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やる気をなくす？「地域やる気支援補助金」 
  住民自治協議会の本格実施に伴い創設された「地域

やる気支援補助金」に応募した小田切地区の「マウンテ

ンバイクコース整備事業」は残念ながら不採択となって

しまった。 

麻庭の東側の農道と小田切小中学校の閉校に伴い

使われなくなった通学路を利用して、マウンテンバイク 

コースを愛好者と地域住民が一緒に整備し、愛好者と

の交流を通じ地域の活性化を図ろうとするものである。 

昨年度、地域活性化アドバイザーと小田切支所長、    【わずか２分間のプレゼンテーション】   

住民自治協議会の皆さんが協議して事業案がつくられた。小田切地区住民自治協議会会長

と前上宮野尾区区長の２名がプレゼンテーションを行なった。２分間のアピールと４分間の質

疑応答の計６分間で補助金交付が決まる。あっという間に時間が経過した。 

 １８地区３２事業の中で小田切地区は残念ながら得点を伸ばすことができなかった。７６万円

を見込んだ事業は大幅な縮小を余儀なくされた。中山間地地区の中でも最も人口が尐なく、最

も活力に乏しい小田切地区。活性化のきっかけの一つとして期待された事業が不採択となっ

た喪失感は大きい。やる気をなくした「地域やる気支援金補助金」選考委員会であった。 

イトーヨーカドーは現在地での営業継続を表明 
市民会館は東街区？ 「何が何でも権堂」には異議あり 

先に示された市民会館基本構想はイトー

ヨーカドー長野店が現在地での営業継続を表

明したため再検討を余儀なくされた。 

市長はいち早く反応し、６月議会の一般質

問最終日、東街区への市民会館建設に前向

きな姿勢を示した。そして、再開発準備組合の

要望を受け、東街区での市民会館建設の可

能性について検証が行われてきた。 

その結果を受けて、８月５日の議会各会派 

【東街区に建設した場合のイメージ図：市の HP から】  への説明は「長野市民会館の建設地の検証に

ついて」という２７ページに及ぶ資料に基づく用意周到なものであったが、「何が何でも権堂」

と言わんばかりで、まさに「先に結果ありき」の感があり、異議ありと言わざるを得ない。 

合併特例債の期限により、いよいよ最終局面となってきた「市民会館建て替え問題」は市

長の説明責任とともに特別委員会を設置した議会の役割が問われることにもなる。 

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６月１０日に開会し、平成２２年度一般会計補正予算（２億９千万円余

を追加）など、市長提案４８件の議案を原案どおり可決するとともに人権擁護委員の人事案に

同意し、６月２５日に閉会しました。 

私は本会議の個人一般質問において、「地域やる気支援補助金」、「市民会館の建て替え」、

「消防職員の勤務時間」について質問しました。 

詳細は以下のとおりです。 

 

