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「『こんにちは県議会です』屋代高校附属中学校」開催概要 

 

 

１ 開催日時  平成25年10月21日（月）午後１時40分から午後３時30分 

２ 開催場所  屋代高校附属中学校 講義室（千曲市） 

３ 出 席 者 

  屋代高等学校附属中学校２学年の生徒の皆さん 

  本郷一彦議長、小松千万蔵副議長 

広報委員 

［垣内基良議員、山岸喜昭議員、清水純子議員、和田明子議員、鈴木清議員、小林東一郎議員］ 

４ 開催内容 

（１）県議会の説明（県議会の役割・仕組み、長野県議会の取組等） 

（２）質問等（生徒から県議会議員への質問等） 

５ 参加者 100名（生徒80名、傍聴者等20名） 

 

 



- 2 - 

○ 開会 

（司会：小松副議長） 

 皆さんこんにちは。定刻より少し早いと思いますがお集まりになりましたので、ただ今から「こんにち

は県議会です」屋代高校附属中学校を開催させていただきます。司会を務めさせていただきます私、長野

県議会副議長の小松千万蔵と申します。よろしくお願いします。それでは長野県議会を代表いたしまして

本郷一彦議長からごあいさつを申し上げます。よろしくお願いします。 

 

○ あいさつ 

（本郷議長） 

 皆さんこんにちは。ただ今ご紹介いただきました県議会議長の本郷一彦でございます。今日は参加県会

議員を代表してごあいさつをさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日は県下初の公立の中高一貫校として設立されました屋代高校附属中学校において「こんにちは県議

会です」を開催しましたところ、ご多用中にもかかわらず多くの生徒の皆さんにご参加をいただきまして、

心から感謝を申し上げる次第でございます。また、開催にあたりましてはご多用中にもかかわらず、高橋

校長様、北澤副校長様をはじめ多くの職員の皆様にご協力をいただきまして、この場をお借りいたしまし

て厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

生徒の皆さん、県議会と聞いてどの様な印象を持っていらっしゃるでしょうか。市町村議会のように身

近でもないし、やや距離感があると。また国家議員の様に常にメディアに出て、ひんぱんに色々な場面で

目にする事があると思いますけれども、そんな所からやや遠い存在である、あるいは堅苦しい印象を持っ

ているのではないかというふうに、私どもは想像をしているところでございます。 

そこで本日は「こんにちは県議会です」を開きまして、我々議員が直接県議会の仕組みや議会活動を説

明することによりまして、県議会のことを知ってもらい、身近に感じていただくことが大きな目的でござ

います。 

 今回で17回目の開催でございますが、中学生の皆さんに参加していただくのは初めての試みでございま

す。この後、皆さん方と議員とで質疑をしていただくことになりますが、皆さん方にはあまりかしこまら

ず遠慮なく質問や意見を出していただきまして、県議会に対するなお一層の理解が深まることをご期待を

申し上げる次第でございます。 

今後の県政のために実り多きものになりますよう、生徒の皆さんをはじめ参加された皆さんのご理解と

ご協力を心から申し上げまして、参加議員を代表してのごあいさつといたします。本日は誠にありがとう

ございました。 

 

（小松副議長） 

 どうもありがとうございました。続きまして長野県屋代高等学校附属中学校の高橋康人校長よりごあい

さつをお願いします。 
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（高橋校長） 

皆さんこんにちは。本日は公務ご多忙の中を「こんにちは県議会です」開催のために本郷一彦議長様を

はじめ各関係の県議会議員の皆様方、ようこそ屋代高校附属中学校へお越しいただきました。 

本日この場に出席させていただいております本校生は、附属中学校の２年生の80名でございます。県議

会の皆様方はじめとします県民の皆様方の温かいご理解・ご支援のもとに、本附属中学校は昨年４月５日

に開校の日を迎えることができました。ここまでのご尽力に対しまして、この場をお借りしまして改めて

お礼を申し上げたいと思います。 

子供達でございますが、去年７月末に完成しましたこの中学棟で入学以来、日々勉学に、そして生徒会

活動に班活動にと精進を重ねて今日の日を迎えております。 

今回の「こんにちは県議会です」の企画をご提案いただく中で、社会科の授業等でお送りいただきまし

た貴重な資料等、勉強させていただいて、生徒達は今日の日を迎えております。中学２年生にとりまして

も、今回の企画はキャリア教育の一環として非常に価値のある、意義のある企画をご提案いただいたとい

うふうに感謝を申し上げたいと思います。平素積み重ねております日々の学びが、社会とのつながりの中

でどう還元しうるか、ここにやはり私ども教育の現場の視点が問われていると思います。 

そういう中で生徒１人１人が学ばせていただいたことを元に、県政の最前線でご活躍の県議会議員の皆

様方から様々な角度から県政のあり方についてご伝授いただくということは、１人１人の生徒にとりまし

てこれからのキャリアを考えていく上で本当に貴重な経験になるのではないかというふうに思っておりま

す。そういう学びを積み重ねる中で、県民として、１人の人間としてシチズンシップのあり方という根幹

にかかわる学びを今日のこの機会を経て次のステップに生かしてくれればと思っておるわけであります。 

県政のご報告をいただいたり、またその後の懇談会で様々なご質問等をさせていただいて、多くのこと

を学ばせていただきたいと思っています。 

改めまして今回の企画に感謝を申し上げるとともに、大変お世話になりますが、今日１日よろしくご指

導のほどをお願いいたします。 

 

○県議会の説明 

（小松副議長） 

どうもありがとうございました。それでは私の方から本日参加の県議会議員を紹介させていただきます。

県議会広報委員であります垣内基良議員、山岸喜昭議員、清水純子議員、和田明子議員、鈴木清議員、小

林東一郎議員、以上でございます。 

本日の「こんにちは県議会です」ですは、ビデオ撮影を行いまして、併せて概要を文章にまとめて議会

のホームページに掲載をさせていただきます。これは本日ご参加いただけなかった皆さまにもご覧いただ

けるようにするものでございまして、ビデオ撮影につきましてよろしくお願いをいたしたいと思います。 

それでは県議会の説明に入らせていただきます。説明は広報委員の清水議員、和田議員に行わせていた

だきます。清水議員からは議会の役割そして仕組みについてご説明し、なお和田議員からは県議会の取組
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について説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それではよろしくお願いいたします。 

 

＜議会の役割、仕組み＞ 

（清水議員） 

 広報委員の清水純子でございます。私からは議会の役割、仕組みについてスクリーンの映像や画像をも

とに紹介をさせていただきます。なお、スクリーンの画像と同じものを資料として配ってありますので参

考にしてください。 

 

それでは、「①議会の役割、仕組み 県議会ってなに？」を始めます。説明の前に説明項目に触れますと、

まず「１ 地方の公共サービス」を説明し、その後に「県議会と知事との関係」「議員定数等」「議会の役

割」「議会の仕組み」の順に進めてまいります。 

始めに、「１ 地方の公共サービス」について説明いたします。私達が住んでいる地方を運営する行政の

組織として、市町村や都道府県があります。この表は市町村と県が提供している主な行政サービスをまと

めたものであります。まず、市町村は消防・戸籍・保育所・上下水道・小中学校など住民に最も近い所で

行政サービスを提供しています。一方、県は警察・保健所・職業訓練校・県道の管理・県立の高校や中学

の設置など市町村をまたぎ広域的に行う事が適当なことや、市町村間の連絡調整が必要になるものなどに

ついて仕事をしています。 

 

