えについて白紙と申し上げたのは、これまで

検討してきた市の基本的方針に対して、改め

て建て替えの要・不要を含め、市民の意見を

聞きたいと考えたからである。 

再質問 「建設前提」の建設検討委員会は

休止すべき！ 

   納得のいく説明にはなっていない。 

建設検討委員会を一度、休止にすべきでは

ないか？ 

市長答弁 その必要はないと思っている 

 

２ 区長委嘱制度廃止について 

質 問 区長制度そのものの廃止と誤解が

誤解され、混乱を招いたのでは？ 

 区長の委嘱制度の廃止提案が区長制度

そのものの廃止と誤解され、混乱を招いた

ことも事実。これを打開するため市長は、 

４６０名の区長全員に二度にわたって文書

を送り、その中で委嘱制度の継続の可能性

についても言及されたと側聞する。そして今

般、区長会との話し合いで、区長委嘱制度

の廃止と、本年度での区長会の解散の代替

案として、一、行政連絡区の設置、二、記章

の貸与、三として、市長メッセージの伝達の

三点で合意した。市長選を挟んでのこの一

連の経過に「ぶれ」があると言わざるを得な

いが、見解は？ 

市長答弁 住民自治協議会は、市民・住民

の皆さん自らの手で作り上げていただいた

任意組織で組織構成や構成員について、

市が関与することはできない 

  市は住民自治協議会とのパートナーシッ

プを推進しつつ、なおかつ、必要に応じて、

区長さんを中心とする区や自治会とも連携

することで、よりよい地域づくりに寄与できる

仕組みと考えている。 
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３ 市長選にについて 

質 問 わずか６５１票差の辛勝であったが 

  三つどもえの厳しい選挙戦を制して三選を

果たしたが、次点の候補者との差はわずか

６５１票であった。また、二人の対立候補が

獲得した票は、合わせて８８，９００票余り。

市長が獲得した５８，３００票余りを大きく上

回った。加えて、投票率も過去最低であった

前回市長選の３８．９パーセントを１１．８ポン

ト上回ったものの、５０パーセントを割り込ん

で４８．８パーセントに止まった。この結果を

重く受けとめなくてはならないと考えるが？ 

 市長答弁 真摯に受け止める 

三期目のマニフェストに謳った、「みんなの

声が長野をつくる」を政治姿勢の根幹に据え

て、市民の皆様の様々な御意見、もちろん議

員さんお一人お一人の御意見によく耳を傾

け、その内容を十分に見極めながら、大局的、

総合的、そして長期的な視点に立った市政

運営に努めてまいりたい。 

 

４ 「発達総合支援センター」整備について 

質 問 事業者への財政支援が必要！ 

  長野ろう学校の改築に伴う三輪学園の

改築については発達総合支援センターの実

現を求める三輪学園・愛の樹園・篠ノ井愛の

樹園の保護者の皆さんを中心とする２４００

筆を越える署名を携えて市長に陳情した。 

 事業主体である市社会事業協会への支援

を含め、現在の進ちょく状況は？ 

保健福祉部長答弁  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。 

  三輪学園については、当初、県の長野地区

特別支援学校再編整備計画によって、長野

ろう学校の改築が必要になることに合わせて、

現地での改築を検討してきたが、社会事業

協会が、同協会内の施設との連携に向けた

検討を行なう中で、三輪学園に発達総合支

援センター機能を併設したいという強い希望

があり、建設に当たっては、今までと比べ広

い敷地が必要となることから、用地拡張につ

いて県と協議してきた。しかし、調整がつか

なかったため現地での建設を断念し、新たな

建設場所を検討することになった。 

現在、市においては、未利用地の活用等、

社会事業協会に提供できる用地について検

討をしているところである。 

 

