
自由民主党県議団 20人
改 革 ・ 新 風 15人
県民クラブ・公明 8人
日本共産党県議団 6人
県 政 な が の 6人
無所属改革クラブ 2人
無 　 所 　 属 1人

現員58人
【平成24年11月現在】
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◆平成24年9月定例会（9月20日～10月5日）の概要◆平成24年9月定例会（9月20日～10月5日）の概要

◆長野県議会選挙区・定数研究会が研究結果を議長に報告しました◆長野県議会選挙区・定数研究会が研究結果を議長に報告しました

　平成24年９月定例会が開催され、知事から平成24年度一般会計補正予算
案、森林づくり県民税条例の改正案、教育委員会委員の選任などの議案が提
出されました。
　本会議の一般質問（30名）、委員会審査などで、新たな県立４年制大学の
設置、経済雇用対策、森林づくり県民税の活用、いじめ問題など様々な課題

多くの県民の署名や包括外部監査の提言等を踏まえずに、管理栄養士養
成課程が除外されたのはなぜか。
県民のニーズや今の管理栄養士の就職状況を考えると、必ずしも必要性は高
くないと考えている。素案で、多文化社会を生きるための幅広い視野を持ち、
イノベーションを起こせる人材の育成を目指すこととしており、個別分野のスペ
シャリストである管理栄養士の養成課程は盛り込まなかった。

本年中に構想を決定するスケジュールであるが、パブリックコメント等の
意見を踏まえ、今後素案が大幅に変わる可能性があるのか。
素案の段階であり、細部までは固まったものではない。県民の皆様からご意見
をいただき、広く議論を行う中で、長野県の将来を見据えた人材育成、新し
い県立大学像をしっかり構築してまいりたい。

について活発に議論しました。
　審議の結果、経済・雇用情勢への対応、子どもの安全・安心確保、再生
可能エネルギーの導入促進、栄村の復興支援等を盛り込んだ総額63億1,861
万円余の補正予算案など、知事提出議案33件を原案のとおり可決等しました。
　議員及び委員会提出議案では、10件の意見書等を可決しました。

議論１ 新たな県立４年制大学

新たな県立大学の基本構想（素案）に
ついて議論しました。

中国の対日報復措置とみられる日本製品ボイコットが拡大し、日系企業への
圧力が高まっているが、中国との経済交流についてどのように考えているか。
中国には多くの県内製造業が進出し、輸出額も中国向けが３年連続トップで
ある。県経済の活性化には、中国をはじめアジア各国の活力を取り込むこと
が重要であり、中国側の動きを注視するとともに、経済交流の促進に向けて
努力したい。

県内中小企業における人材確保のためにも、若者に対して、中小企業の
魅力を情報発信すべきではないか。
若者の失業率や非正規雇用の割合は高い。ホームページによる中小企業のＰ
Ｒ等を行っているが、今後は合同企業説明会を開催するとともに、ツイッター
等を活用して若者への情報発信を強化したい。

議論 2 経済雇用対策
県内企業とも関係の深い中国との
経済問題や若者の雇用対策に
ついて議論しました。
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いじめ問題への取組に
ついて議論しました。

今回の改正で、搬出間伐に使途を拡大する理由は何か。
小規模な個人所有林の間伐では搬出経費や管理費に見合う収入が得られな
いため、森林の整備がなされず、森林の公的機能の低下にもつながる。税に
より搬出間伐を支援し、森林資源を利活用しながら、着実な森林整備を進め
ることが重要と考えている。

間伐が必要な面積から考えると、今後５年間の間伐の目標面積は、過去
5年の実績どおり２万３千haを維持し、搬出間伐や水源林取得等の新たな
使途は最小限とすべきではないか。
今後５年間に緊急に間伐が必要な里山の面積と、森林資源の利活用による
継続的な森林づくりとを勘案して、次期の間伐目標面積は1万5千haと算出
した。水源林の保全を含め、利活用と保全により森林資源を守るため、税を
有効活用したい。

議論 3 森林づくり県民税

子ども本人がいじめについて考え行動することが重要であるが、子どもの
心に響く取組が必要ではないか。
嫌なことにはノーと言え、いじめを止めたり、訴えることのできる子どもを育て
るため、安心して自分の気持ちを表現できる集団づくりが必要と考える。教員
や大人が訴えを受け止め、裏切らないようにしなければならない。被害児童・
生徒を守ることを第一に、加害児童・生徒の課題解決も行い、いじめの解決
に努力したい。

いじめ問題に対応するスクールソーシャルワーカー等の相談体制の確保が
喫緊の課題ではないか。
スクールソーシャルワーカー等のニーズが高まっていることから、現在の活用
状況と今後の見込みを精査し、必要な相談時間を確保するとともに、来年度
に向けて人材確保を行い、より一層相談体制の充実に努めたい。

議論 4 いじめ問題
５年間の継続が提案された
森林税について、その使途
などを議論しました。
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県議会広報の充実のため、今年度から発行している広報紙です。
次回の11月定例会分は、新聞紙面に掲載します。長野県議会広報紙をお届けします。 