こういった仕事は県民の方から選挙で選ばれた知事と県議会が進め方など重要なことを決めていきます。

このことを難しい言葉ですが二元代表制といいますが、知事も県議会議員もそれぞれ住民の代表というこ

とであります。両者の関係でいいますと、まず知事は予算や条例などの案を県議会に提案をし、それを県

議会が審議をして議決します。これが基本的な関係です。さらに、知事は議会の決定に対する拒否権や議

会の解散権を持っています。これに対して議会は知事の不信任決議権を持っています。この場合、知事は

辞職をするか、議会を解散しなくてはなりません。このように知事と議会は互いにけん制し合い、均衡を

保つ関係にあります。 

 

知事と議会の関係は対等でありますが、選出される人数に違いがあります。知事は１人でありますが、

県議会議員は58人です。なお、現在は昨年国会議員になられた議員がいたため57人となっております。

議員の定数は法律により人口に応じて決められていましたが、昨年法律が改正されてからは各都道府県が

条例で自由に決められるようになりました。現在の長野県の定数はこれまでどおり58人となっております。 

この58人の県会議員は県内に26ある選挙区から選ばれますが、この選挙区は町・村からなる郡、それ

から市を基本的な単位にすることが法律で決められています。 

ちなみに、選挙区の中には北安曇郡や上水内郡のように飛び地になり北と南に分かれているものがあり
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ます。これは昔その地域で市町村の合併があったため飛び地になったものです。例えば北安曇郡には平成

17年までに八坂村・美麻村という村があり、選挙区は１つのかたまりになっていましたが、平成18年に

この２つの村が大町市に編入をされたため、北安曇郡が北と南に分かれてしまいました。その結果、北安

曇郡選挙区も２つに分かれた状態になっているわけです。 

それから、それぞれの選挙区で選ばれる議員の数は、選挙区の人口に比例して決められています。現在

長野県の人口は210数万人ですが、これを議員定数の58人で割りますと約37,000人になります。つまり

県民約37,000人に対し議員が１人いることになります。従って、この学校のある千曲市では千曲市埴科郡

選挙区になりますが、人口が78,000人ですので、２人の定数となっています。また、私の選挙区である上

田市小県郡の人口は171,000人ですので、４人の定数になっています。 

そして県会議員を代表するのが議長ということになり、議長が不在の時には副議長が務めることになり

ます。議長も副議長も議員の間で選挙をして決めますが、長野県では選挙の前に立候補者の所信表明会が

行われています。このような所信表明会等を実施しているのは長野県を含め３県となっております。 

参考までに議員に関するデータとして議員構成・議員報酬をまとめました。議員の平均年齢は60.4歳で

全国順位では高い方から７位となっております。男女別の構成は男性51名、女性６名で、女性の割合は

10.5％となっております。女性割合を全国で比べて見ると多い方から12位となっていて、比較的女性議員

が多いといわれております。 

議員報酬は現在県の厳しい財政状況を踏まえ12％～10％のカットをしておりますが、月額で87万円か

ら72万円程度と、知事より少し低い金額となっています。 

 

次に、議会の役割についてお話をします。県議会には３つの役割があるといわれております。 

１つ目は住民代表です。県議会が様々な県民の意見を表現代表するというものです。主な内容として予

算・条例等の議決、後程説明しますが県民の人から出される請願・陳情の審査があります。 

２つ目は監視です。知事の仕事をチェックすることのほかに、知事の政策や予算を修正し代案を提示す

るというものです。主な内容として調査権、質疑権の他に後程出てまいりますが、基本計画の議決があり

ます。 

３つ目は政策立案です。県民意思を代表して議会自ら政策を提案するものです。主な内容には発言権、

議案の発案権、国への意見書提出などがあります。この政策立案に関するエピソードをお話しします。今

から84年前の昭和４年の古い話でありますが、その時の県会では、女性に対し選挙権、被選挙権を与える

べきという女子参政権に関する意見書が全国に先駆けて可決をされました。女性に選挙権などがなかった

当時、女性の地位向上について意見書を可決し、政府に強く要請したことは高く評価されたといわれてお

ります。 

 

次に議会の仕組みを説明します。会議の流れですがイラストにあるように、まず、本会議では知事が事

業を進めるために必要な予算案や条例案など議案の説明をして、議員が議案について質問したり自分の意
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見を述べたりします。その後、議案は部門ごとに分かれて委員会で詳しく審査をして、委員会として賛成

か反対かの意志を決定します。そして本会議においてそれぞれの委員会から審査結果の報告があり、それ

に対して質疑や討論が行われ、議案について賛成か反対かの採決を行い、県議会として最終的に意思を決

定いたします。ちなみに定例会で出される議案の数に触れますと、定例会ごとに異なりますが今年の２月

定例会では87件、６月定例会では61件、９月の定例会では45件の議案が出されました。なお、議案には

知事が提案するもののほかに、議員が提出するものがあります。 

こうして県議会で議決された予算や条例に基づいて知事は事業などを進めていくということになります。

つまり、知事は提案をした予算などについて、議会の議決がないと事業などを進めていくことができない

ということになります。 

これは本会議と委員会の写真になりますが、本会議は議員全員が出席をし、委員会は６つの常任委員会

に分かれて審査をします。議会は年４回開かれる定例会のほかに、必要のある時に開かれる臨時会があり

ます。最近では９月の定例会が９月中旬から10月上旬まで開かれました。 

ちなみに、本会議上の席の決め方について触れますと、議席は議長が決めます。議員の所属する会派ご

とに議場の右側とか左側とかというように大まかにまとまり、その中で当選回数等を考慮して決めるのが

慣例となっています。 

委員会は県政の分野ごとに６つの常任委員会があります。６つの委員会とは、県行政の総合的な企画調

整や警察業務などを審査する総務企画警察委員会、福祉や医療分野を審査する健康福祉委員会、環境の保

全や商工業・観光の振興などを審査する環境商工観光委員会、農林水産分野を審査する農政林務委員会、

道路や河川の管理や消防・防災などを審査する危機管理建設委員会、教育関係や水道・電気などの企業局

の事業を審査する文教企業委員会です。この他に、議会の運営が円滑に行われるよう日程などを協議する

議会運営委員会や、特に重要である案件を審査する場合に設置をする特別委員会があります。特別委員会

は議会の決議によって設置をされ、現在は決算特別委員会があります。過去には公共交通対策特別委員会

や選挙区等調査特別委員会などがありました。ちなみに議員は６つの常任委員会のどれか１つに所属をす

ることとなっているため、議会運営委員会の委員は常任委員と重複して選出をされるということになりま

す。このため常任委員会と議会運営委員会を合わせた定数は69となり、議員の定数の58人を上回ること

になります。 

次に、請願・陳情、意見書について説明します。まず、請願・陳情ですが、これは県の事業などに対す

る県民からの希望を請願または陳情という形で県議会に提出をする制度であります。請願と陳情の違いで

すが、議員の紹介があるかないかです。請願にはその内容に賛同する議員の署名が必要ですが、陳情には

必要がありません。県民の皆さんからの声である請願・陳情はいつでも受け付けていて、定例会で審査を

します。審議の結果、内容が適当と認められるものは採択し、県政に生かせるように努めていきます。 

請願・陳情の内容は県政全般にわたりますが、例えば道路を通してほしい、学校の先生を今よりもっと

多く配置をしてほしい、農業被害にあった農家に対し補償をしてほしいなど様々なものがあります。なお、

手続きなどについては議会事務局が相談やサポートを行っています。 
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次に、意見書ですが、国会や国の関係機関に対し県としての意見や要望などを文書で提出をし、その実

