
番号 項 件　　名 議決日 結　果

1 地球社会建設決議に関することについて 付託せず

2 ＢＲＴ連節バス計画中止を求めることについて 平成27年7月2日 不採択

3 ＢＲＴ計画の白紙撤回を求めることについて 平成27年7月2日 不採択

4 ＢＲＴ事業に係る予算停止を求めることについて 平成27年7月2日 不採択

5 ＢＲＴ事業の予算実行停止等について 平成27年7月2日 不採択

6 ＢＲＴ構想についての住民投票条例制定について

1
ＢＲＴ・連節バス構想について、今後の予算支出を凍
結すること。

平成27年7月2日 不採択

2
ＢＲＴ・連節バス構想について、今後の予算支出など
の是非について問う住民投票を実施することを定める
条例を制定すること。

平成27年7月2日 不採択

7
働き過ぎの防止と良質な雇用の確立を求める意見書
の提出について

平成27年7月2日 不採択

8
最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見
書の提出について

平成27年7月2日 不採択

9
働き過ぎの防止と良質な雇用の確立、中小企業支援
の強化を求める意見書の提出について

平成27年7月2日 不採択

10 ＢＲＴによる税金の無駄遣いの中止について 平成27年7月2日 不採択

11 ＢＲＴ事業の予算執行停止を求めることについて 平成27年7月2日 不採択

12
ＢＲＴ（新バスシステム事業）計画の中止を求めること
について

平成27年7月2日 不採択

13
税金の無駄遣いとなるＢＲＴ計画の白紙撤回、見直し
と借金を減らすことを求めることについて

1
民意を尊重し、ＢＲＴ計画を白紙撤回、見直しして普通
バスの運行による新バスシステムを進めること。

平成27年7月2日 不採択

2
新潟市には返済不可能と思えるような1兆円もの借金
があるため、なおのことＢＲＴ計画は、普通バスの運行
に切りかえて借金を減らすこと。

平成27年7月2日 不採択

3
専用レーンなしでの6月7日の連節バス試乗会のとお
り、東大通の中央分離帯を撤去して専用レーンを、さ
らに萬代橋にその他専用レーンをつくらないこと。

平成27年7月2日 不採択

4
ＢＲＴのバス高速輸送システムの名称を現実に合わせ
た名称に変更すること。

平成27年7月2日 不採択

陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）
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番号 項 件　　名 議決日 結　果

陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

14
新潟市の国庫補助金請求忘れによる損失を、市民が
納めた税金である一般財源を使わず、行政側連帯責
任で補塡することを求めることについて

1
早急に市民が納めた税金に頼らないで補塡する方法
を考え、条例を制定するなどして、このたびの件を第1
号の適用とすること。

平成27年10月1日 不採択

2
このたびの請求忘れミスの原因調査を徹底的に行
い、確認の上業務のあり方を見直して、再び起こらな
い業務システムを構築すること。

平成27年10月1日 不採択

3
今後二度と同様ミスを起こさないことを誓い、市長名で
市報にいがた紙上をもって市民にてんまつの報告を
すること。

平成27年10月1日 不採択

15 地球社会建設決議に関することについて 付託せず

16
外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書の提
出について

付託せず

17
平成26年度国庫補助金（厚生労働省所管平成26年
度セーフティネット支援対策等事業費補助金）の請求
忘れに伴う行政処分の見直しについて

平成27年10月1日 不採択

18
学費と教育条件の公私間格差是正に向け、私立高等
学校への私学助成の増額、拡充を求める意見書の提
出について

平成27年10月1日 採択

19
議会に対しＢＲＴ事業の速やかな総括と自己批判を求
めることについて

平成27年10月1日 不採択

20
ＢＲＴ連節バス計画を全て永久停止し住民投票を求め
ることについて

平成27年10月1日 不採択

21
国庫補助金の請求を怠った責任は重大であり免職勧
告処分を求めることについて

平成27年10月1日 不採択

22
BRT連節バス計画の永久停止の是非を問う住民投票
を求めることについて

平成27年10月1日 不採択

23 水と土の芸術祭の会計の適正を求めることについて 平成27年10月1日 不採択

24
生活保護冬季加算引き下げ中止等を求めることにつ
いて

1
国へ、生活保護冬季加算の引き下げ中止を求める意
見書を提出すること。

平成27年10月1日 不採択

2
引き下げに伴う減額分を市として補てん、援護するこ
と。

平成27年10月1日 不採択

25
早通コミュニティセンター長ほか、総務部総務課長（庁
舎管理者）、北区地域課長の懲戒処分について

付託せず

26
市長命令違背執行を指摘し抗議した陳情を、個人批
判、思い込み（本図良雄前市議）として一市民をおとし
めた名誉侵害の議会について

付託せず

27
平成26年度国庫補助金（厚生労働省所管平成26年
度セーフティネット支援対策事業費補助金）の未請求
に伴う新潟市の瑕疵責任について

平成27年10月1日 不採択

28
BRT計画新バスシステムの見直しと新潟市の借金を
減らすことを求めることについて
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番号 項 件　　名 議決日 結　果

陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

1
今後さらに連節バスを購入、導入することなく現状の
まま、普通バスを交えた運行による新バスシステムを
進め、新潟市の借金を減らす努力をすること。

平成27年10月1日 不採択

2

開業以来、専用レーンなしで連節バス運行ができてい
る現状のとおり、東大通の中央分離帯を撤去して専用
レーンを、さらに萬代橋にその他専用レーンをつくら
ず、税金の無駄遣いをしないこと。

平成27年10月1日 不採択

3
BRTのバス高速輸送システムの名称を現実に合わせ
た名称に変更すること。

平成27年10月1日 不採択

29

起きてしまった新潟市の国庫補助金請求忘れ事件処
理のてんまつを市民・納税者目線で確認し、責任の所
在を明確にして、8月25日に公開された軽過ぎると思
われる懲戒処分の見直しを行い、6,223万1,000円の
損失補てんを市民が納めた税金である一般財源を使
わず、行政側連帯責任で市長が最大・最高責任者と
して補てんすることを求めることについて

1

事の重大性に鑑み、業務を放置し請求事務を怠った
職務怠慢と言わざるを得ない本件に対し、過失の有
無を考えても無過失責任に対して、民間人を同数交え
て懲戒審査会のやり直しを公開で開催し、市民・納税
者目線で軽過ぎると言われない適切な処分を導き出
すこと。

平成27年10月1日 不採択

2

政令新潟市として誠に不名誉な事件ながら、全国の
自治体に対してもよき前例となる市民・納税者目線で
申し分のない事件解決となるよう行政、議会ともに解
決策を構築すること。

平成27年10月1日 不採択

3
全国初と思われるこの事件の解決を、政令新潟市の
名誉にかけて市民が納めた税金である一般財源に頼
らないで補てんする方法で解決すること。

平成27年10月1日 不採択

30
宇宙船地球号を守るための地球社会建設決議に関す
ることについて

付託せず

31 ＢＲＴ事業の白紙撤回を求めることについて 平成27年12月21日 不採択

32
ＢＲＴ連節バスを即刻停止し元に戻すことを求めること
について

平成27年12月21日 不採択
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番号 項 件　　名 議決日 結　果

陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

33 横田めぐみさん拉致事件に関することについて 付託せず

34 適正なる海外視察を求めることについて 平成27年12月21日 不採択

35
沖縄の米軍普天間飛行場代替施設建設の早期実
現、沖縄米軍基地の整理縮小及び負担軽減を求める
意見書の提出について

付託せず

36
ＢＲＴ連節バスの即時停止と計画の白紙撤回を求める
ことについて

平成27年12月21日 不採択

37 海外行政視察中止を求めることについて 平成27年12月21日 不採択

38 バス路線再考について 平成27年12月21日 不採択

39
新潟水俣病全被害者の救済と問題解決を求める意見
書の提出について

平成27年12月21日 採択

40 海外行政視察に関することについて 平成27年12月21日 不採択

41
新潟市の職員の態度により、健全な暮らしができない
という不利益をこうむっているので、改善してほしいこ
とについて

1 安心して子供が通える教育にすること。 付託せず

2
万代市民会館と新潟市若者支援センターの館長、係
長の職務態度の事実の新潟市による把握、調査、改
善、二度とやらない誓約をすること。

付託せず

3 新潟市行政苦情審査会が機能するようにすること。 付託せず

42 ＢＲＴシステム及び連節バスに関することについて 平成27年12月21日 不採択

43
起きてしまった南区臼井地内排水対策工事の請負工
事契約解除に関することについて

1

事の重大性に鑑み、土地改良区の承諾なしに工事契
約を行い、工事前払い金を支払った本件は、小学生
でもわかる仕事の基本中の基本を逸脱していると言
わざるを得ず、民間人を同数交えた懲戒審査会を公
開で開催し、市民・納税者目線で軽過ぎると言われな
い適切な処分を導き出すこと。

平成27年12月21日 不採択

2
政令新潟市として誠に不名誉な事件ながら、全国の
自治体に対してもよき前例となる市民・納税者目線で
申し分のない事件解決を図ること。

平成27年12月21日 不採択

3
全国初と思われるこの事件の解決を、政令新潟市の
名誉にかけて市民が納めた税金である一般財源に頼
らないで補塡する方法で解決すること。

平成27年12月21日 不採択

4 / 25 ページ



番号 項 件　　名 議決日 結　果

陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

44

ＢＲＴ計画を白紙撤回して、現在運行中の連節バスを
やめて普通バスに切りかえ、今後の新たな連節バス
購入・導入をやめて新潟市の1兆円の借金を減らすこ
とを求めることについて

1
現状の連節バスの使用をやめて普通バスだけの運行
にすること。

平成27年12月21日 不採択

2
今後さらに連節バスを購入、導入することなく現状の
まま新バスシステムを進め、新潟市の借金を減らす努
力をすること。

平成27年12月21日 不採択

3
普通バスの運行で、今後萬代橋と東大通の中央分離
帯を撤去するなどして、専用レーン工事や道路改良工
事を行わず、税金の無駄遣いをしないこと。

平成27年12月21日 不採択

4
ＢＲＴバス高速輸送システムの名称をやめて、ただの
萬代橋ラインとすること。

平成27年12月21日 不採択

45
海外行政視察、親善視察などの見直し、中止すること
を求めることについて

平成27年12月21日 不採択

46 全員協議会の傍聴を求めることについて 平成27年12月21日 不採択

47
軽度外傷性脳損傷、脳しんとうの周知と予防、その危
険性や予後の相談のできる窓口などの設置を求める
意見書の提出について

付託せず

48 BRT連節バスの白紙撤回を求めることについて 平成28年3月18日 不採択

49
BRT（連節バス）システムの全面撤回を求めることに
ついて

1
市議会がBRT（連節バス）システムの全面撤回へと姿
勢転換すること。

平成28年3月18日 不採択

2
BRT（連節バス）システム導入の賛否を問う住民投票
条例を制定し一刻も早く市民の審判を仰ぐこと。

平成28年3月18日 不採択

50
宇宙船地球号を守るための地球社会建設決議に関す
ることについて

付託せず

51
BRT計画の見直しとBRT連節バスの白紙撤回を求め
ることについて

平成28年3月18日 不採択

52 栗原学議員に対する議員辞職勧告について 付託せず

53 国保料の引き下げを求めることについて 平成28年3月18日 不採択

54 全員協議会の傍聴を求めることについて 付託せず
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番号 項 件　　名 議決日 結　果

陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

55

BRT計画をリセットして、現在運行中の連節バスをや
めて普通バスに切りかえ、今後の新たな連節バス購
入・導入をやめて、新潟市の1兆円の借金を減らすこ
とを求めることについて

