
 

 

池田清市議会ニュース  Ｎｏ．２９  ２０１１  冬 号  [部内討議資料] - 1 - 

HPアドレス http://www10.plala.or.jp/gikai-21/ 検索 池田清 E-mail gikai-21@gray.plala.or.jp 

                             ◇発行  池田清自治研究会（桂会） 

                                 ◇住所  381-2205長野市青木島町大塚８７３－１７ 

                                 ◇連絡  TEL・FAX ０２６－２８３－０６１７                                 

市長に平成２３年度予算重点施策を要望 
昨年１２月１６日、市民ネットは鷲澤市長に対し

「平成２３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。６８項目に及ぶ重点施策を市

長に説明し、予算化を要望しました。 

市民会館・第一庁舎の建て替え問題、住民自治

協議会の充実、長野電鉄屋代線をはじめとする公

共交通の維持・発展など課題は山積しています。 

真に「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     【要望書を市長に渡す市民ネット池田代表】 

し筋を通していきます。 

二転三転し、市民会館は現在地に！ソフトもこれから 
二転三転の末、市長は市民会館の建設

地を現在地とし、庁舎と市民会館でロビー

などを共用する一部合築案（Ｂ案）で進め

ていくことを表明しました。 

議会特別委員会、建設検討委員会、市

民ワークショップがともに市が示した基本

的な考え方を了承したことを、受けてのも

のです。しかし、建設検討委員会で議論さ

れたように、B案で不足する要素があれば 

次回に検討することになりました。B案は 

【玄関棟と現在の市民会館を敷地とする配置B案】      併設案（A案）に比べてベターではあるが

ベストではないことを如実に示しています。現在示されているブロック平面図だけでは全く不十

分です。今後策定される基本計画において教育委員会が示した新市民会館の４つの役割が

具現化できるような運営管理計画の構築が求められます。市民への情報公開も必要です。 

  ハード、ソフトともにまさにこれからがスタートです。 

長野電鉄屋代線・「廃線」のための法定協ではない！ 

長野電鉄活性化協議会が大詰めを迎えています。協議会は法律に基づき、存続の様々な

手だてを模索するため設置されるもので、廃線にお墨付きを与えるためではありません。 

地区労組会議と社民党で構成する長野地区公共交通対策会議は「バス代替」を数の力で

結論を急ぐことのないよう、若穂・松代など沿線住民とも連携し、全力で取り組みます。 

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２日に開会し、市民会館の建て替え、地域公共交通の再生・活性化、

中山間地域の活性化などについて活発な議論を展開し、２０日閉会しました。教育委員などの

人事案件を含め市長が提案した２２億円の補正予算案やゴミポイ捨て防止条例案、市有施設

の指定管理者の指定など７５議案を原案通り可決しました。 

私は本会議で市民会館の建て替えについて、医療的ケアの必要な児童の保育園利用につ

いて、長野電鉄屋代線の存続について、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 政策形成過程の情報公開と市民へ

の説明責任を果たすべき！ 

２月の基本構想の策定以降、新市民会館

の建設地は二転三転し、迷走とも言える状

況に陥った。そうした中でも東街区案につい

ては３回の市民説明会を実施した。 

結果として議会全会派の反対もあり、建

設地は現在地となった。最終局面とも言え

る段階での提案について市民説明会を行わ

ないことに市民は納得がいかない。 

市民合意形成のプロセスが不十分。政策

形成過程の情報公開と市民への説明責任

について市長の見解は？ 

【質問席で一問一答方式で市長に質問】 

 

市長答弁 随時、市民に示し、意見を伺う 

  市民会館の建設地については、市民や市

議会、建設検討委員会や市民ワークショップ 

の意見を十分聞いた結果、市としての方向

性を示したものである。 

政策形成過程の情報公開と市民への説明

責任については、基本計画や基本設計など、

それぞれの検討段階において、随時、市民

示し意見を伺いながら、建設を進めてまいり

たいと考えている。 

 

質 問 運営・管理などソフトが重要。専任

職員の配置し仮称・長野市文化振興事業団

を設立すべきと考えるが教育長の所感は？ 

 ９月本会議において教育長は新市民会館

に求める四つの役割について熱く述べられ

た。実績を上げている他市の文化施設の運

営事例のほとんどが市と人的にも、財政的

にも深いつながりを持つ文化振興事業団が

運営・管理を担っている。 

 有能なプロパー職員の要請と市文化振興

事業団を設立すべきと考えがえるが？ 

 

教育長答弁 検討していく。 

 教育委員会が描く役割を果たすためには、

できるだけ早期に早期に専任職員を配置す

ることが必要と認識している。 

 文化振興事業団の設立については、他市

の現状等を分析する中で、運営のメリットや

デメリット等を検証し、市民の意見をいただ

きながら検討してまいりたい。 

 

２ 医療的ケアの必要な児童の保育園利用

について 

質 問 安全な保育環境の整備すべき！ 

 吸引、経管栄養、導尿、酸素吸入など医

療的ケアの必要な児童が地域で安心して暮

らせる社会を構築していくことは容易ではな

い。本人や家族の肉体的・精神的、そして経

済的困難は大きく、このまま放置できない。  

 県の補助制度を利用して、専任の看護師
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を配置した波田町の事例などを参考に本市

