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市長に平成２６年度予算重点政策・施策提案書を提出
会派市民ネットは昨年の１１月２７日、平成２６年度予算編成における重点政策・施策の提 

案書を加藤新市長に提出しました。４０分という短い時間ではありましたが、１１の重点政策と

１０８の重点施策のうち、特に重点施策とした１５

項目について説明し、市長から回答をいただき、

意見交換を行いました。その内、一つでも多くの

提案が具現化されることを強く願うものです。  

市長は前市政の１０大規模プロジェクトについ

いては計画通り進めていくが、まだ予算化されて

いないものについては精査し、予算の縮減を図

る旨を表明されました。  

厳しい財政状況の中で規律ある財政運営を 

心がけることは当然ですが、市民生活にしわ寄 

    【平成26年度予算要望書を市長に提出】       寄せがあってはならないことも強く訴えました。 

 

南長野運動公園総合球技場、事業費は８．３億円増の７９．７

億円に！ラグビーワールドカップ誘致で更に増額？財源は？ 
７１億４千万の当初事業費は

労務単価の引き上げ、資材費

の高騰、消費税増税などで８億

３千万増額され、事業費は７９

億７千万円に膨らみました。 

概算総事業を８０億円とした

財源は国の補助金として社会

資本整備総合交付金で３８億

円、市債３２億円、一般財源４

億円、寄付金６億円を見込んで

いました。                        【南長野運動公園総合球技場外観図】      

総合交付金は既に１１億円が交付されましたが、残り２７億円については確定していませ

ん。また、寄付金は昨年末現在で１，８００万円にとどまっています。１試合当たりの観客動員

数が３，０００人に届かない現実もあり、６億円の確保は困難との見方もあります。そうした中、

ラグビーワールドカップ２０１９の誘致を見据え、市長は阿部知事に財政支援（５億円？）を要

請しました。議会説明がない中で事業計画は大幅に変更されようとしています。 

議会発２１世紀 

－市民一人一人が主人公－ 
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【２０１３年１２月議会報告】 

１２月定例市議会は１１月２９日に開会し、特例減額、年間所要額の調整による職員人件費

４億５千万円余の減額、南長野運動公園総合球技場整備事業の平成２５年度分工事等に要

する経費の追加など、５億６千万円余を追加して、一般会計予算の総額を歳入歳出それぞれ

１，５９９ 億８千万円余にする補正予算案の他、教育委員会委員、公平委員会委員の人事案

件などを原案通り可決して、１２月１７日に閉会しました。 

５人の新人による選挙を勝ち抜いた加藤新市長は初めての議案説明においては「やさしさ

と思いやりを備えたデッカイ元気玉をドカーンと吹き込んで、長野市を明るく元気に"ガラッ"と

変えていく決意であります」と力強く所信表明を行った。確かに新しい風を感じました。 

前鷲澤市政の転換を求めて他の候補を支援しましたが、加藤新市長の市政運営に質すべ

きは質し、支えるべきは支え、市民目線でまさに是々非々で臨んでいきます。 

私は新市長の政治姿勢について、地域おこし協力隊について、子ども支援部の設置などに

ついて質問しました。その概要は以下のとおりです。 

 

１ 市長選の結果について 
▽市民の声なき声、少数意見を尊

重すべき 
質 問 得票率４４％の圧勝とも言える当選で

あったが投票率は４２．００％であり、有権者

の６割が投票しないという現実を直視し、声な

き声、少数意見も尊重すべきと考えるが？ 

市長答弁 声なき声、他の候補者への投票数

については真摯に受け止めて、市政運営を

行っていく。 

２ 特定秘密保護法について 
▽特定秘密保護法制定・拙速で

説明が不足 
質 問 知る権利を侵害し、民主主義を抑圧し、

言論統制につながる特定秘密保護法の制定

には反対である。過日発足した国家安全保障

会議（日本版 NSC）とあわせ、憲法の平和原

則の根幹を揺るがし、「戦争のできる国」に導

くと考えるが、市長の見解は？ 

市長答弁 国の安全保障に関する情報のうち、

特に秘匿が必要な情報について、漏洩防止を

図るための法整備を行うことは、国及び国民

の安全の確保を図る観点から、必要と考える。

国民の不安や懸念を払拭し、理解を得ていく

ためには、特定秘密の範囲をはじめ、第三者

機関の在り方や適正な運用方法の確立につ

いて、具体的な内容を示した上での丁寧な説

明が必要。今後も、国会審議などの状況を注

視したいと考えている。  

【議会中継より】 

 

３ 地域おこし協力隊について 
▽特交措置により１０名を配置 
質 問 来年度から導入する地域おこし協力

隊の配置先は？ また、特別交付税措置が

確保される見通しは？ 

地域振興部長答弁 来年度については信里、

戸隠、鬼無里、大岡、信州新町の５地区が導

入を希望した。各地区２名ずつの計１０名の

配置を考えている。特別交付税措置について

は、算定されるようルールにのっとった活動を

進めており、当然確保されると考えている。  
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４ 北部に新たな野生鳥獣食

肉加工施設を建設すべき！ 
質 問 若穂地区に建設されたイノシシなど

野生鳥獣食肉加工施設を市北部地域に新た

に建設すべき提案するが？ 
農林部長答弁 市内１３の中山間地でのイノ

シシの捕獲頭数は１１月１４日現在で小田切

６０頭、浅川５５頭、芋井１３頭、若穂９９頭、

松代６０頭、戸隠２７頭など全体で５７０頭で、

昨年より１７０頭ほど増加している。 

 北部地域においても民設民営を基本に考え

ている。地域が一体となって取り組む体制を

整えていただく中で、要望があれば支援につ

いて検討したいと考えている。 

 

