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長電屋代線「実証実験の継続求める請願」継続審査に！ 
２月２日の長野電鉄活性化協議会におけ

る廃止決定に沿線の若穂・松代地区の住民

自治協議会は連名で３月市議会に「実証実

験の継続を求める請願」を提出しました。 

屋代線を持続可能な鉄道として運営して

いくためには、行政、住民及び事業者が一

体となって役割を果たしていくことが必要で

あり、自治体の財政負担や沿線住民の熱意

などを総合的に考えて判断すべきです。しかし、活性化協議会では、そこまで踏み込んだ議

論はされませんでした。三か年の総合連携計画はスタートしたばかりであり、初年度の実証

実験もわずか三か月しか行われていません。そんな状況下でも１０％も乗客が増加しました。 

実質的には「不採択」とも言える「継続審査」の決定に地域住民は落胆は計りしれません。 

東日本大震災、合併特例債は活用できる？ 
３月議会で基本設計、劇場コンサル

タント業務委託、現長野市民会館の

解体などに要する経費として１億３千

万円余を計上した新市民会館建設関

連予算案は賛成多数で可決されまし

た。また、「市民の意向調査を求める」

「耐震改修とリニューアルにより使い

続けることを求める」２つの請願は賛

成少数で不採択となりました。 

     【基本構想におけるイメージ図：市のHPから】             合併特例債が財源の７割を占める

この大事業に大震災の影響により、合併特例債が見込みどおり活用できるのか、できないの

かの見極めを行いつつ、できない場合は建設延期、或いは一端中止することを決断する勇気

も必要ではないかと考えます。 

被災した東北３県と中核市３市、栄村に見舞金１億円 

東日本大震災で被災した、福島、宮城、岩手の３県に各３，０００万円、いわき、福島、盛岡

の３中核市に各１００万円、そし震度６強の地震により大きな被害を被った栄村に７００万円の

合計１億円を見舞金として送る緊急追加補正予算が全会一致で可決されました。 

合わせて、「災害復興を支援する決議」も全会一致で採択されました。被災されました皆さ

まに心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を願うものです。 

議会発２１世紀 

－市民一人一人が主人公－ 
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【３月議会報告】 

３月市議会定例会は２月２５日に開会し、一般会計で１，５４７億６千万円の平成２３年度予

算案など、市長提案の議案５０件と３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震災害に関する

決議など、議会提出議案７件を原案通り可決し、３月２３日に閉会しました。私は本会議での質

問の機会はありませんでした。注目のテーマは２つです。市民会館の建て替えについてと長野

電鉄屋代線の存続についてです。 

 本会議における質疑と委員会審議を踏まえ、私の考えは以下のとおりです。 

 

１ 市民会館の建て替えについて 
             

委員会における論議 「市民の意向調査を

求める」請願、「耐震改修とリニューアルに

より使い続けることを求める」請願は賛成少

数で不採択に！  

  総務委員会において建て替えに賛成する

委員は「会派でアンケート調査を行い市民

の意見は反映させている。耐震改修では機

能的にも満足することができず、今後使える

期間も短く、むしろ市の負担は多くなる。両

施設の建て替えはこのたびの災害に対する

支援とは分けて考えるべきである。」 

 他方、反対の委員は「市民の意見を聞い

たとは言い難い。今後震災被災地の復興に

多額の費用が必要で、合併特例債の活用

は不透明状況であり、これを当てにして両

施設の建て替えは急ぐべきではない」との

意見を述べています。 

 

私の考え あり方懇話会の提言に立ち帰る

べき！ 

長野市役所第一庁舎及び長野市民会館の

在り方懇話会は平成２０年６月から１１月 ま

で計７回開催し、各分野から集まった１７人

の委員が参加し議論を重ね、平成２０年 ２

月に市長に報告書を提出しています。 

その要約は以下のとおりです。 

『市役所第一庁舎については、昭和４０年 

 

【解体間近？の市民会館】 

に建設された築４３年の施設であり、平成１８

年度に第一庁舎の耐震診断では「震度５強

以上の地震動で３階より上部の階に補修が

困難な大きな被害または層崩壊の可能性が

ある」という厳しい診断結果が出ました。 

第一庁舎については、早急に建て替えに着

手すべきです。庁舎は日常的に多くの市民

が訪れる場所であり、かつ、災害時には市民

の安全・安心を守る拠点となる場所です。耐

震強度が万全な施設として建てるべきです』 

一方、市民会館については『市の芸術文化

の拠点施設として建て替える必要があります

が、財政面、他施設も含めた利用状況等を

検討する中で、できるだけ早く建て替え時期

を考えるべきです』 

 私はこのあり方懇話会の提言に立ち帰る

べきと考えます。 

印鑑証明や住民票などの交付を求め大勢

の市民が訪れるとともに、防災の重要拠点と
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しての役割を持つ第一庁舎の建て替えは早

急に行うべきです。 

一方、市民会館については震災復興のた 

めに２０兆円とも３０兆円の経費が必要と言

われる中、合併特例債の活用が不透明な状

況では合併特例債が見込みどおり活用でき

るのか、できないのかの見極めを行いつつ、

できない場合は建設中止、或いは延期する

を決断する勇気も必要ではないかと考えま

す。 

 