現を求めるものです。これについても様々な分野にわたりますが、９月の定例会では国が外国と交渉して

いるＴＰＰ協定に対し、我が国の農業分野における国益が損なわれないことを要請をする意見書など10

件の意見書を可決し、内閣総理大臣などに対し対応などを求めました。 

次に、閉会中の活動について説明をします。県議会は定例会や臨時会以外の時でも活動しています。具

体的には、各委員会は地方事務所・保健所・試験場などの県の現地機関を調査したり、先進的な取組をし

ている県内外の施設等の視察を行っております。調査等の結果については議会での議論などに生かされて

います。 

ここで、今年４月に発生をした凍霜害に関する活動を紹介します。強い寒気の影響でりんご・梨・あん

ず等の果樹を中心に県内45市町村で35億円の被害がありました。この時に私が所属をしている農政林務

委員会では、まず被害地に行き、被害状況の調査を行いました。翌月の定例会では、緊急対策の補助金を

盛り込んだ補正予算案を可決するとともに意見書を可決し、国へ対策を求めました。また、７月には委員

会で農林水産省に行き、国への対応を求めました。今月開会していた９月定例会では追加の補正予算案も

可決するなど、議会としてもスピーディーに対応をしています。 

その他ということで、公開の原則と議会広報について触れます。本議会は公開が原則でありまして、本

会議・委員会は誰でも傍聴ができます。また、本会議についてはインターネットの中継を見ることもでき

ます。なお、傍聴者はその場で意見などを発言できませんが、先程触れたように請願や陳情という方法で

意見を出すことができます。また、県議会への意見等は電子メールやファックスなどでも随時受け付けて

います。 

次に、議会広報ですが、県議会で議論された内容や議決した内容などについて、新聞やケーブルテレビ、

ホームページなどを通して県民の皆さんへ広くお知らせをしております。ちなみに先般開催された９月定

例会や本日の「こんにちは県議会です」については、11月10日の日曜日の朝刊に新聞チラシとして各家

庭にお届けしますので、是非皆さんご覧いただければと思います。 

これは県議会のホームページのトップページです。これを元に議会の広報について４点紹介をいたしま

す。１点目は知事や議員が提案する議案の内容とその議決結果です。定例会ごと、このように議案と議決

結果をお知らせします。２点目は先程触れましたインターネット中継です。生中継あるいは録画でも本会

議の様子を見ることができます。３点目は会議録検索です。過去の本会議・委員会の議事録を検索するこ

とができます。どんな議論があったかなど文書で確認をすることができます。最後４点目はツイッターで

す。今年１月から新しい取り組みとして都道府県議会では２番目に開始をしました。若い人達にも関心を

持ってほしいということで始めましたので、皆さんも可能であれば是非ご覧いただき、フォローをしてい

ただければ幸いです。 

以上で議会の説明を終わります。どうもありがとうございました。 
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＜本県議会の取組＞ 

（和田議員） 

 広報委員の和田明子です。私からは「県議会の取組 長野県議会はこんな活動をしています」を紹介し

ます。 

先程清水委員が説明した議会の役割、仕組みの中で、議会の３つの役割についてお話がありました。こ

れから紹介する長野県議会の３つの取組はそれぞれの役割を具体的に表すものです。１つ目は皆さんが学

んでいる屋代高校附属中学校ができるまでに、県議会はどんな関わりがあったかについて説明し、住民代

表の役割を見てみたいと思います。２つ目は基本計画の議決に関する条例の中身を説明し、議会の監視機

能を見てみたいと思います。３つ目は歯科保健推進条例の提案ということで、議会から提案して制定され

た条例の経過などを説明し、政策立案の役割を見てみたいと思います。 

 

それでは１つ目の屋代高校附属中学校の設立までに県議会が関わったことについて説明します。これは

皆さんの学校ができるまで、教育委員会や知事・県議会・県民の間でどういった経過があったかをまとめ

たものです。 

上から見ていきますと、まず、県教育委員会が東北信の中高一貫校を屋代高校に設立することを平成21

年に計画しました。その後、県教育委員会は設立に向けて、地元住民や国などの関係機関に説明するなど

準備を進めるとともに、校舎などの整備も始めました。 

県議会に関係することとしては、まず校舎の建設があります。建設の前に地盤調査を行い、校舎の設計、

建設工事といった具合に段階ごとに必要となる工事費を計算して知事が予算案として議会に提出しました。

県議会は本会議文教企業委員会で校舎を建てるにあたって、そもそもどのような教育方針で中学を設立す

るのかからはじまり、どういった手順でどのように進めるのか、お金はどのように用意するのかなど、教

育委員会からの説明を聞いて問題がないか慎重に審査しました。審査の結果、中高一貫校は本県の教育行

政上必要であり、知事の提出した予算案にも問題はないということで委員会から本会議に報告があり、本

会議で可決されました。このような議会の議決を経て、地盤の調査や校舎の建設が行われたわけですが、

これらにかかった費用は約５億１千万円でした。 

それから学校の建物を整備するほかにも、学校を設置するためには条例を定めなければなりません。こ

の中学校は県立では初の中学校となるため、知事が長野県立中学校条例という新たな条例案を作り議会に

提案しました。条例には県立中学校を設置することのほかに、学校の名称・入学審査料・学校の管理など

が規定されています。県議会ではこの条例の案を審査して、平成23年の３月に議決したわけですが、この

後広く県民に知っていただく公布という手続きが同じく３月に行われました。そして、８カ月後の11月に

条例が施行され効力を持つようになりました。 

条例が施行された後は、皆さん方が受けられた入学者選抜が行われ、平成24年４月に開校となりました。

このように皆さんが入学する前に、中学校の設置や建設といった基本的な事について、議会では住民の代

表として知事から出された議案について審議や議決を行いました。 
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ちなみに、長野県立中学校条例は今年７月に改正され、来年４月に中南信の県立中学校として諏訪清陵

高校附属中学校が開校となります。 

以上、議会が持つ住民代表の役割について、具体的に議決というものを通して説明しました。 

 

次に、基本計画の議決等に関する条例の制定について説明します。基本計画の議決等に関する条例は、

透明性の高い県行政の計画的かつ効果的な推進を目的としたものです。平成15年に議会に条例研究会を設

置して、条例化の検討を行いました。その後、議員提出議案ということで議会側から議案を提案して、平

成17年に条例が成立しました。 

この条例は県が施策を進めるにあたり作成する県の基本的な方向を示す基本計画について、あらかじめ

議会に提案して議決することを義務付けるものです。県の基本計画には、全体を網羅した総合５か年計画

や分野ごとに基本的な方向を定める様々な計画があります。これらの計画は県が今後の事業を進めるにあ

たり、現状の課題や問題点を整理した上で、今後５カ年間程度の目標を定めて、それに向けてどういった

施策や対策を進めるかについて取りまとめるものです。 

このような県が自分で作る計画を案の段階で知事が議会に提案し、または策定後に報告をすることで、

その内容が適当なものか、問題となる部分がないかなど、議会がチェックできるようにしたのがこの条例

です。 

また、この条例では、基本計画に基づく主な事業の実施状況について、毎年知事側で評価を行い県議会

に報告するとともに、それを広く一般に公表することになっています。さらに、基本計画を新たに作る時

や変更する時などは、議会は知事に対して意見を述べることができます。 

議決の必要な計画としては総合５か年計画がありますが、この計画は今年４月から始まるものでしたの

で、今年２月の定例会において知事から計画案の提案があり、議会の議決を経て、今年度から平成29年度

までの計画がスタートしました。 

報告する計画としては、健康づくりや医療に関する保健医療計画や、水環境の保全に関する水環境保全

総合計画などがあります。これらの県が作る計画について議会が事前にチェックをしたり意見を述べるこ

とにより、知事と議会が一体となってより良い今後の方向を示す計画を作ることになります。 

 