【５０キロ？はある猪３頭を捕獲：小田切麻庭（昨年３月）】 

 

５ 子ども支援部について 
質 問 子ども支援部の関係部局について

は保健所健康課、保健福祉部保育家庭支

援課、障害福祉課、教育委員会学校教育課、

生涯学習課などが所管すると考える。新設

に向けての現状と課題は？ 

副市長答弁 子育て・子育ち支援について

は、本年度、副市長プロジェクトにおいて、

中核市など他市における子ども関連組織や

子ども条例の制定状況などについて、調査・

研究を行ってきた。子ども関連業務の一元

化について、業務を移管する場合の課題や

メリット・デメリットを精査してきた。市長から

来年度に子ども支援部を設置するという明

確な方針が示されたので、具体的な組織体

制の検討を進めている。 

  課題としては、学校との連携や業務の一

体性などから、教育分野からの移管が難し

い業務があるという点が一つ。また、障害者

団体などの関係団体から意見をお聴きする

中で、子どもの発達に不安を抱える保護者

の方からはライフステージごとに相談窓口

が変わる、適切な相談窓口にうまく繋がらな

いといった声もある。さらに、傷害と名の付く

担当課に相談することに抵抗があるとも聴

いている。そこで、子どもに関する相談を最

初に受け止め、内容により、必要に応じて教

育委員会などの関係部署との調整を行う 

「子どもに関する総合的な相談窓口」を設置 

したいと考えている。 

６ 子ども条例について 
質 問 松本市が県内で初めて制定した「子

どもの権利に関する条例」や県が制定しよう

とする「子ども支援条例（仮称）」を調査研究

し、本市も「子ども条例」の制定に向け、積

極的に取り組むべきと考えるが見解は？ 

保健福祉部長答弁 今年度副市長プロジェ

クトの調査・研究項目の一つに位置付けて、

関係部局で協議、検討をしてきた。具体的に

は。他都市の子ども条例の制定状況、制定

までのスケジュール、単に理念に留まらず、

実効性を担保する条例とするためにはどん

な仕組みが必要かなどの議論を積み重ねて

きた。関係部署において、子どもの権利保

障や子育て・子育ち支援について所管して

いる既存の条例、個別計画、基本方針等が

ある。 

これらの計画等との整合を図る必要性や

めざす子ども条例の方向性により、条例の

内容を審議する委員会の委員構成も変わっ

てくるなどの課題もある。 

県の条例案や松本市の条例を含め、実

務レベルで調査・研究をしてまいりたい。 
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農業振興条例制定にまっしぐら！
市農業員会が昨年、一昨年度の２年に

亘り制定を求めて強く市長に要請した「農

業振興条例」の制定は当局の消極的な対

応により、未だ実現できていません。 

議会への強い要請により議会提案の条

例制定をめざす会派横断的な検討会を経

て、昨年１０月から正式に活動を始めた

「農林業振興対策特別委員会」は精力的

に委員会を開催してきました。 

先進事例として安曇野市の視察、農業

関係団体、消費者団体からの意見聴取、

市内の野生鳥獣加工施設・意欲的な新規

就農者の開墾農地 の視察を行うとともに      【６次化の成功事例シュシュを視察：大村市】 

農業委員会・農政課との会議を重ねてきました。また、行政視察で長崎県大村市、鹿児島市、

宮崎市を訪れ、各市の先進的な取り組みについて多くを学んできました。 

 ９月議会への提案をめざし、中山間地農業の実践者としてまた、特別委員会へ一方ならな

い思いをもって委員を務めている私としても制定に向け全力を尽くしていきます。 

ダウン症の書家 金沢翔子さんの揮毫に感激 
社会福祉法人「信濃の星」の創立１５周年記念式典が昨年末に開催されました。 

記念特別企画として、ダウン症の書家

金沢翔子さんが縦２メートル、横１メートル

の大きな和紙２枚に「慈」と「愛」の２文字

を揮毫しました。翔子さんは５歳から母の

師事で書を始めました。最初で最後のつ

もりで開催した銀座での個展が鎌倉建長

寺、京都建仁寺の個展に繋がり、ついに

は NHK大河ドラマ「平家物語」の題字の

揮毫へと飛躍しました。再来年には国連 

【力強く「慈愛」を揮毫】                 での揮毫が決まっているとのことです。 

４２歳の高齢での初産から５２日後にダウン症を告知されました。 何度も心中を考えたと

のことです。夫、妹の急死。見えない壁を乗り越えながら、「私は日本一不幸だと思っていま

した。でも今は日本一幸せな母親だと思う」と語られた。「人知を超えた力が背中を押してくれ

た」「人知を超えた力」を何度も強調されました。胸に染みる講演でした。 

 

編集後記 ▽新市長の市政運営に期待をしつつ、ムードに流されずきちんと議員としての職責を

全うしてまいります。▽思いのほか雪が少なく、屋根の雪下ろしを１回も行うことなく冬が過ぎようとし

ていた矢先の記録的な豪雪です。▽雪かき、雪下ろしには呉々もお気をつけ下さい。
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