本会議での主な審議 詳細な内容は県議会ホームページの録画中継でご覧いただけます。

　平成27年の改選に向けて、昨年7月から11回にわたり、選挙区及び議員定数について調査・研究を重ねてきた長野県議会選挙区・
定数研究会（会長：服部宏昭議員、副会長：寺島義幸議員）は、研究結果を取りまとめ、平野成基議長に報告しました。
　報告を受けた平野議長は、各会派代表者との打合せ会議において、「研究結果を重く受け止め、報告のとおり取扱いたい。」と述
べました。この報告書は県議会ホームページでご覧いただけます。

［報告書の概要］
◎議員定数の上限が撤廃された地方自治法改正の動き、国勢調査人口の推移、全国との比較、さら
には、具体的な定数削減の試算等を踏まえ、本県の定数や選挙区について活発な研究を行った。
◎その結果、中山間地域や過疎地域が多く、他の都道府県と比べ市町村合併が進まず、面積の広
い本県において、多くの県民の声を一層県政に反映させるために、定数及び選挙区は、現行法上
では、現状どおりでやむを得ないとの結論に至った。
◎なお、選挙区を郡市の単位から市町村単位とする公職選挙法改正の動きがあり、現時点では改正
の時期等は不明であるが、改正された場合には大幅な見直しが予想されるため、その際は、改正
の趣旨等をしっかりと踏まえ、議会として改めて十分な検討を行う必要がある。

議員1人当たりの人口

議員1人当たりの面積

議員1人当たりの市町村数

議員1人当たり人口の最大格差

19位
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順位項　　　目
全国順位（値の高い順）

研究会会長から議長に報告書を提出

正副会長による記者会見の様子

4年充
実
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仕事場行



○交通安全対策について、住民主体の見守り活動が恒常的となるよう支援を進め、
通学路への信号機の設置等は、児童の安全確保のため早期に取り組むこと。
○警察改革に向けた「非違事案防止のための総合対策」について、全警察職員
への徹底と、内部通報制度や採用時対策等52項目を着実に実施すること。
○新県立大学基本構想（素案）について、高校生の流出防止と県内への就職促
進という目的が果たせないのではないか。また、包括外部監査の提言、県議
会懇談会での意見等も踏まえておらず疑問である。管理栄養士養成課程が盛
り込まれなかった点や海外留学と全寮制の義務付けも大きな問題である。

こんにちは県議会です （裏面）114号

検索長野県議会
●お問い合わせ、ご意見は県議会事務局調査課　TEL 026-235-7414（直通）　FAX 026-235-7363　Eメール chosa@pref.nagano.lg.jp　まで

県議会のホームページを
ご覧ください

県議会のホームページでは、①議員の紹介 ②議会の概要 ③定例会等の概要 ④本会議中継 ⑤会議録検索 
⑥こどものページ ⑦「こんにちは県議会です」（議会広報）  ⑧「フォト広場」（議会のできごとを写真で紹介）
を掲載しています。本会議やすべての委員会の会議録を掲載しています。また、最近の本会議の質疑内容は、映像と
音声を視聴することもできます。　●折込に関するお問い合わせ　㈱長野県折込広告センター　TEL 026-268-4566 携帯サイトはこちらから ➡

◆ 地方交付税の適正な執行を求める意見書案
◆ 登記の事務・権限の地方への移譲に反対する意見書案

◎政務調査費…月額２万円の減額を平成25年
度まで延長（年間1,392万円の削減効果）
◎海外視察…凍結期間を平成25年度まで延長

１１月定例会は１１月２１日（水）に開会します。１１月定例会は１１月２１日（水）に開会します。
◎本会議及び委員会は公開されています。傍聴を希望される方は、議会棟１階の受付で傍聴券を受け取り、
入場してください。傍聴席数に限りがあるため、先着順による受付を行っています。

◎また、県議会ホームページでは本会議の映像をライブ中継及び録画にて配信していますのでご覧ください。

議会改革に関する検討結果議会改革に関する検討結果

総務企画警察委員会総務企画警察委員会

8月30日～31日に長
野地方事務所など５
現地機関と、栄村復
興交付金事業箇所
など４箇所を調査し
ました。

総務企画警察委員会

○「社会福祉サービスの従業者、設備及び運営の基準を定める条例」につい
て、内装の木質化による県産材の利用など、条例の運用に際し配慮すること。
○医師確保対策について、信州大学との連携強化や、医師を目指す高校生
を対象としたセミナーの開催などに一層取り組むこと。
○自殺対策について、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応ができ
る「ゲートキーパー」を養成するため、市町村への支援を積極的に行うこと。
○障害者への支援について、障害者の所得向上、差別や虐待防止の取組
など、関係機関と連携して積極的に実施すること。