1
現状の連節バスの使用をやめて普通バスだけの運行
にすること。

平成28年3月18日 不採択

2
今後さらに連節バスを購入、導入することなく現状の
まま新バスシステムを進め、新潟市の借金を減らす努
力をすること。

平成28年3月18日 不採択

3
普通バスの運行で、今後萬代橋と東大通の中央分離
帯を撤去するなどして、専用レーン工事や道路改良工
事を行わず、税金の無駄遣いをしないこと。

平成28年3月18日 不採択

4
BRTバス高速輸送システムの名称をやめて、ただの
萬代橋ラインとすること。

平成28年3月18日 不採択

56
新潟市の国庫補助金請求忘れによる損失補塡にか
かわる事件処理の見直しを求めることについて

1

事件の重大性に鑑み、業務を放置し請求事務を怠っ
た職務怠慢事件であることを再確認して、請求事務の
誤りを職務怠慢事件と改めて、市民の誰でもが理解、
納得して受け入れることができる解決、適切な懲戒処
分を導き出すこと。

付託せず

2
懲戒審査会は、民間人を同数と陳情者も交えて、公
開で行うこと。

付託せず

3

損失補塡は、市長、副市長の減給の不足分を市民か
ら徴収した税金である一般財源から補塡することを改
め、市長以下全ての管理職、必要により正規職員全
員も含めた連帯責任で行うこと。

付託せず

57
南区臼井地内排水対策工事の請負工事契約解除に
関しての損失補塡にかかわる事件処理の見直しを求
めることについて

1

事の重大性に鑑み、土地改良区の承諾なしに工事契
約を行い、工事前払い金を支払った本件は、小学生
でもわかる仕事の基本中の基本を逸脱していると言
わざるを得ず、民間人を同数と陳情者を交えた懲戒
審査会を公開で開催し、市民・納税者目線で軽過ぎる
と言われない適切な処分を導き出すこと。

付託せず

2
政令新潟市として誠に不名誉な事件ながら、全国の
自治体に対してもよき前例となる市民・納税者目線で
申し分のない事件解決を図ること。

付託せず

3
全国初と思われるこの事件の解決を、政令新潟市の
名誉にかけて市民が納めた税金である一般財源に頼
らないで補塡する方法で解決すること。

付託せず
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陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

58 政務活動費の適正なる運用について 平成28年7月4日 不採択

59
JR北海道を一時的国有化すべきと考えることについ
て

付託せず

60 地域の見守り活動の取り組みについて

1

市の災害時要援護登録者と社会福祉協議会の友愛
訪問登録者については、民生委員だけではなく、市、
町内自主防災組織、社会福祉協議会等に情報をお互
いに活用、共有できるようにすること。

平成28年9月5日 取り下げ

2
政令新潟市として誠に不名誉な事件ながら、全国の
自治体に対してもよき前例となる市民・納税者目線で
申し分のない事件解決を図ること。

平成28年9月5日 取り下げ

61 政務活動費の適正なる運用について 平成28年7月4日 不採択

62 ＢＲＴ連節バスの廃止について 平成28年7月4日 不採択

63 ＢＲＴ連節バス中止について 平成28年7月4日 不採択

64 専用走行路社会実験の中止を求めることについて 平成28年7月4日 不採択

65 政務活動費の適正なる運用について 平成28年7月4日 不採択

66 ＢＲＴ新バスシステム撤回について 平成28年7月4日 不採択

67
これ以上の地域の荒廃に歯どめをかけるために労働
時間と解雇の規制強化を求める意見書の提出につい
て

平成28年7月4日 不採択

68 最低賃金の改善を求める意見書の提出について 平成28年7月4日 不採択

69 新バスシステム及び連節バスに関することについて 平成28年7月4日 不採択

70
新潟市の国庫補助金請求忘れによる損失補填にか
かわる事件処理の見直しを求めることについて

1
陳情は以前に同趣旨のものがあっても、議会ごとの陳
情に対し公序良俗に反しない限り委員会に付託する
こと。

付託せず

2

事の重大性に鑑み、業務を放置し請求事務を怠った
職務怠慢事件であることを再確認して、請求事務の誤
りを職務怠慢事件と改めて、市民の誰でもが理解、納
得して受け入れることができる解決、適切な懲戒処分
を導き出すこと。

