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                                 ◇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２５年度予算重点政策・施策要望書を提出 
会派市民ネットは昨年の１１月２７日、平成２５年度予算編成における重点政策・施策の要望

書を鷲澤市長に提出しました。黒田、樋口両副市長にも同席いただきました。要望には１１の

重点政策と１０６項目の重点施策を盛りまし

た。約１時間の中で強調したい３１項目につ

いて説明し、その後市長から回答をいただき、

意見交換を行いました。 

市長は従前の８大規模プロジェクト事業に

「南長野運動公園総合球技場改修整備事

業」８０億円、「第４学校給食センター整備事

業」４３億円の２つが加わり１０の大規模プロ

ジェクトにすると表明されています。 

厳しい財政状況を踏まえ、規律ある財政

運営と市民の日常生活にしわ寄せがあって 

【平成 25年度予算要望書を市長に提出】       ならないことを強く訴えました。 

 

第四学校給食センター新設整備に４３億円！ 
地産地消、食育などから自校給食についても再検討すべき！ 
市教育委員会は第４学校給食センターの建設予定地を明らかにしました。建設予定地を明

かさないままに３月議会に４億６百万円の債務負担行為を設定してから８か月が経過してか

らのことです。１万食を超える大

規模給食センターは全国的にも

希です。 平成１４年度に発生し

たO２６の集団感染について国立

感染症研究所から指摘され、早

急な対応が求められていました。 

一方でセンター方式を前提に

整備計画を進めるのではなく、地

産地消や食育、食の安全を確保

する食の危機管理など多面的な

観点から自校給食方式について

もメリットを再検証し、改めて検討

すべきと考えます。                【第四学校給食センター配置図：長野市大字村山】 

議会発２１世紀 

－市民一人一人が主人公－ 
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【２０１２年１２月議会報告】 

１２月定例市議会は１１月３０日に開会し、１７億３千万円余の一般会計予算案の他、取得

面積の変更により第四学校給食センター建設用地取得事業費の限度額を１億２，０００万円増

額する債務負担行為補正などを議決し、１２月１８日に閉会しました。 

第四学校給食センターは建設地を示さないままに三月議会において４億６００万円の債務負

担行為を設定しましたが、建設地について議会に説明があったのは１１月中旬です。４３億円

の大規模プロジェクトと位置付けられましたが説明不足と言わざるを得ません。 

市民への説明、市民参加と自校給食の再検討を求める「学校給食センターのあり方につい

て市民参加による検討を求める請願」は賛成少数により不採択となりましたが、今後更なる議

論が必要と考えます。 

私は第四学校給食センターについて、市立図書館について、情報公開について質問しまし

た。その概要は以下のとおりです。 

 

１ 第４給食センターについて

■第四学校給食センター整備は説明不足！ 

質 問 １０大プロジェクトに位置付けられた

第四学校給食センターの事業費は４３億円。

今後予定されている第三及び第一学校給

食センターの改築にはそれぞれ２５億円、２

０億円を要する。総額で９０億円近い学校給

食センターの全体整備事業として大規規模

プロジェクトに位置付けるべきと考えるが？ 

教育次長答弁 第四学校給食センターの事

業費については全国で最近建設された１万

食程度規模の他都市の事例を参考に算出

したもので、用地費も含め４３億円以内とし

ている。第一及び第三学校給食センターに

ついては、今後の財政状況を踏まえ、関係

部局と調整を図りながら、順次、整備を検討

していく。 

■自校給食を再検討すべき！ 

質 問 学校給食センター全体の整備事業

を契機に、地産地消の促進、食育の推進、

Ｏ２６、Ｏ１５７等の食中毒事例等に対し、安

全を確保する危機管理、災害時避難場所と

しての災害対策などの多様な観点から自校

給食のメリットの再検討すべきと考えるが？ 

教育次長答弁 市としては、センター方式 

    【老朽化が進む第三学校給食センター】 

は、調理、消毒、洗浄、職員体制、衛生管理

など、あらゆる面で効率的に運営でき、衛生

管理においても目の行き届いた質の高い管

理・運営が可能な方式であることから、今後

もセンター方式を基本とし、自校給食への移

行は考えていない。 

 地産地消や食育については、センターに

おいても、市内産食材を中心とした地産地

消を基本としており、旬の時期には食材納

入関係者の協力を得ながら、市内産食材の

使用に努めている。 

 

２ 図書館サービスの向上について 

■分館基本構想を進めるべき 

質 問 平成１７年に長野市図書館分館設
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置検討委員会から「分館基本構想」の答申

