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市民の皆様の多様な意見をお聞きして、

市民が主人公の市政を築きます。 
 ４年前、大勢の市民の皆様や働く仲間の温かく、そして力強いご支援をいただき、尐数激

戦の大変厳しい闘いでしたが、三選を果たし市議会へ送っていただきました。 

現在、逼迫する財政状況と迫られる行政改革を背景として民営化、民間委託、指定管理者

制度やＰＦＩの導入など効率と採算を最重要視する民間活力の導入が市政運営の基軸になっ

ています。時代の潮流として全てをそのまま受け入れ、そのプラス面を評価するだけでは事

は足りません。諸課題についてきちんと議論を重ねるととも

に、市民の多様な意見をきちんと聞くことが必要です。 

市政の主人公は市民です。その象徴が市役所第一庁

舎・市民会館の建て替えの是非を問う住民投票条例制定

の直接請求だと考えます。市民も注目しています。 

また、出身地小田切の過疎化と超高齢化が更に進んで

います。加えてイノシシなど野生鳥獣の被害が大きくなり、

耕作放棄地が広がっています。市域の７０％を占める中山

間地の活性化は焦眉の急であり、私にとって最重要課題

の一つとして全力で取り組んでまいります。 

これからも、市民の皆様お一人お一人の幸福を求め、

「これからも住み続けたい街ながの」をつくるため、精一杯

奮闘する所存でございます。 

今後とも、皆様方のご指導、ご鞭撻を心からお願い申し上げますとともに、ご健勝とご多幸

を心からご祈念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 

                                     市議会議員  池 田 清 

池田清の三期目４年間の主なあゆみ 

♦常任委員会－経済文教委員会委員長を含め、４常任委員会 

♦特別委員会他－議会運営委員会委員長、議会報編集委員会委員長、中山間地活性化対

策特別委員会委員等を努めました。 

♦本会議における質問－改選後、会派市民ネットの議員数が２人となったため、年４回の定

例会においては年２回、４年間で８回、市民・生活者の目線で一般質問を行いました。 

♦請願の紹介－ 「地方財政の充実・強化を求める請願」、「長野電鉄屋代線の実証実験の

継続を求める請願」など多くの請願の紹介議員として採択に向け力を尽くしました。 

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１０日に開会し、５月末の大雨による災害復旧費１４億１，９００万円余を

計上した平成２３年度一般会計補正予算案など１６件の議案を原案通り可決し、２８日に閉

会しました。私は本会議の個人一般質問で「脱原発社会への転換」について、「新市民会館

の建設」について、質問を行いました。質問の概要は以下のとおりです。 

 

１ 脱原発社会への転換について 

（１）福島第一原発事故の対応について 

質 問 空間放射線量の測定体制を独自に

構築すべき！ 

県環境保全研究所の地上１５メートルの

モニタリングポストの測定だけに頼るのでは

なく簡易測定器を購入し、より生活実態に近

い地上１メートル付近での独自の測定体制

を構築する必要があると考えるが見解は？ 

環境部長答弁 現状では問題の無い状況

にある。 

本市の放射線の状況は、県の精密測定

の結果により判断しており、現状では問題な

いと考えている。 

今回導入を予定している簡易測定器は、

持ち運び可能で機動性もあるので、ご指摘

の地上１メートル付近での測定も可能である。

導入に当たっては、より効果的な測定方法・

測定体制を検討していく。 

質 問 乳幼児や保育園児などへの放射線

被害を防ぐため、安定ヨウ素剤を確保すべ

きと考えるが？ 

保健所長答弁 国・県の動向を等を注視し、

実効性のある対策を研究してまいりたい。 

甲状腺への放射線被ばくを阻止・低減さ

せる効果があり、服用対象者は４０歳未満

で、特に乳幼児、妊婦が優先される。 

投与開始時期については、甲状腺への被

ばく線量が１００㍉シーベルトを越えると予

想される場合で、事故等で放射性ヨウ素が

放出され体内に吸収される前２４時間以内

及び直後の服用が最も効果が高いとされて

いる。本市においては防護対策を必要とす

る状況は極めて低く、早急に安定ヨウ素剤を

確保する必要はないと考えている。長野県

においても確保されていない。 

 

（２）今後の原発政策について 

質 問 再生可能なエネルギーの研究、開

発、普及を進め、脱原発社会に転換すべき

と考えるが。 

 福島第一原発事故は原発の「安全神話」

を崩壊させた。原子力発電が３０％を占めて

いるという現実にたじろぐことなく、エネル

ギー構造を根本的に転換すべき。 

世界で唯一の被爆国として、効率と経済

性によって支配される社会にあっても作家・

村上春樹氏がスペインのカタルーニャ国際

賞授賞式においてスピーチしたように「非現

実的な夢想家」となり「脱原発社会」に転換

すべきと考える。 

【建屋が粉々になった３号機】 
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市長答弁 まずは事故原因の徹底究明と安

全対策の全面的見直しを進めるべき                        

 今回の事故は、我々の想定をはるかに越

えたレベルで発生し、その結果、経済活動

にとどまらず、国民の安全・安心な生活その

ものに大きな影響を与えていることは事実で

ある。 

原子力の安全確保に大きな疑問符がつ

いた。まずは事故原因の徹底究明と安全対

策の全面的見直しを進めながら、さらに再

生可能エネルギーの開発・普及にこれまで

以上に力を注ぐことにより、将来的には可能

な限り原子力への依存度を低くすることがで

きるものと考える。 

                           