も新たな制度を構築すべきと考えるが？ 

 

保健福祉部長答弁 調査研究していく。 

 今回相談いただいている児童については 

主治医の意見を聞く中で、看護師が配置さ

れている保育園があることから、入所認め

る方向である。 

 新たな制度の構築については保育園への

看護師の配置には国の補助がなく、市独自

の財源が必要となる。来年度から保育園の

看護師の増員検討しているので、さらに調

査研究してまいりたい。 

 

質 問 障害者査閲禁止条例の制定に向け

一歩前進すべき！ 

「障害者が社会生活上様々な困難や制約を

受けるのは、その人の精神的・身体的欠損

があるからではなく、私たちの社会が、その

ような人たちを社会の主流に入れないよう

にする様々な物理的・制度的なバリアを巡ら

しているからである。私たちの社会に多数者

の無遠慮や想像力の欠如による排除の構

造があること、そしてそれを変えていかなけ

ればならないことは、条例をもって明確に県

民に示すのでなければ多数者の価値観は

変わらない。」 

これは平成１６年、県社会福祉審議会が

当時の田中知事に障害者差別禁止条例の

制定を求めた提言書の一部である。阿部新

知事も前向きな姿勢を示している。 

 冬季オリンピック、パラリンピック、スペシャ

ルオリンピックスの三大会を開催した世界

唯一の都市として、一歩前進すべきと考え

るが、保健福祉部長の所見は？ 

 

保健福祉部長答弁  国及び県の動向を注

視しながら、研究を継続していく。 

  市障害ふくしネットの「けんり部会」におい

て専門の講師を招き学習会を予定している。

国は「障害者制度改革推進会議差別禁止

部会」を発足させた。「障害者差別禁止法」

の検討が始まった。 

県では９月議会において条例制定に向け

て取り組んでいく状況のようだ。本市として

も、国及び県の動向を注視しながら検討を

重ね、条例の必要性に向けた研究を引き続 

き継続してまいりたい。 

 

３ 長野電鉄屋代線の存続について 

質 問 引き続き実証実験を継続すべき！ 

総合連携計画は３年という期間がある。初

年度の実証実験は限定的なものである。 

利用者を増やそうという、前向きなベクト

ルではなく「廃止やむなし」につながるデー

タを蓄積するための実証実験と邪推されか

ねない積極性に欠けた内容であった。 

それにもかかわらず利用者が１０％増と

なった。様々な厳しいデータを根拠に拙速に

結論を出すのではなく、引き続き実証実験

を継続すべきと考えるが、所見は？ 

【一度休止したら廃線が必至の長野電鉄屋代線】 

 

 企画政策長答弁 年度内に結論を出したい 

「現時点でバス代替を結論づけるのは拙

速」との意見もあったが、他に「このまま赤字

を全て長野電鉄に押しつけてはならない」

「公的支援については、住民のコンセンサス

は必要」などの意見をいただいた。協議会委

員の意識や考え方には若干の距離があるこ

とから、より詳細なデータを示し、年度内には

結論を出してまいりたいと考えている。 

 

質 問 市は積極的に財政支援をすべき！ 

 中期計画に鉄路を減らさないとする県や、

沿線の須坂市、千曲市と粘り強い協議を行

う中で、三重県三岐鉄道北勢線や福井県福

井鉄道福武線などの成功事例を参考に市

が積極的に財政支援をすべきと考えるが？ 
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企画政策部長答弁  社会的効果は発現さ

れない！ 

   屋代線の費用対効果分析調査によると、

屋代線の３０年間の純便益はマイナス１．３

億円である。このことから、現状のままでは

屋代線が存続しても大きな社会的効果は発

現されないという分析結果になった。 

   北勢線は名古屋都市圏の一部を形成して

おり、平成１９年の年間輸送人員は約２１９

万人である。福武線は約１６１万人。年間約

４６万人の屋代線と比べて条件ははるかに

良好である。 

運営スキームの方向性の決定については

協議会に参画する中で結論を出してまいり

たい。 

選挙管理委員くじ引きで決定 
１２月市議会最終日に任期満了に伴う市

選挙管理委員４人を選ぶ選挙が行われた。

候補者２人がともに７票で４位となり、議会

事務局職員がくじを引いて当選、落選が決

まった。立候補制でないため、誰が候補者と

なっているのか、全体像が全く判らない中で

選挙が行われるという不思議な選挙である。      

会派の押す人が様々な駆け引きの中で候

補者として浮上してくるのである。 

透明で公正な選挙を標榜する選挙管理

委員を事前の根回しと票読みによって決め

ることに大きな違和感を憶える。そして、選

ばれた委員４名の内３名が元市議会議員で

あることを、市民はどのように思われるのか

お聞きしてみたいものである。

臨時市議会 市民会館廃止条例を賛成３２、反対７で可決！ 
「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  【臨時議会における経済文教委員会委員長報告】 

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 

編集後記 ▽市議会ニュース第２９号をお届けします。▽今年はうさぎ年。飛躍の年にしたいもの

です。ご支援よろしくお願い申し上げます。▽ここ数年暖冬続きでしたが、この冬は寒さが厳しく、積雪

も５年振りに３０センチを越えました。▽今後の積雪によっては小田切の実家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。呉々もご自愛下さい。 
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