最後に、歯科保健推進条例の提案について説明します。県議会が提案してできた条例はご覧のような条

例があります。先程説明した基本計画の議決等に関する条例もありますが、つい最近のものとしましては

今月まで開会していた９月定例会で成立した、出来たてのがん対策推進条例があります。 

条例は知事側が提案するものが多いのが当然でありますけれども、近年は議会側から条例を提案するこ

とが多くなってきました。ここでは平成22年に制定した長野県歯科保健推進条例を取り上げて説明します。 

ここには、歯科保健推進条例が制定するまでの経過とその後の知事側の取組をまとめてあります。まず、

１番上ですが、歯科医療に関する意見書についての請願が県民からあり、平成19年に採択しています。そ

の後、議会で歯科保健衛生対策のための議員連盟が設立され、歯科保健に関する勉強会などを開始しまし
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た。そして、歯科保健衛生施策の推進を求める議決案などを平成20年、21年に可決し、歯科衛生に対す

る取組を更に進めるよう議会意志を決定しました。その後、議会側に歯科保健推進条例の制定検討調査会

を設置し、知事部局もメンバーとなり条例の制定に向けた準備を進めてきました。その結果、平成22年に

長野県歯科保健推進条例案が可決されたというのが経過となります。 

条例の内容ですが、まず、目的として歯・口腔の健康づくりを総合的に推進し、県民の健康の増進を図

り健康長寿県の確立に寄与するものとしています。次に、責務として県に歯及び口腔の健康づくりに関す

る総合的かつ計画的な施策を策定し実施する責務があるとしています。そして、市町村や保健医療の関係

者等と連携・協力していくこととしています。さらに計画を５年ごとに定めること、施策としては情報収

集や医療関係者との連携や、フッ化物での口をすすぐ予防対策などの普及・促進、80歳で20本以上自分

の歯を残す8020（ハチマルニイマル）運動の推進などを掲げています。その他にも施策を進めていく予算

付けの努力義務についても盛り込んであります。 

今説明した内容で平成22年に条例が施行されたわけですが、具体的に施策を進めていくのは知事となり

ます。知事はこの条例の成立を受けて、翌年の平成23年には県庁の担当課に専門家である歯科医師を配置

して、施策を着実に進めるための体制を強化しました。また翌24年には推進計画を策定し、これまで取り

組んできた事業に新たな事業を取り入れならが個々の事業を総合的に取りまとめ、歯科保健の取組を拡充

しました。 

このような取組の影響もあり、フッ化物洗口を実施した人の数は24,610人から26,613人と2,000人以

上増加し、さらに、虫歯のない中学生の割合が53.1％から57.6％へと上昇している状況にあります。 

今見てきたように歯科保健に関しては県民からの請願からはじまり、議会での自発的な勉強会や決議案

の可決、さらには、条例化に向けた調査会の設置という一連の動きがありました。これら県民や議会の動

きが歯科保健推進条例を作る原動力となり、条例の制定に至りました。そして知事は条例という施策の根

拠ができたこともあり、それまでの取組を強化した結果、虫歯の生徒数が減るなど成果が表れ、条例の目

的である健康長寿県の確立に一歩でも近付いたのではないかと思います。 

今後はさらなる取組とその成果に期待するとともに、議会としてしっかりとチェックや提言などをして

いく事が大切だと思います。 

 

以上３つの取組を取り上げて、県議会の取組を紹介しました。それぞれの取組を通して県議会の役割で

ある住民の代表・監視・政策立案について理解を深めていただけたのではないかと思います。 

以上で長野県議会の取組の説明を終わりにします。ありがとうございました。 

 

（小松副議長） 

 ありがとうございました。ここで休憩を取りたいと思います。再開は２時35分からとしたいと思います

のでよろしくお願いします。 
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～休憩～ 

 

○ 質問等 

（小松副議長） 

 生徒さんからの質問に入ります。先程議員の方から説明をしました議会の内容について、生徒の皆さん

から質問をお願いしたいと思います。まず質問のある生徒さんに手を上げてもらいまして、私が指名しま

すので指名された生徒さんは立ってもらい発言していただくようにお願いします。その後に、議員の方か

ら質問にお答えするという具合で進めてまいりますので、よろしくお願いします。それでは、質問される

生徒さんは手を上げてください。 

 

（生徒Ａ） 

 屋代高校附属中学校２年Ａ組のＡと申します。長野県議会の会派構成とその特徴について質問をさせて

いただきます。 

長野県議会の方で自由民主党県議団と改革・新風に所属されている県議員の方の割合が多いというふう

に感じたのですが、それはなぜでしょうか。会派の特徴も併せてお教え願います。 

 

（小松副議長） 

 垣内委員から自民党県議団の関係についてご答弁をいただきます。 

 

（垣内委員） 

 自民党と民主党の会派の皆さんがなぜ多いのかという質問でありますが、県議会というのは国政があっ

て県があって市町村があります。どちらかといいますと２階建てのような立場になるのですが、私は県議

会から政党政治を行うべきだと個人的に思っているわけですが、皆さん方の地元の市町村の議会の場合は

どちらかといいますと地域の問題をどう解決するかという団体でありますので、あまり政党色や団体とい

うような立場をとらない場合が多いわけです。 

なぜ自民党が多いかと言いますと、我々の自由民主党県議団というのは自由なる経済の発展の中で国民

や県民の皆さん方の幸せを考えていこうという集まりでありますから、必然的に国政での自民党の政策や

外交の問題、また様々な防衛の問題につきましても同じ波長で考えていこうという集団であります。 

全国的に見ましても自由民主党の県議団が全国にあるわけでありますが、最も１番多い組織であります。

ですから特別に長野県が自民党が多いということではなくて、全国的にも圧倒的に多いのはやはり自民党

だというふうに思っています。 

 

（小松副議長） 

 続きまして改革・新風の山岸委員お願いします。 
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（山岸委員） 

私は改革・新風ということで所属しております。改革というのは、民主党系、社民党系ですね、その皆

さんと、あと新風、私は所属しておりますけれども、改革・新風という会派でございます。 

議員さんは選挙というハードルを越えてきますので、私どもの色々支持をしていただいている団体には

特に働いている、労働している皆さん方の支援が多いということで、各地域から支持をいただいて選挙区

に出していただいているということでございますので、働く人のために雇用をしっかりと安心安全で働け

るような、また子供達をしっかりと育てたいという希望がある県民の皆さんの支持を得ているから、やは

り自民党さんと改革・新風さんということで、二大政党で協力し合っているということであります。 

国政にしても、この間まで民主党の野田さんが総理大臣をやっていて、今度は安倍さんになりましたけ

れども、そうやってお互いに切磋琢磨しながら長野県また日本を築いていくということでございます。よ

ろしいでしょうか。 

 

（小松副議長） 

 よろしいでしょうか。それでは次の方、手を上げてください。 

 

（生徒Ｂ） 

 ご説明ありがとうございました。２年Ｂ組のＢと言います。県議会の方達は今まで色々な条例を施行さ

れてきたと思うのですが、その中でこれは県民の暮らしが大きく変わるなというふうに感じた大きな条例

はありますか。 

 

（小松副議長） 

 これにつきましては小林委員の方からご答弁をお願いします。 

 

（小林委員） 

 小林です。Ｂ君の質問にお答えします。条例というのは国の法律に準じて、長野県内の中で長野県の組

織のあり方であるとか、それから県民の皆さんの暮らしをどうやって形づくっていくのかとそういうもの

を取り決めるものです。 

先程の「県議会はこんな活動をしています」の中で色々な条例の説明がありましたが、先程もちょっと

出ていましたが、この９月の定例会で制定をされましたがん対策推進条例というのが、大変これから大き

く県民の皆さんの暮らしに関わってくるのではないかなというふうに思います。 

皆さんご存知かもしれませんけれども、長野県は日本一の健康長寿県です。男性が80.88歳、女性が87.18

歳という本当に高い平均寿命を誇っています。ちょっと分かりますかね。男性が80.88歳というのは今生

きているお年寄りの方、だいたい半分くらいが85歳を迎えているわけです。女性は半分以上が90歳にな

るということです。それだけの長寿社会です。そんな中にあってもがんで亡くなられる方、これは死因で
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１番長野県の中でも多くなります。 