２ 市役所第一庁舎及び市民会館の建て替

えについて 

（１）合併特例債の活用について 

質 問 設計者選定作業は停止すべき！ 

合併特例債について、国の２次補正の成

立、あるいは来年度予算編成の概要が示さ

れ、合併特例債の見通しがつくまでは設計

者選定作業を停止すべきと考えるが。 

市長答弁  万一、活用できない場合でも、

基金や民間資金の活用を含め、議会と十分

協議しながら進めたい。 

事業の実施についてはその時点で使える

一番有利な資金を活用することが財政運営

の原則である。従って合併特例債が活用で

きる平成２６年度を見据えて事業を進める

必要がある。 

国では東日本大震災の復興に伴う２次補

正予算とその財源の議論が行われている

が、現時点でも合併特例債の縮小・廃止に

ついては聞いていない。全国で合併特例債

を活用している市町村数は５５０以上に及ん

でいる。全国的に影響があることから、現時     

点で合併特例債が使えなくなるとは考えて 

【基本構想におけるイメージ図】  

いない。いずれにしても、ここで作業を遅ら

せることは平成２６年度までの事業完了にも

支障を生じる。 

 万一、合併特例債が活用できない場合で

も、この事業は本市の将来に必要かつ重要

な事業であることに変わりはない。 

 予定している財源やスケジュールに大きな

変更が生じる場合は、基金や民間資金の活

用を含め、その時点で議会と十分協議しな

がら進めてまいりたい。 

 

（２）住民投票を求める署名活動について 

質 問 条例制定の直接請求は市民の意

思として真摯に受け止めるべき！ 

 ３.１１以後の市民感情は大きく変わってい

る。市民会館建設検討委員会を傍聴したが

出席者の多くが建て替えに慎重或いは否定

的であると感じた。市民の意思を真摯に受

け止めるべき。市長の所見は？ 

市長答弁 様々な要素を総合的に検討して

判断することが必要。 

単に事業の賛否だけを問う住民投票やア

ンケート等の手法には馴染まないものと考

えている。市民の皆様にも通常の事業以上

に丁寧に時間をかけて進めてきた。地方自

治の二元代表としての議会と十分に協議し

て方針を決定するように、議会制民主主義

の手続きを尊重して進めてきた。
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３ 下水道使用料の賦課漏れについて 

質 問 原因の背景に行革推進プランによ

る業務量の負担増があるのでは？ 

職員は限られた人数で大変頑張っている。

私は原因の背景には行革推進プランによる

人員削減による業務量の負担増があるので

はないかと考える。 

 水道料金の徴収業務の民間委託、市長が

兼務したため公営企業管理者を置かなかっ

た２年間、浄水場の運転管理業務の民間 

委託等々。こうした一連の効率と採算性を 

最優先する行政改革により生み出した経費 

の削減以上の金額を結果として賦課漏れと 

いう形で損失を出してしまった。 

コストダウンの内向きな改革ではなく、お客

様サービスを軸とした改革を行うべきでは。 

上下水道管理者答弁 人員削減が原因で

はない。 

 このたびの賦課漏れは書類の引継ぎ漏れ、

内部のチェック体制が十分に機能していな

かったことが主な原因であり、「長野市定員

適正化計画」による人員削減が原因ではな

いと考える。 原因分析を踏まえ、再発防止

策を講じてきている。積極的に情報を発信し、

職員一丸となって、なお一層のお客様サー

ビスの向上に努める。 

発達障がいなどの理解を求め、阿部県知事と懇談 

７月６日、三輪学園保護者会の皆さんは

竹内県議の紹介により阿部知事と懇談した。

私も同席させてもらった。保護者の皆さんの

率直な声に阿部知事はメモを取りながら真

剣に耳を傾けてくれた。悩んだ末に勇気を

出して訪れた保健所の乳幼児検診、障がい

児の受け入れが困難な保育所の現実、そし

て就学相談の厳しい実情等々。 

「私たちは社会のお荷物なのか？と感じ

ずにはいられない」との発言は胸に深く突き

刺さった。 

社会事業協会が計画している「発達総合

支援センター」が発達障がいを含めた障が

い児支援に寄与するものと確信する。

建て替えの是非を問う住民投票条例制定を直接請求！

  ６月２１日に市役所第一庁舎と市民会館

の建て替えの是非を問う住民投票条例制定

の直接請求を目指す住民グループが提出し

た署名簿を審査していた長野市選挙管理委

員会は、有効署名数を２万２，８４３人と発表

した。これは有権者数の７．３％に当たり、直

接請求に必要な６，２５７人（有権者の２％）

を大きく上回った。 

 鷲沢市長は７月６日の記者会見で、「二元

代表制の中で考えていくと、こういうことを住

民投票という手段でやることは疑問があると

思っている。ねじれ現象を作る元になる。二

元代表制の下で議会と理事者の間で基本

的に話し合いをして既に決まっていることに

ついて、住民投票をやるということについて

は、かえって混乱することになり、住民投票

はそぐわないと思っている」と述べた。 

私は直接請求には真摯に応えなければ

いけないと考える。議会においても様々な議

論が現在もある。数の力で市長の方針のも

とに事態は進行しているが、議会の意思決

定が収斂しているとは言えない。 

編集後記 ▽市議会ニュース第３１号をお届けします。▽暑い夏、熱く燃えて連日奮闘しています。

▽目的達成のため全力を尽くします。更なるご支援をよろしくお願いいたします。▽暑さ厳しい折柄、

皆様のご健勝を祈念申し上げまして編集後記とさせていただきます。 