付託せず

3
懲戒審査会は、民間人を同数と陳情者も交えて、公
開で行うこと。

付託せず

4

損失補填は、市長、副市長の減給の不足分を、市民
から徴収した税金である一般財源から補填することを
改め、市長以下全ての管理職、必要により正規職員
全員も含めた連帯責任で行うこと。

付託せず
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番号 項 件　　名 議決日 結　果

陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

71
南区臼井地内排水対策工事の請負工事契約解除に
関しての損失補塡にかかわる事件処理の見直しを求
めることについて

1
陳情は以前に同趣旨の陳情があっても、議会ごとの
陳情に対し公序良俗に反しない限り委員会に付託す
ること。

付託せず

2

事の重大性に鑑み、土地改良区の承諾なしに工事契
約を行い、工事前払い金を支払った本件は、小学生
でもわかる仕事の基本中の基本を逸脱していると言
わざるを得ず、民間人を同数と陳情者を交えた懲戒
審査会を公開で開催し、市民・納税者目線で軽過ぎる
と言われない適切な処分を導き出すこと。

付託せず

3
政令新潟市として誠に不名誉な事件ながら、全国の
自治体に対してもよき前例となる市民・納税者目線で
申し分のない事件解決を図ること。

付託せず

4
全国初と思われるこの事件の解決を、政令新潟市の
名誉にかけて市民が納めた税金である一般財源に頼
らないで補填する方法で解決すること。

付託せず

72 全員協議会の傍聴を求めることについて 付託せず

73
今年度予定している新潟駅前東大通でのＢＲＴ連節バ
ス専用レーン社会実験を中止して新潟市の１兆円の
借金を減らすことを求めることについて

1
現状の連節バスの使用をやめて普通バスだけの運行
にすること。

平成28年7月4日 不採択

2
今後さらに連節バスを購入、導入することなく現状の
まま新バスシステムを進め、新潟市の借金を減らす努
力をすること。

平成28年7月4日 不採択

3

普通バスの運行でことし予定されている新潟駅前東
大通での専用レーン、島式ホームの社会実験をやめ
て約１兆円の新潟市の借金を少しでも減らし、税金の
無駄遣いをやめること。

平成28年7月4日 不採択

4
ＢＲＴバス高速輸送システムの名称をやめて、ただの
萬代橋ラインとすること。

平成28年7月4日 不採択

74 政務活動費の廃止を求めることについて 平成28年7月4日 不採択

75
まちづくりトークに欠席議員の自己批判を求めること
について

平成28年7月4日 不採択

76
平成26年度の不適切な政務活動費（新聞代）の是正
を求めることについて

付託せず

77
6月12日秋葉区で開催されたまちづくりトークに参加し
なかった秋葉区選出市議の反省を求めることについ
て

付託せず

78
BRT連節バス専用走行路社会実験と島式ホームの建
設の中止を求めることについて

付託せず

79
中央区役所の移転に伴うＮＥＸＴ21、大和跡の新ビル
の購入の中止を求めることについて

平成28年12月22日 不採択

80 第4回水と土の芸術祭の中止を求めることについて 平成28年9月27日 不採択

81 再任用職員（新採用）による出張所長の是正について 平成28年9月27日 不採択
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陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