そのがんをいかに克服をしていくか。これは議員提案で議員の中で条例の制定検討調査会というものを

作りまして、約２年位にわたって色々な所の先進地の視察をしたり、それから患者会といいましてがんに

なられた人達の意見を聞いたり、病院の話を聞いたり、自分達の中で色々な議論を重ねていって今回条例

が制定をされました。 

この中には県はこういうことをしなければいけませんよ、それから市町村や病院などの医療関係者の皆

さんなどそういった方々の役割というものが規定をされています。一生懸命がんを減らすために色々な施

策をしていかなければいけない。また先程も言いましたが、長野県は健康長寿県ですけども健康長寿とそ

のがんの少なさというのがどういう関係があるのか、そういう研究を進めることによってこれからがんを

克服するという大きな目標もまた見えてくると思います。そんなことが書き込まれています。 

また患者の方、これはがんになられてしまうと本当に苦しみます。家族の方も苦しみますが、そういう

人達をどうやって支援をしていくか。そういうようなことも含まれています。そういうことで都道府県の

中で25番目なのですけど、色々なものが盛り込まれていて、これから長野県のがん対策が大きく進んでい

くのではないかなと、そういう期待をしているところです。 

 

（小松副議長） 

 よろしいでしょうか。他にございましたら。 

 

（生徒Ｃ）  

 先程ご説明ありがとうございました。２年Ｂ組のＣです。スライドの中でありました基本データの議員

構成について質問させていただきます。 

議員構成の中でこの県議会は平均年齢が60.4歳であること、また女性の割合が10.5％でそれが全国の

中で多い方から12位であることから、なぜ県議会は平均年齢が高く若い方が少なくて、また全国的に女性

の議員さんが少ないのはなぜでしょうか。また、そのことについてどう思われますか。よろしくお願いし

ます。 

 

（小松副議長） 

 これにつきましては鈴木議員よろしくお願いします。 

 

（鈴木議員） 

 こんにちは。先程バックデータで説明したとおりに、長野県議会は女性の県議比率というのが10.5％、

57人中女性議員が６名で10.5％です。今日はたまたま２人見えていますから圧倒的に長野県議員は女性が

多いのかなと思われたかもしれませんが、そういう数字になっています。参考までに各都道府県における

女性議員の比率を、多分こういう質問が出るのではないかと思って調べてきました。 
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全議員が2,677名中女性議員は232名、女性議員の比率は8.7％です。ですので若干長野県は上回って

いると思います。さらに、国会、華々しくテレビ等で中継をされてますが、全議員480名中女性議員が38

名、比率は7.9％となっています。更に下回っています。 

それからどうして女性の議員が増えないのかと、これは国会も県議会も市町村議会も男女の性差による

区別とかハードルの高さはありません。どなたでも意欲のある方々が意欲をもって出馬する、要するに選

挙という１つの儀式があるのです。ですから４年に１度の選挙、その選挙戦というものを、今戦いという

言葉を使っていますが、なかなか女性の立場から見るとその選挙という関門をどうやってクリアするのか

というのが１番最初の第１関門になると思います。 

さらに、今私ども長野市では市長選挙を行っているのですが、若い方々がどうも政治には関心があって

も選挙に行かない。投票率がどんどん低下してきています。先程行われました平成25年の参議院選挙の投

票率を年代別に見ますと、20代の方が33.4％なんですよ。30代が50％、40代が59.4％、50代が69.2％、

60代が72.1％ですから、やはり50代・60代の方々の方が投票に行くし、そしてまたある程度、25歳以上

の方は皆さんが授業で習ったように被選挙権という、20歳以上になれば選挙権、投票に行って選ぶことが

できます。 

25歳以上になれば衆議院の場合は、県議会議員もそうですが選挙に立候補することができますが、若い

方々がなかなか投票という行為に結びついてこないというのが若い方々と、さらに女性の議会の進出のパ

ーセンテージが若干低いのかと、あくまでこれは私個人の見解です。 

屋代中学ですから、屋代高校を出られて長野県の県議会議員で活躍している方が現在３人くらいいらっ

しゃいますかね。さらに、国会議員に出てまだ現職でいる方もいらっしゃいます。それから今日のお見え

の皆さん是非政治に関心を持って、色々な地域の課題や社会の問題を議員として解決、実現を図るぞとい

う思いを込めて、是非将来の県会議員、国会議員がここから誕生することを心から期待します。以上です。 

 

（小松副議長） 

 よろしいでしょうか。他にございますか。 

 

（生徒Ｄ） 

 ご説明ありがとうございました。２年Ｂ組のＤです。県議会の存在価値について質問したいのですけど、

１番身近な行政というのは市町村だと思ってしまうのです。それで今度道州制という制度になってしまっ

たら、県議会というのはどうなってしまうのか聞かせてもらいたいと思いました。お願いします。 

 

（小松副議長） 

 時間の関係もございますので少し簡潔にお願いしたいと思いますが、この問題につきましても鈴木議員

よろしくお願いいたします。 
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（鈴木議員） 

 難しい質問してくれるね。道州制は現在１道１都２府、北海道は道州制の１つの実践例になると思いま

す。県の単位というものを道州制という非常に、例えば関東甲信越にするのか中部ブロックにするのかそ

の辺の論議が行われておりますけれども、やはり県という単位は過去の長い歴史的な経緯とか色々な文化、

地域的な問題等を含めて今の県という制度が出来上がってきているわけなのです。 

それで今の質問の中で存在価値という言葉がありましたけれども、先程説明がありました１番身近な、

分かりやすく言うとオギャーと生まれて最後は永遠のお別れをするまでの窓口は市町村です。国に対する

色々な意見や要望を長野県として市町村の声をまとめて国に出すというつなぎというのは県の役目なので

す。 

請願・陳情という言葉がありました。請願や陳情というのは住民の皆さんやそれぞれの皆さんからの色々

な要望なのですが、これを県では馴染まないな、これは国にお願いした方がいいなというものを意見書と

言います。ですから市や町や村も県に意見書というものを上げていただけるし、そして私どもの県からは

省庁、衆議院・参議院にも意見書という形で上げています。参考までに長野県議会の意見書の提出という

のは非常に多いのです。ですから色々な意味で県の役割というものは過去の歴史的な経緯や国と市町村の

間に入って、きちんと国の良い施策というものは市町村につなげてあげる、市町村の要望は国にきちんと

届けてあげるという役目だと思っています。いいですか。 

 

（小松副議長） 

 よろしいでしょうか。他にございましたら。 

 

（生徒Ｅ） 

 ご説明ありがとうございました。２年のＥです。委員会について質問なのですけど、専門的に調査とか

審議をする委員会がいくつかあって、それぞれ人数が決められているという説明があったのですが、それ

ぞれ委員はどのように決めているのですか。 

 

（小松副議長） 

 この質問につきましては山岸議員よろしくお願いします。 

 

（山岸議員） 

 委員会ということでございますね。先程清水議員からもご説明がありましたように、委員会の中には常

任委員会ということで総務企画警察委員会・健康福祉委員会・環境商工観光委員会・農政林務委員会・危

機管理建設委員会・文教企業委員会という事で６委員会あります。その中で議員さんは各会派または党派

に所属しています。今現在58名ですけども１名議員さんが国会議員になられたので57名で１名欠員なの

ですが、57名の議員さんが活動していまして、その皆さんは各会派・党派に所属しております。 
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そしてその所属している皆さんは常任委員会に所属しなさいよということで、条例で決められておりま