１ 地域やる気支援補助金について 

質 問 ２分間のプレゼンは短すぎる、 

補正予算を編成すべき！ 

特色あるまちづくりや地区課題の解決に

積極的に取り組もうとする住民自治協議会

のやる気を支援するために設けられた総額

１，０００万円の補助金に対し、１８地区から

３２事業の応募がありました。７名の選考委

員による公開選考により１４地区１６事業、９

７９万円が内定しました。逆に、４地区１６事

業は不採択となりました。 

２分間のプレゼンテーションと４分間の質

疑応答の計６分間が採択か不採択かに大

きく影響しました。制限時間になると「ブー」

と無機質なブザーが鳴り、容赦無く発表は

断ち切られました。 

７つの事業を提案し、全て不採択となった

地区がある一方で、３事業が全て採択され

た地区もあります。著しくアンバランスです。

勢いのある地区と補助金により元気を出そ

うと頑張ったが不採択となり、やる気をなくし

地区の差が今後更に大きくなったしまうこと

も危惧されます。２年連続交付の事業があ

ることも考えると、来年度の予算額を増額す

るか、或は今年度内に補正予算を編成して

文字通り「やる気を支援する」補助金を交付

することも考えていくべきです。「やる気をな

くす補助金」にしてはいけないと考えます。 

地域振興部長答弁 課題が残った。二段階

選考など工夫が必要。 

  【Ｍバイク愛好者が大勢参加し、コース整備に汗を流す】 

多くの御意見を頂いたものに、公開選考

会におけるヒアリング時間の短さがありまし

た。これは、予想を超えた多くの御応募が

あったことによりますが、特に、不採択となっ

た地区の皆様には御不満な点だったのでは

ないかと思います。来年度は、更に多くの御

応募をいただくことが予想されることから、選

考を二段階で行うなどの工夫が必要だと感

じております。また、今後は申請者と十分協

議した上で、補助要望額を査定するなどの

手法についても検討をしてまいりたい。 

  不採択となった地区のやる気についてであ

りますが、現在のところ選考結果に対する不

満などで、事業のやる気をなくしたといったお

話は直接は伺っておりません。 

 

２ 市民会館の建て替えについて 

質 問 民民の問題と言いつつも行政丸抱

えの大事業。民民の交渉を見守るだけでな

く、説明責任を果たすべき 
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  再開発事業への市の関与についてお伺い

いたします。 

   文化芸術の拠点としての市民会館なのか、

あるいは権堂地区のにぎわいの再生のため

なのか、すなわち再生のために必要不可欠

な大型店イトーヨーカドーの存続のための市

民会館なのか、この連立方程式を解くのは

容易ではありません。総事業費１２５億円の

うち、市民会館建設費に約８０億円、再開発

事業への行政の補助金は国が約１５億円、

県が４億円、市が１２億円の計３１億円です。 

   つまり長野市は、９２億円の税金を投入す

ることになります。長野市の総事業費に占め

る負担割合は７３．６パーセント、国・県を合

わせると、８８．８パーセントです。再開発組

合が施行する民間事業といいながら、ほとん

どが税金で賄われようとしています。 

   これだけの税金を投入しようとする大事業

にもかかわらず、現在行われている準備組

合とイトーヨーカドーとの交渉について、民間

と民間の問題であると見守りつつ、ただ報告

を待つのでは、市民の理解を得ることはでき

ないと思います。市民や議会に対し説明責

任を果たすべきです。 

都市整備部長答弁 関係者に誤解や混乱

を招く恐れがある。慎重を期す。 

  イトーヨーカドーとの交渉については、準

備組合、長野市、長野電鉄の三者で営業継

続を前提に交渉を進めており、店舗の規模

や休業の期間などが交渉のポイントとなって

おります。この交渉の主体は、事業施行予定

者である準備組合とビルの賃貸契約を結ぶ

予定の長野電鉄が中心となっています。 

   しかし、議員さん御指摘のとおり、今回の

その事業費の多くを行政が負担することとな

るため、市としましても、事業に投入される補

助金等が適正に執行されるように指導、監

督する責任があり、支出される補助金の内

容についても、市民の皆様にきちんと説明す

る義務があるということは、言うまでもありま

せん。 

 ただ、現時点では多くの点で交渉、検討段

階であり、この時点で不確かな情報を開示す

ることは、相手に不利益をもたらしたり、関係

者の間に誤解や混乱を招くおそれがあり、事

業の進展に支障を来すこととなります。 

   特に、民民間の賃貸借に関する交渉内容

や個人、企業に関する内部情報につきまし

ては、市の情報公開制度上も情報の開示に

ついては、慎重を期すこととなっております。 

再質問 ４者協議はどうなったのか？ 

   市長はいわゆる４者による協定を結ばなく

てはいけないのではないかということを度々

おっしゃっておられます。答弁を求めます。 

  市長答弁 事前にはお話できない 

基本的に言うと、そういうことを事前にお話

しすることはできません。これはやることに

よって、この計画はつぶれる可能性もありま

すから、私どもとしては、イトーヨーカドーが

残って継続営業をしてもらうということが、一

つ大前提で考えてますので、そのことと今の

お話を、私が例えば、今こういうふうになって

いますというような話を申し上げること自体

は、私は避けさせていただきます。 

 