健康福祉委員会健康福祉委員会

○次期「長野県環境エネルギー戦略」について、企業活動や県民生活に与
える影響を考慮し、県民の理解が得られる実効性のある計画とすること。 
○経済雇用対策について、世界経済の減速や日中対立による影響などを注
視して取り組むこと。「長野県ものづくり産業振興戦略プラン」に基づき、
次世代産業の創出による製造業の構造転換を、県が主導して進めること。
○新たな「観光振興基本計画」について、本県観光の現状と課題を踏まえ、め
ざす姿を明確にして、これを実現していくための施策の検討を十分に行うこと。

環境商工観光委員会環境商工観光委員会
○次期「長野県食と農業農村振興計画」について、現計画の成果等を検証・
分析するとともに、関係者の意見を反映させること。また、次期計画を農
業者をはじめ県民等へ広く周知し、理解を求めること。
○森林づくり県民税の継続について、①里山整備を引き続き重点的に行うこ
と。②使途を拡大するにあたり、間伐材の利活用を進め、水源林保全対
策には一定のルールを設けるなど適切な内容とすること。③早急に具体的
な制度内容を構築し、関係団体、県民等に周知すること。

農政林務委員会農政林務委員会

○公共事業について、早期発注に努めるとともに、地元企業が受注できるよ
う、入札制度を更に改善すること。
○県営住宅の整備について、市町村への移管を前提に建て替えるだけでは
なく、地域活性化にも寄与できるため、県としても引き続き主体的に行うこと。
○防災体制について、なお一層市町村との連携を密にして、県全体として
災害発生時に対応できる体制を整えること。

危機管理建設委員会危機管理建設委員会
○望ましい電気事業形態の検討について、既存砂防ダムの水力発電への
積極的活用をはじめ、本県の豊かな水資源を有効活用すること。
○いじめ対策について、いじめを未然に防ぐシステムの構築、いじめ防止
に関する条例制定等を検討すること。
○教育委員会委員の選任について、一定の確認と理解ができたことから同
意すべきものとしたが、選任にあたり、知事と教育委員会との十分な連携
が図られていなかったことから、今後このようなことのないようにすること。

文教企業委員会文教企業委員会

常任委員会の委員長報告から 各委員会は、付託議案や所管事項について質疑等をし、部局に対して要望・要請を行いました。

平成24年9月定例会で可決した議員及び委員会提出議案一覧 意見書は国などに提出し実現を求めました。
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栄村復興交付金事業の視察

８月６日～７日に中央
児童相談所など３現
地機関と、（医）長野
寿光会上山田病院
など５箇所を調査し
ました。

健康福祉委員会

中央児童相談所（長野市）の調査

８月29日～31日に北
安曇地方事務所など
10現地機関と、多摩
川精機（株）など６箇
所を調査しました。

環境商工観光委員会

多摩川精機（株）（飯田市）の視察

７月19日～20日に松
本地方事務所など９
現地機関と、県営中
山間総合整備事業上
田市殿城など７箇所
を調査しました。

農政林務委員会

県営中山間総合整備事業の視察

７月23日～25日に消
防学校など13現地機
関と、治水ダム建設事
業など15箇所を調査
しました。

危機管理建設委員会

消防学校（長野市）の調査

７月17日～18日に上
田水道管理事務所な
ど２現地機関と、長野
ろう学校など４教育機
関を調査しました。

文教企業委員会

上田水道管理事務所の調査

９月10日～11日に諏
訪地方事務所など14
現地機関と県営富士
見高原産業団地を調
査しました。

決算特別委員会

諏訪合同庁舎での調査

行政運営

◆ 改正貸金業法の堅持及び多重債務対策の強化を求める意見書案生　活
◆ こころの健康を守り推進する基本法（仮称）の制定を求める意見書案福　祉
◆ 一般国道153号の指定区間への編入を求める意見書案基盤整備

◆ 中小企業支援策の拡充を求める意見書案経　済
◆ 森林・林業基本計画の着実な推進を求める意見書案
◆ 配合飼料価格の高騰への対策を求める意見書案産　業

◆ ＭＶ―２２オスプレイの飛行訓練に関する意見書案防災・安全
◆ 第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の東京
　 招致に関する決議案

※意見書等の内容は県議会ホームページでご覧いただけます。
教育・文化

◆『「こんにちは県議会です」信州大学』を開催しました◆『「こんにちは県議会です」信州大学』を開催しました

広報
番組

「こんにちは県議会です」を、
ケーブルテレビで放送します

（一部の地域は除く）
総務企画警察委員会と
農政林務委員会の９月定例会の模様

放送日時は、ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。
過去1年分の番組は、県議会ホームページでご覧いただけます。

内容

　10月29日（月）に信州大学松本キャンパス（松本市）で、県民の皆様に身近で開かれた県議会を目指した『「こんに
ちは県議会です」信州大学』を開催しました。
　議長、副議長、広報委員の8議員が出席し、信州大学経済学部の学生を中心とした約７０人の学生の皆様をはじめ
１００人の御参加がありました。 
　「県政報告会」では、広報委員から議会制度や県議会定例会の概要について紹介し、続いての「ふれあいミーティン
グ」では、信州大学の学生の皆さんと県政に関すること、県議会に関することなど、活発な意見交換を行いました。
当日の内容は県議会ホームページでご覧いただけます。