すので、各６委員会に皆さん分散しています。だいたい10名位で構成になっております。任期が常任委員

会というのは１年任期ということであります。 

割り振りということですが、それは先程言いました党派・会派によってそこから自民党さんはメンバー

が20人いますので、じゃあ４人総務企画警察委員会に出して下さいというようなことで、だいたい10名

位割り振りになっております。また、委員になるにはその会派や党派の中で割り振っているわけでござい

ます。そんなことでだいたい58人を各委員会に所属していただいているということです。 

それで各委員会は色々な調査や陳情等を受けまして、専門的な分野で活動をしているということであり

ます。よろしいでしょうか。 

 

（小松副議長） 

 よろしいですか。では次の方。 

 

（生徒Ｆ） 

 ご説明ありがとうございました。２年Ｂ組のＦです。委員活動以外での活動について質問させていただ

きます。 

県議会の休会中は議員の皆さんは何をされているのでしょうか。よろしくお願いします。 

 

（小松副議長） 

 この質問を山岸議員よろしくお願いします。 

 

（山岸議員） 

 県議会の閉会中の活動という事でございます。議員は年に４回の定例会がございます。先程もご説明あ

りましたが、２月・６月・９月、それから11月か12月に議会が４回開催されます。そしてそれ以外に委

員会活動というのがございます。 

委員会活動で県内の視察をしましょう、県内はどんな状況になっていますかと視察しましょうというこ

とでそういう活動が年２回。そしてまた他の県へ行って色々な長野県に参考になるような調査をしましょ

うということで、それがまた１回ございます。そういうことで長野県内または県外の閉会中には活動をし

ています。 

その他に先程も５月に凍霜害ということで霜がおりて農作物に被害があったということで、そういう時

には特別に委員の皆さん、農政林務委員会の皆さんが行って現地調査しましょうよということで、そんな

活動もしているところであります。 

そして自分でも勉強をしなければいけないので、今マニュフェストとか政治改革とか色々な活動があり

ます。そういうところの勉強会には自分で参加したりしています。そしてまた私は小諸ですが、小諸に議
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員でこんな活動をしていますよという議員報告活動というのも年に２回位皆さんを集めて、私はこんな活

動をしていますよというような報告をしています。閉会中はこのような活動をしています。よろしいです

か。 

 

（小松副議長） 

 よろしいでしょうか。他にございますか。 

 

（生徒Ｇ） 

 ご説明ありがとうございます。２年Ａ組のＧです。資料の８番目の資料の所に知事の監視とありますが、

議員も監視されて活動を評価されているのでしょうか。また、資料の13の請願・陳情の県政に対する県民

からの希望を議会に提出とありますが、この提出された内容というのは公開されているのでしょうか。よ

ろしくお願いします。 

 

（小松副議長） 

 このご質問に対しましては、垣内議員の方からよろしくお願いします。 

 

（垣内議員） 

 議会においては全て議会は報告されているというふうに思っています。ただ議員活動につきましては、

それぞれの皆さん方の議員個人の努力によって、例えば行政報告なりチラシやパンフレット等を作りなが

ら県民の皆さんに周知しているところだろうと思います。 

ただ我々そのものの評価というのは私達議員は自分でよくされているかどうかというのはなかなか答え

にくいものですが、最終的にその評価というのは４年に１回の選挙になるわけです。そこの選挙で当選す

る事ができるのならば評価されてきたのだろうな、その次の４年間も頑張ろうかなということであろうと

いうふうに私は思っています。 

請願・陳情につきましても、議会事務局を通じて誰でも見られるようになっていると思っていますので、

またネットなどで見てください。 

 

（小松副議長） 

 よろしいでしょうか。他にございましたら。 

 

（生徒Ｈ） 

 ご説明ありがとうございました。２年Ｂ組のＨと申します。条例の改廃請求について質問させていただ

くのですが、具体的にどの様な条例が改廃請求されたことがあるのですか。具体的にお願いします。 

 



- 18 - 

（小松副議長） 

 このご質問につきましては小林議員よろしくお願いします。 

 

（小林議員） 

 Ｈ君、条例の改廃の請求権なんていう非常によくご存知で大変びっくりするのですが、地方自治法とい

うので条例の制定または改廃を求める住民請求というのができると規定されています。 

長野県ですから長野県に選挙権を持っている人、20歳以上の方の50分の１以上の署名を添えて知事あ

てに提出をすると、その請求権の成立ということになるわけですが、実は改廃の請求というのはございま

せん。 

制定を求める請求というのはいくつかありました。１番近いもので平成６年９月議会に、長野県食品の

安全に関する条例というのが、条例を作ってほしいという請求があって提出をされたわけです。それが議

会で否決になっています。その後、平成22年に請願という形で、やはり食品の安心・安全条例を作ってく

ださいという請願が議会の方に提出されて、そちらが可決になりました。それが可決になって以降、色々

な検討会等が開かれまして、昨年、長野県食品の安心・安全条例というのが制定をされています。 

こんなような経緯がありまして、実際は制定についても、改廃の請求は先程ないといいましたが、制定

についての請求もそんなには多くないのが実情だろうかと思います。 

 

（小松副議長）  

 よろしいでしょうか。他にございましたら。 

 

（生徒Ｉ） 

 ご説明ありがとうございました。２年Ａ組のＩです。長野県の県議会は他県の県議会とどのような違い

があるのでしょうか。 

 

（小松副議長） 

 このご質問につきましては、鈴木議員の方からお願いします。 

 

（鈴木議員） 

 長野県議会も他の県議会も同じ県議会ですから、本質的には役割や機能や働き等そんなに大差ありませ

ん。ただ長野県議会の大きな特徴というのは、先程山岸議員が定例会という言葉を使いましたけれども、

各議会ごとに質問する議員の数が非常に多いのです。多いから必ずしも優秀であるとかレベルが高いとい

うわけではないです。非常に熱心な議員が多いということを申し上げています。 

参考までに調べた数字を申し上げますと、愛知県議会の場合は96人の県議会議員がいて、平成24年の

６月会なのですが96人の県議会議員で質問した方が17人だけなのです。これが愛知県で17.7％。すぐ隣
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の山梨県は38人の県会議員がいて質問された方が８人、21.1％です。私ども長野県議会は57人中31人の

方が質問しています。なかなか頑張っているでしょう。 

さらに、意見書という言葉を紹介しましたよね。皆さんの色々な思いや願いを、長野県では無理だな、

国に働きかけなければいけないなというのを意見書といいます。この意見書を可決したのが長野県が全国

で１番多いのです。ですからそれだけ県民の皆さんの声を長野県議会が受け止めている数字だというふう

に理解して下さい。平成17年から平成24年までの累計は、平均して他の都道府県議会は208件なのです

が、長野県は404件です。頑張っているでしょう。 

それから皆さん新聞を読んでおられるか、日本経済新聞という日経グローカルというのがあるのですが、

住民の意見が議会本部会の方であるとか意見報告会の住民意見の対応とか、住民参加度総合等を含めたの

でいきますと、住民の参加度が全国で２位です。総合順位で６位。 

それから、さらに、こちらから早稲田大学を目指している方がいらっしゃると思うのですが、早稲田大

学のマニュフェスト研究所では2012年に議会改革度調査というのをやりまして、総合順位が全国で７位で

す。中身は何かと言うと、色々な委員会等の議事録を公開しているとか、今日は議長さんも見えています

けれども議長さんの交際費等公開しています。何に使っているのか、昨日はどこに行ったのかな、そんな

ようなことを全部公開しています。 

そういうことで長野県議会が他の県議会と比べて評価できるというのはそのような数字かなということ

で受け止めてください。以上です。 

 