３ 消防職員の勤務時間について 

質 問 就業規則等を遵守するための適正

な措置が必要！ 

消防広域化研究協議会の調査によると

長野市消防局の当直者の年間の勤務時間

数は日勤者より１４．５時間多く、また年間

の週休日・休日は当直者が日勤者より１１

日尐ないとのことです。勤務時間の超過分

については時間外手当の支給、また休日の

不足分については休日給を支給しなくては

いけないと考えます。就業規則等を遵守し、
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適正な措置を講じられるよう望みます。 

  消防局長答弁 消防長が割り振りを行う 

年間の勤務時間数が日勤者より当直者の

方が多い場合、当直者の勤務時間数を日勤

者と同等にするため、通常の勤務サイクルに

よる公休日のほかに、消防長が週休日の割

振りを行っております。平成２１年度において

は、当直者の勤務時間が日勤者の勤務時間

より２２．２５時間多くなるため、その差に相当

する日数である３日間を週休日として割り振

りました。 

  平成２２年度においても、当直者の勤務時

間が日勤者の勤務時間より１４．５時間多く

なるため、その差に相当する日数である２日

間を週休日として割り振ることとしており、法

令等を遵守した適正な勤務体制となるように

努めております。 

 ＊再質問で上田広域消防の休日手当支給につ 

図書購入費５年で３０％減！ 

６月市議会の質問で市立図書館の図書

購入費が平成１７年度をピークに、ここ５年

間で約３０％の減額となっていること明らか

になった。市の厳しい財政状況は教育委員

会においても聖域でないことは分かる。また、

教育委員会の最重要課題が多額の費用を

要する小中学校の耐震化であることも承知

している。 

しかしである。司書資格を持つ正規職員

が尐なく、資格を持つ嘱託職員に頼らざるを

えないソフト面でのお寒い現状とともに、文

化行政の貧困を露呈することとなった。 

文化・芸術の拠点としての市民会館の建

設を謳いつつも街の賑わいの創出を優先す

る市政方針と見事にシンクロしている。文化

の薫り高い街づくりの前途は多難である。

いても言及したが答弁は噛み合わなかった。

 シリーズ 世界一人旅   
４ 最終章 その４    旅の終わり－   

２か月ぶりの帰国

ハバロフスク空港からアエロフロートのイ

リューシンで新潟空港までは２時間１０分のフラ

イトである。１２時５５分、定刻に離陸する。隣の

席のロシア人と会話する。２１歳の男子学生は

サーカス団の通訳として日本へ行くのだそうだ。

流暢な日本語だ。私のロシア語もほめてくれた。

そして２時間後、眼下に緑豊かな日本の大地が

見えてくる。整然と区切られた田んぼの稲が実

に美しい。そしてスムーズなランデイング。 

時計は午後３時５分。１時間の時差がある。

時計の針を戻す。日本時間午後２時５分だ。 

長いようであっという間の２か月。様々な思いが

去来するが、思い出の詰まったバッグを背負っ

て飛行機を降りる。ロシア人のスチュワーデスに

「スパシーバ、ダスビダーニャ」と声をかける。   

「Спасибо!、До свидания!」ときれいなロシア

語が返ってくる。ロシア再訪はいつのことか。そ

してそれはかなうのか。私は入国審査の列に並

んだ。  ・・・世界一人旅：欧州編は今回が最終

回です。ご愛読ありがとうございました。 

編集後記 ▽市議会ニュース第２８号をお届

けします。▽遂にじゃが芋畑と水田にイノシシ被

害防止の電気柵を設置しました。▽中山間地で

農業を続けるには手間と金がかかります。▽農

地を荒廃を防ぐため、めげずに頑張ります。▽

暑さはまだ続きます。くれぐれもご自愛下さい。
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