２ 長野電鉄屋代線について 
 

委員会における論議 実証実験を求める請

願は賛成多数で継続審査に。実質的には

不採択に等しい！ 

採択すべきとする意見 『活性化協議会は

鉄路をどうやって残すかを議論すべき場。し

かし、三年間の総合連携計画が始まったば

かりで、初年度の実証実験もわずか三カ月

しか行われていない。地元住民の意見を無

視した決定である。』  

他方、継続審査とすべきとする意見 『活

性化協議会の決定は大変重い。両地区で

は署名活動が行われており、地元住民の意

向を見極める必要がある。深く議論するた

めには時間が必要である。』 採択に向け文

書の一部が訂正されましたが、結果として不

採択に等しい継続審査になりました。 

 

私の考え 沿線住民の意志を尊重すべき！ 

 

 法定協議会が決定した「廃止決定」を尊重

するのか、それとも沿線住民の意思を尊重

するのか。私の考えは明快です。住民の意

思を尊重すべきと考えます。 

法定協議会が廃止を決定し、長野電鉄が廃

止届けを国土交通省に提出し、代替えバス

運行計画の検討が始まっても、鉄路を残し

たいとする、沿線住民の強い意志がひしひ

しと伝わってきます。 

  区長会の役割が矮小化され、３２の住民

自治協議会が分断され,横断的な連携の下

で共通課題を協議できない現状にあって、

議会に提出された市民の切なる思いをどう

受け止めたらよいのか、議会の存在意義を

問われる大きな課題でもあります。 

  いずれにしても最終局面です。住民合意

のないままに廃止が実行できるのか。法的

道筋に照らしつつ、落胆が行政不信となら

いような決着点を探っていく努力が、行政当

局と議会に求められています。 

 

新市民会館の運営管理に 

東京芸術大学？ 
３月市議会の本会議において新市民会

館の運営管理に東京芸術大学が参画する

ことが明らかになりました。議会の特別委員

会には一切報告がない中、なぜこのタイミン

グなのか？ 唐突な話です。 

しかも、音楽、美術分野において最高学

府ですが、演劇分野については専門学部が

ありません。演劇専門の小ホールの設置を

計画しているのにもかかわらずです。そして、

設計者選定委員会の建築意匠・建築計画の

専門分野を代表して東京芸術大学の教授

が選任されようとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

        【松本市民芸術館大ホール】 
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権堂 B-1地区再開発事業に 

またしても公益施設？ 
「公益施設が入るかどうか、入るとすればど

んな施設施設が適切なのか、権堂地区再生計

画検討委員会の動向を見ながら庁内で検討し、

議会とも相談する」と市長は答弁しました。新年

度予算には再開発の関連事業費として１億１，

５４０万円が計上されています。文化交流施設 

？市立図書館？全く不透明な公益施設につい

て議会へ十分な説明がないまま、先に公益施設

ありきでは市民の理解は得られません。 

情報公開と十分な議論が必要です。 

 

下水道使用料賦課漏れ！ 

その実態は？ 
３月議会本会議において２３７件の下水道使

用料賦課漏れが発覚しました。その多くは事務

的ミスということです。最長で３７年にも及ぶ賦

課漏れに市長も「市に損害を与えた。弁解の余

地がなくお詫びする。」と陳謝しました。 

昨年、上田市などのにおいて明らかになった

徴収漏れを受けて調査が始まったとのことです

が、３月議会直前まで議会に対しても説明がなく

（質問通告により事態の深刻さから急遽会派説

明は行ったと思われます）、また市民にも情報

開示がなかったことは問題だと考えます。 

時効が成立していない５年分については当然

建設検討委員会       

基本計画案を了承したものの

慎重派も多数！ 

４月４日開催の第２０回長野市民会館建設検

討委員会を傍聴しました。委員長は基本計画案

を委員会として認めることについて全委員の理

解を得ることができたと議事を進めました。しかし、

図らずも副委員長の発言もあり。全出席者に東

日本大震災と市民会館の建設について率直な

意見を求めました。多くの委員が心情的には「こ

の大震災後の社会情勢では合併特例債を当て

込んで新市民会館を建設することは見送るべき」

との内容の発言されました。「その財源は震災復

興に充てるべき」との発言も複数の委員からあり

ました。出席者の８割近くが建て替えに慎重或い

は否定的であると私は感じました。 

しかし、５月９日の議会特別委員会において所

管課は「震災支援は必要、しかし両施設の建設

は市民にとって必要であり、推進すべき」と述べ

た委員が１２人の委員のうち８人で、慎重派が４

人であったとの説明しました。私とは全く逆の受

け止め方に唖然とし言葉を失いました。 

加えて参考人として出席を求めた市長は「必

要で重要なものは建設する」と明言されました。

その信念には敬服しますが、一方で市民感情と

の大きなギャップも強く感じました。 

 

 

ですが請求するとのことです。市南部の県営水

道区域についても調査し、６月までには全容を公

表するとしています。公営企業としての経営の観

点から、また市民負担の公平性の観点からも重

大で深刻な問題です。実態把握と責任の所在を

明らかにするとともに、再発防止策を早急に講じ 

るべきです。  

                                

                         

編集後記 ▽市議会ニュース第３０号をお届けします。▽３月１１日、東日本大震災、そして翌日未明の栄

村を中心とした大地震。▽津波の凄まじい破壊力、そして多分に人災の側面が目立ち収束の目途が立たない

福島第一原発事故。▽この国難とも言うべき非常事態を全国民の強い団結で乗り切らなければなりません。 

▽季節は巡り、我が実家小田切の棚田の田植えも終わりました。▽梅雨までの間、新緑がまぶしい大変よい季

節です。山藤の紫が色鮮やかです。▽気温の変動が激しく体調管理が大変です。呉々もご自愛下さい。 

 