を受け７年が経過しようとしているが、１０大

プロジェクトに財源が配分される中、具体的

な建設計画に至っていない状況をどのよう

に認識しているのか。慢性的な駐車場不足

に悩む長野図書館、余りに狭く、閲覧場所

が通路に面している南部図書館の現状があ

る。図書館サービスの向上について現状と

課題は？ 

教育次長答弁 市立図書館は２館であるこ

とから、交通の利便性や距離的な問題から

地域格差が生じており、また２館に大勢の

利用者が集中して来館することから、課題と

しては議員のご指摘のとおりである。分館

設置の必要性については認識しているが、

小・中学校の耐震化対策等緊急的、優先的

に取り組まなければならない事業があり、具

体的な建設計画に至っていない。 

  【市立長野図書館】 

■司書資格を持った正規職員を配置すべき 

質 問 図書館へ司書資格を持つ正規職員

の配置、または資格を持つ嘱託職員の正規

職員への登用についても検討すべきと考え

る。長野図書館においては正規職員の中に

司書資格を持つ者は皆無であり、嘱託職員

は２３名中、全員が司書資格を持っている。 

「公立図書館の設置及び運営上の望まし

い基準」や「これからの図書館像」に示され

た具体的な指摘をどう具体化していくのか

所見を伺う。 

教育次長答弁 身近な情報拠点となる図書

館をめざしていく上において、図書館司書が

担う役割は大きい。豊富な知識の蓄積と経験

を積んだ司書が必要であることは十分認識し

ている。全庁的な定員適正化計画の下、正規

職員の採用については困難であり、当面司

書資格を持つ正規職員を本人の希望を考慮

しながら配置していく。 

地域の課題解決に必要な資料や情報発信

機能などを充実させ、「役立つ図書館」とし

て認知してもらうように創意工夫により、でき

るところから一歩ずつ取り組んで参りたい。 

 

３ 情報公開についてについて 

■政策会議についても議事録を全面公開

すべき！ 

質 問 対等のパートナーである市民に対し、

部長会議とともに政策会議についても議事

録の全面公開を原則に政策形成過程から

の情報公開を行うべき。大規模プロジェクト

の政策決定に際し、タックスペイヤーとして

の市民が税金の使い道に大きな関心を持ち、

情報公開を求めることは知る権利の当然の

行使と言える。市長の所見は？ 

市長答弁 私の市政運営の５原則の一つで

ある「市民とのパートナーシップ」を進める上

でも、市民への情報公開は大変重要である。

しかし、未成熟で誤解を招くような情報公開

であってはならないと考える。政策決定過程

の透明性を確保する一方で、率直な議論の

場をいかに作るか。こえれは難しい課題で

ある。 

政策会議については、これまでどおり非

公開とし、公開請求があれば情報公開条例

に基づき会議録等を公開しいく。 
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小田切園後利用 未だに目途立たず・・・ 

小田切園は開設以来２７年の長きにわたって過疎

と高齢化が著しい小田切地区の活性化のシンボルと

して灯りを灯してきました。 

昨年６月をもって閉園となり、半年が経過しました。

残念ながら有効な後利用に目途が立っていません。

「１億円という寄附金によって建設された酒井将記念

館との一体的利用の目途がつくまで、更地化は行わ

ないでいただきたい」との住民自治協議会の要請も

あり、建物の取り壊しは行われていません。 

  １日も早く、レッドゾーンに指定されていない管理棟     【雪に閉ざされた小田切園管理棟】 

の有効な後利用を地区住民の英知を集め具体化していくことが求められています。 

 

市立保育園民営化が加速？市立保育園の責任は重要！ 
民営化実施候補園としてリストアップされた１６園から平成２５年度～２９年度の前期分とし

て①子供の園保育園（篠ノ井地区）②川中島保育園（川中島地区）③若槻保育園（若槻地

区）④豊野みなみ保育園（豊野地区）⑤中御所保育園（第五地区）を順次民営化するとの基

本計画案が決定されました。 

平成１５年４月、入園式を済ませた保護者が耳を疑う「三輪保育園、川田保育園、下氷鉋

保育園」公立保育園三園の民営化提案がありました。余りに唐突な提案に対し保護者、地域

からは強い抗議が寄せられました。結果として三輪保育園の民営化までには６年という長い

年月を要したことを当局は忘れてはいけないのです。 

児童福祉法２４条の保育実施義務を重く受け止めるべきです。採算や効率性を追求する

民間と違う公立保育所が責任を果たすことも重要です。発達障害など障害児保育、地域子

育て支援事業等は公立保育所が大きな責任を負わなければならないと考えます。

ようやく放射性物質検査機器が届く、本格稼働はこれから 
一昨年９月から三度にわたり、消費者庁による食品の放射能測定器貸与事業に申請した

にもかかわらず、選定から漏れ続けていましたが、ようやく第四次配分でＮａＩシンチレーショ

ンガンマ線スペクトロメーターの貸与が決定し、市保健所に機器が導入されました。待ちわび

た機器を有効に活用するとともに、今後は県北信教育事務所のガンマ線スペクトロメーター

や、県環境保全研究所のゲルマニウム半導体検出器に頼るのではなく、市もゲルマニウム

半導体検出器を導入し、より細やかな検査体制を構築してもらいたいと強く望みます。 

 

編集後記 ▽市議会ニュース第３３号をお届けします。▽大規模プロジェクトが拡大しています。

当局提案に対し、十分に議論し、そして採決する議会の真価が問われると考えます。▽暖冬が予想さ

れましたが、大変寒い冬になりました。また雪も多く、小田切の実家の屋根の雪下ろしも心配です。 

▽寒さが厳しければ厳しいほど春が待ち遠しくなります。▽お体には十分ご留意下さい。
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