５ 子ども部の設置について 

質 問 子ども部が必要では 

 出生時から十八歳までのライフステージご

とに縦軸で支援する子供部が必要と考える。

昨日の質問でも、前向きな答弁がなかった

が、子供部の設置については前向きな検討

をすべきと考えるが？  

副市長答弁 バランスを考え前向きに検討

してまいりたい 

 質問にあったように、中核市では横須賀市、

豊田市、相模原市、長崎市などが設置して

いるが、保育に加え、教育、保健分野まで総

合している例は少ない状況である。 

  簡素で効率的な組織機構への転換を進め

る中で、市民ニーズや社会情勢を見極めな

がら、バランスのとれた組織体制となるよう

十分に検討をしてまいりたい。 

教育委員人事案に同意 

１２月市議会最終日に教育委員の人事案

件が追加提案された。１２月２２日で任期満

了となった前教育長の後任として新たな教

育委員を任命したいというものだ。市長は提

案説明で「あり方懇話会」の副座長そして

「市民会館建設検討委員会」では委員長を

務めていた堀内氏を「人格・識見に富む」教

育委員にふさわしい人物と説明した。 

人事案は賛成多数で同意された。
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３月議会に「商店街活性化条例」議員提案？ でもその前に 
「商店街の活性化に関する条例」いわゆる「商店会加入促進条例」を議員提案しようとする

検討委員会が設置され条例化に向けた動きが急です。発端は商店会連合会が商店会への

加入率が低い現況を打破しようと条例を制定した相模原市などの事例を参考に市に対し条

例の制定を要望したところから始まりました。 

商店会への「加入促進条例」が即刻商店会の活性化に繋がるとは思えません。罰則規定

がない理念条例にしても行政のお墨付きが無言の圧力となることは容易に想像がつきます。

拙速に議会が業界の要望を受け条例を制定することは大いに疑問です。３月議会において

制定ありきではなく、時間をかけた議論が必要だと考えます。 

１０６ある商店会の考え方にも温度差があると聞きます。商店会連合会は条例の必要性を

余り感じていない商店会を含め、全商店会へ説明をすることが必要ではないでしょうか。「商

店会の責務」「市民等の協力」をどのように市民に説明し、理解を得るのか説明責任が問わ

れるのではないでしょうか。 

 

 シリーズ 世界一人旅   

４ 最終章 その３ 再びのハバロフスク 

そして新潟へ 

モスクワの「ドモジェドボ空港」を飛び立ったア

エロフロートのイリューシンは無事ハバロフスク

国際空港に着陸した、滑走路の舗装が傷んで

いるのだろう、ずいぶん揺れる。到着口には例

によってインツーリスの職員が待っていてくれる。

搭乗客のほとんどがロシア人だから見つけ出す

のは容易だ。東洋人はおろか日本人はどうやら

私１人だけのようだ。タクシー乗り場に案内して

くれ、運転手に「インツーリストホテル」と無機的

に告げる。インツーリストホテルはアムール川の

畔にある外国人向けの立派なホテルだ。チェッ

クインを済ませ、いつもの鍵おばさんから鍵をも

らう。部屋は清潔感に満ちている。荷物を整理し

てシャワーを浴びる。 

そして街を歩く。５月１０日、モスクワに向かう

シベリア鉄道に乗るために来たハバロフスク駅

を再び訪れる。既に２か月が経過しようとしてい

る。この間の様々な出来事が思い浮かび、しば

し感傷にひたる。数多いロシア正教会を目に焼

き付けながら帰路に着く。ホテル近くの公園 の 

【シベリア鉄道ハバロフスク駅】 

ベンチに腰を下ろしていると顎髭が印象的な青

年が英語で話しかけてきた。彼は２５歳の航空

機関士。出身はグルジアのトビリシだという。 

 グルジアはカスピ海と黒海の狭間に位置し原

油パイプラインもあり、経済的にも政治的にも重

要な国である。また、複雑な民族問題も抱えて

いる。彼は日本の文化に関心を持っている。 

 意気投合してホテルで夕食を共にする。ウォッ

カをいささか飲み過ぎた。部屋に戻ったのは午

前零時３０分。明日の午後零時５５分発のアエ

ロフロートが私を新潟に連れ戻す・・・次号に続く 

 

編集後記 ▽市議会ニュース第２７号をお届

けします。▽暖冬がここ数年続いましたが、今年

は年末からまとまった雪となりました。▽屋根の

雪下ろしをしなければならないのか？心配です。

▽寒さはこれからです。ご自愛下さい。
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