（小松副議長） 

 よろしいでしょうか。他にございますか。 

 

（生徒Ｊ） 

 ２年Ａ組のＪです。委員会でほとんどの委員会が９人や10人なのに、議会運営委員会だけ11人なのは

なぜなのでしょうか。よろしくお願いします。 

 

（小松副議長） 

 このご質問につきましては、山岸議員よろしくお願いいたします。 

 

（山岸議員） 

 議会運営委員会はどうして人数が多いのかというご質問ですよね。議会運営委員会というのは11人とい

うことで活動しております。先程常任委員会ということでご説明させていただきましたけれども、これは

また他の議会運営委員会ということで、それでまた特別委員会というのがございます。 

この議会運営委員会というのは本当に議会の日程を決めたり議会の会議の規則を決めたり、色々な議員

さんの行動を見たりする。本当に議会の中でも大変力のある委員会といいますか、監視役をするような議
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会運営委員会ということでございます。それも先程お話ししましたように、各会派・党派の方から代表が

11人、人数割になっていますので色々な運営に対しての決めごとですので11名ということで、これも長

野県の条例の方で決まっています。よろしいですか。 

 

（小松副議長） 

 他にございますか。 

 

（生徒Ｋ） 

 ご説明ありがとうございました。２年Ｂ組のＫです。県議会議員さんに質問なのですが、党派の考えと

出馬した住民の考えが異なった場合どちらの考えを大切にするのですか。 

 

（小松副議長） 

 大変難しいご質問でございますが、垣内議員にご答弁をお願いいたします。 

 

（垣内議員） 

 大変難しい質問でありますが、私は自民党県議になっておりますので、その県議団の決めたことには従

わなければならないという事情があります。地元へ行って地元の皆さん方の言うことをちょっと聞けない

のだよね、ということになると次の選挙が危なくなるということになりますので、究極の選択になります

が、実はいまだかつてそういうことはありません。 

 住民の皆さん方の要望というのは、自分達の住環境をどう整備するのかというのが圧倒的でありまして、

イデオロギーがどうのこうのとか、考え方がどうのとかいうようなものは、地元としての要望はありませ

ん。 

 個々には例えればＴＰＰの問題でありますとか、消費税の増税については反対しますというような人達

はおりますけれども、しかしながらそれは住民の皆さん方に納得いく様な説明をして、例えば消費税の増

税についてもご理解をいただくという作業を続けていくことが大事だろうと思います。 

ただ１点、地域エゴ・住民エゴというのがあります。私の所だけ良くなればいい、私の所の道路だけあ

けてくれればいい、他の所の予算を持ってきてこれをやってほしいというのは事実あります。しかしそれ

は、これも丁寧に理解いただくように説明をして優先順位をつけたり、予算の関係もありますので我慢し

ていただくことは我慢していただくということを私の後援会また地元の住民の皆さん方には説明をしてい

ます。 

現実的には板挟みになるということはほとんどありません。以上です。 

 

（小松副議長） 

 よろしいでしょうか。他にございましたら。 
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（生徒Ａ） 

 先程質問させていただきましたＡです。前半の方で長野県立中学校条例や歯科保健推進条例を事例に、

色々な条例について考えてから施行されるまでの流れをご説明を賜ったのですが、その条例が可決されて

から施行に移るまで、全体の条例の数でみた時に平均でどれくらいの期間がかかるのでしょうか。 

もしご存知の場合、その可決されてから施行されるまでの期間が１番長かったものや、逆に短かったも

のなどが分かればお答え願いたいのですが、お願いします。 

 

（小松副議長） 

 このご質問に対しましては、小林議員よろしくお願いします。 

 

（小林議員） 

 今Ａ君から条例が制定されてから実際にその効力を発揮するまでにどれくらい時間がかかるのかという

質問をもらいました。議会で条例が可決をされますと、それが知事が条例を公布をしてしかるべき日に施

行の日も決めて、いついつから施行されますということを公にします。長い短いがかなりあります。 

議会で議決をしますと議長からこういう条例を議決、可決をして決まりましたので知事の方に後の手続

きをお願いしますという手続きに入っていって、知事の手元に届いてから20日以内に公布をしなければい

けないということが決まっています。 

施行については公布と同じでもいいのです。公布日に施行というのも可能になっています。長いものは

かなり時間がかかります。例えば先程の屋代高校附属中学校を設置する中学校設置条例では、約８か月間

程かけています。それから先程色々と議会の活動の中で説明がありました総合計画についての条例があり

ましたが、これは８日間です。それから歯科保健推進条例それとがん対策推進条例、これは県民の皆さん

の健康に深く関わってくるものですがこれが15日です。 

そんなような形で県民の皆さんの生活の形がかなり変わるであるとか、または新たな負担をお願いする。

例えば県民の皆さんに新たな税をお願いするような場合、最近の場合では平成20年に長野県森林づくり県

民税というのができました。これは新たな負担をお願いするわけで、これは公布から施行まで約３カ月程

あったのかなというふうに記憶していますが、ちょっと定かではありませんが、そんなふうにして色々皆

さんに知っていただく期間をそんなに長く設けなくても、皆さんの生活にすぐ密接に関わるものは早く、

もっと皆さんに色々と知ってもらってこういうふうになりましたというのを広めていく期間をとらなけれ

ばいけないものは、一般的に長くということになっていますが、ただ１番長いのは何ですかというのは残

念ながら分かりません。申し訳ありません。 

 

（生徒Ａ） 

 今まで短いものでも１か月位かかるのではないかなと思っていたので、とても参考になりました。ご丁

寧にご説明いただきありがとうございます。 
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（小松副議長） 

 よろしいでしょうか。今までのご質問の答弁だとか、あるいは最初の議会の役割、今までどの様な形で

長野県議会が進められてきたかと色々なご説明をさせていただきました。皆さんの方からこんな事も聞い

てみたいなというご意見やご提案等々ありましたら皆さんの方から出していただきたいなと思いますが、

どうですか。 

 

（生徒Ｌ） 

 ２年Ｂ組のＬと言います。提案というとちょっと違うのですけど、先程のお話の中で議員の皆さんと知

事は対等な関係にあるというお話があったのですけども、その対等は会議とかに出て投票とかそういうも

のを決めるという権利とかそういう上での対等なのか、人というか普通に住んでいる住民はあまり知事と

話したりする機会はないと思うのですけど、そういうふうに話したりできるというかそれはやろうと思え

ばできるのかもしれないのですけども、会議の後ですとかそういう時にできるという意味での対等なのか

そこの所を教えていただけるとありがたいです。 

 

（小松副議長） 

 垣内議員さんどうでありますか。垣内さんにご質問だというふうに受けとりますので、よろしくお願い

します。 

 

（垣内議員） 

 対等というのは非常に難しい、何をもって対等なのかよく分かりませんが対等ではないですよ、給料も

差があるんですから。ただ長野県政に対して知事は提案権がある、それに対して我々はそれを審議してい

いか悪いかということを言って、お互いに議場で討論をする。そこは対等だろうというふうに私は思って

います。 

どちらが偉いとかどちらが偉くないとかという関係ではないというふうに私は思っていますが、そうい

うところであろうと。ただ今おっしゃられた一般の人達も知事の所へ行ってお話できるのかな、そんな偉

い人の所へ行けるのかなという思いがあるかもしれませんが、おそらく今までのどの知事も皆さん方と話

をしたいというふうに思っているはずでありますし、その機会があれば、その時間がとれれば皆さんも自

由に対等にお話ができる、そんな立場だというふうに私は思っています。 

 

（小松副議長） 

 よろしいですか。もう少し時間があるのですが、もうお１人位どうですか。聞いてみたいなという。 

 

（生徒Ｍ） 

 ご説明ありがとうございました。２年Ａ組のＭと言います。定例会が年に４回あるとおっしゃっていた
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のですが、定例会はどのくらいの時間がかかるのでしょうか。また臨時会はどのような時に行って、臨時

会を行わない年はあるのでしょうか。よろしくお願いします。 

 

（小松副議長） 

 これについては鈴木議員の方からお答えをお願いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

 

（鈴木議員） 

 今２点質問いただきました。定例議会の時間日数ですか。議会事務局に聞くと、だいたい平均して３週

間位です。それから１番長いのが２月定例会、３月にかかっていきますが、これは翌年度４月から次の年

の３月までの色々な県政全般の事業の予算をきちんと知事から出されたものに対し、本当に適当なのか不

適切なのか審議する議会の２月から３月が１番長いです。 

それからもう１つ、臨時会というのはそんなにひんぱんに開かれないのですが、例えば災害が起きたと

か、今は（東京都の）大島が大変でした。大変な災害が起きた、例えば農家の皆さんが霜や台風で大変な

被害を受けた。何とかしないと皆さんの生活が立ち行かなくなるだろう。あるいは道路が決壊した、河川

が氾濫した、地震が起きたというような場合には臨時会を開いて予算を議決して、国や関係の市町村と連

携をとってどうするのかという為に議会としても意思を示していかないと、県民の皆さんが置き去りにさ

れてしまうというということです。臨時会はここ最近開かれていません。経済対策で、非常に不況だった

ものですから経済対策の臨時会を開いて働きかけたということがあります。いいですか。 

 

（小松副議長） 

 ありがとうございました。それでは議員の皆さんから逆に生徒さんにこの事を聞きたいなというのがあ

りましたら、逆に質問していただきたいのですがいかがですか。 

 

（垣内議員） 

 この中で県会議員も含めて国会議員など政治家になりたいと思っている人は手を上げてください。 

 

（小松副議長） 

 それでは私の方から、長野県で最初のこの屋代高校附属中学校設置しましたよね。もう２年になります

けれどもここに入った目的とか、あるいはこんなふうに勉強したいなとか何かこの学校へ入学した動機と

か目的とかそういうものがあったらご質問を私の方でしますので、お願いしたいと思いますが、先程２回

質問した方どうですか。 

 

（生徒Ａ） 

 Ａです。僕が屋代高等学校附属中学校に入学しようと思ったきっかけなのですが、この学校は高校入試
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がないという点と、あと科学リテラシーなど他の勉強だけではない分野も色々な活動をされているという

ことで、中学生活を勉強だけでなく過ごしていきたいという気持ちがありまして、自分のやりたいことを

ここでやっていくという点において高校受験がないというところと色々なこういった活動にも触れあえる

というそういう所に魅力を感じてここを志願しました。 

 

（小松副議長） 

 再質問をさせていただきますが、２年間勉強してみて附属中学校で県にこうしていただきたいとか何か

逆にお願いというかそんなことがあったらお聞かせいただきたいのですが。 

 

（生徒Ａ） 

 恵まれた環境の中で勉強をさせていただくだけでもとてもありがたいということなのですが、自分達だ

けではなくてやはり県全体として学力を向上させていくというところが大事だと思うので、自分達の学校

だけではなく他の学校の所にもそういった活動を進めていっていただきたいというのが僕の願いです。 

 

（小松副議長） 

 長野県全体の教育レベルを上げていただくような、そんなようによく私達も教育委員会の方にお話をし

ておきます。ありがとうございました。他にもご質問があろうかと思いますけれども、ここで質問の時間

を終わりにしたいと思います。大変ありがとうございました。 

最後に本郷長野県議会議長から今日の生徒さんからの質問などをお聞きいたしまして、感想をいただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長所感 

（本郷議長） 

 長時間にわたりまして大変鋭いご質問やご意見をいただきまして、本当に関心をしたところでございま

す。皆様方が県政へのあるいは県議会への、あるいは、さらに本質的に言えば政治への大変強い関心をお

持ちだということを私ども非常に皮膚感覚で感じまして、県会議員としての責任の重さを改めて今痛感を

しているところでございます。 

議会運営委員会の定数の問題や議会閉会中の活動に対する内容、あるいは特に高度な質問でございまし

たけれども住民による条例の改廃請求、これは大変大学のゼミ並みの質問でございまして大変私ども驚い

ておるわけですけども、また道州制等の絡みで今非常に全国的に話題になっていますし、私ども議員がう

なるような大変鋭い専門性の高いご質問をいただきまして、敬服をしたところでございます。長野県政に

ついて生徒の皆さんが大変にしっかりしたお考えを持っていらっしゃると、評判どおりの優秀な生徒の皆

さんが集まっていることを私ども受け止めたところであります。 

今回の初めての中学生との催しでございますが、縁遠かった県議会について理解が深まりましたでしょ
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うか。少し深まったと思った方は手を上げていただきたいと思いますが。 

ありがとうございました。そういう意味でも私達は緊張感を持ってこれからまた議会に臨みたいと思っ

て、本当に挙手をしていただかなかった方も含めて大変高い関心度に驚いている次第であります。 

先程各議員からお話がありましたように、私達の長野県は男性も女性も全国１位の長寿県ということで

あります。それからまた、これは日本総合研究所、三井物産のシンクタンクをやっている、勉強をされて

いる方は分かると思いますけれども、寺島実郎さんが理事長をやっている日本総研では幸福度ランキング

では47都道府県のうちの１位なのです。それは全国で１位でございます。健康寿命もそういうことでござ

います。このように長野県は非常に潜在的能力、ポテンシャルが極めて高い県だということで、おおいに

皆さん自信を持ってもらいたいと思います。 

先程Ａさんが僕らの学校だけでなくと、教育長並みのご発言をされまして、長野県全体の教育の資質を

上げなければならない。ただし、垣内議員が聞きましたら議員になりたい人は１人もいないと。いずれ皆

さんがこれから高校、大学と行っているうちに、政治の持つ重要性というものを更にご認識をいただくと

思いますけれども、今日だけの質問で多分この中から何人かの県会議員や国会議員が出るというように僕

は思っています。その位非常に高い内容の会だったことに感謝を申し上げる次第でございます。 

いずれにしても、今日21世紀の主役は皆さんでございます。皆さんが21世紀の日本の国を、そしてま

た愛する長野県を、そしてまた愛郷心を持ってこれから次の世代に私達がたいまつを引き継ぎますので、

是非とも高い志を持って勉学に励んでもらいたいと思います。 

長野県で生まれ育ったことを誇りにして自信を持って勉強や運動に一生懸命に取り組み、まさに将来長

野県を引っ張っていくんだと、それだけのプライドを是非お持ちいただきたいと思います。 

私達県議会議員も住民代表としての先程も説明のあった監視あるいは政策立案といった長野県議会が持

つ役割を十分発揮して、知事とともに二元代表制でございますのでより良い長野県の構築のために全力を

傾けたい次第でございます。 

今日は色々な意味で大変私ども勉強をさせていただきました。皆様方のこれからの一層のご活躍をご祈

念申し上げまして所感といたします。本日は誠にありがとうございました。 

 

○ 閉会 

（小松副議長） 

 本郷議長ありがとうございました。以上をもちまして「『こんにちは県議会です』屋代高校附属中学校」

を終了させていただきます。屋代高校附属中学校の皆さん、そして会場の皆様におかれましては長時間に

わたり熱心にご参加いただきまして誠にありがとうございました。 