82 再任用職員に対する処遇のあり方について 平成28年9月27日 不採択

83 BRT連節バスはイベント用に使うことについて 平成28年9月27日 不採択

84
学費と教育条件の公私間格差是正に向けて、私立高
等学校への私学助成の充実を求める意見書の提出
について

平成28年9月27日 採択

85
中国共産党政府による法輪功迫害の停止と臓器の強
制摘出の停止のため日本政府の正義の行動を求め
る意見書の提出について

付託せず

86
BRT連節バス専用走行路の社会実験と島式ホームの
建設の中止を求めることについて

付託せず

87 専用走行路に関する社会実験実施について

1

十分な情報公開を行った上、沿線事業者、タクシー事
業者、一般市民等から意見を聴取する機会を設け、
それを踏まえて社会実験実施の是非などを判断する
こと。

平成28年9月27日 不採択

2 社会実験実施前に十分なシミュレーションを行うこと。 平成28年9月27日 不採択

88
BRT連節バス専用走行路社会実験の中止を求めるこ
とについて

付託せず

89
高額療養費、後期高齢者の窓口負担の見直しに当た
り、現行制度の継続を求める意見書の提出について

平成28年12月22日 不採択

90
豊栄市時代の腐敗皺襞を抱えて自動車管理規程、道
路交通法第74条に違反し改善なく悪の継承を続ける
北区建設課長及び北区長の怠慢について

付託せず

91
コンプライアンス委員会及び推進責任者等による法令
遵守条例の形骸化を否定する行政経営課長について

付託せず

92
中央区役所のNEXT21と大和跡に建設計画のビルへ
の移転計画の見直しを求めることについて

平成28年9月27日 不採択

93
より実効性のあるＢＲＴ連節バスの専用レーンと島式
ホームの社会実験を求めることについて

平成28年9月27日 不採択

94 政務活動費の中止を求めることについて 付託せず

95
健幸すまいリフォーム助成「一般枠」復活を求めること
について

平成29年3月22日 不採択

96 BRT事業の抜本的な見直しを求めることについて 平成28年12月22日 不採択

97
議員の議会内の発言取り消しに伴う関係者に対する
謝罪を求めることについて

付託せず

98 中央区役所の移転に反対することについて 平成28年12月22日 不採択

99
介護保険制度の見直しに対する意見書の提出につい
て

平成28年12月22日 不採択

100
子どもたちに行き届いた教育のための30人以下学級
実現、教職員定数増、 教育予算増額を求めることに
ついて

1
法改正による30 人以下学級を実現するよう国に求め
ること。当面、 小学校・中学校・高等学校全学年にお
ける35人以下学級の早期実現を国に求めること。

平成28年12月22日 採択
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2

今後市が行っていく少人数学級について、教職員を増
員するとともに、小学3年生以上の1クラス25人以上の
下限設定を緩和すること。また、高等学校への拡大を
早期に実施すること。

平成28年12月22日 採択

3

子どもたち一人ひとりに行き届いた教育を実現するた
め、教職員増等を可能とする教育予算の増額を図る
こと。特に、養護教諭、栄養教諭や学校栄養職員、 学
校事務職員の全校配置を進めること。また、特別支援
に係る教職員を増員すること。

平成28年12月22日 採択

4
教育費の保護者負担を軽減するために、私学振興補
助のための教育予算等を増額すること。

平成28年12月22日 採択

101
本会議における出席議員の態度を改めることを求め
ることについて

付託せず

102 政務活動費の後払いを求めることについて 平成28年12月22日 不採択

103
中央区役所のNEXT21と大和跡に建設計画のビルへ
の移転計画の見直しを求めることについて

付託せず

104 ＢＲＴ計画の抜本的見直しを求めることについて 平成28年12月22日 不採択

105 地球を守れる社会体制づくりについて 付託せず

106
新潟市議会議員の政務活動費の領収書等の議会
ホームページでの公開等を求めることについて

付託せず

107 中央区役所の移転に反対することについて 付託せず

108 バスダイヤ変更の取り組み等について

1
ダイヤ発表は、マスコミだけでなく地域住民にも説明
すること。

平成29年10月3日 不採択

2
バス停等のインフラ整備は誰がやるのか説明するこ
と。

平成29年10月3日 不採択

109
企業会計原則に準じた明瞭性確保と中央区役所の移
転計画について

付託せず

110
2018年開催予定の水と土の芸術祭の中止を求めるこ
とについて

付託せず

111 BRT事業の抜本的見直しを求めることについて 付託せず

112
秋葉区矢代田駅周辺地区土地区画整備事業につい
て

付託せず

113
委員会に付託しない議会運営委員会の誤った陳情処
理の是正を求めることについて

平成29年3月22日 不採択

114
政務活動費の後払い方式への変更を求めることにつ
いて

付託せず

115 議員モラルを求めることについて 付託せず

116 市議会報告会の廃止を求めることについて 平成29年3月22日 不採択

117
政務活動費の領収書等の議会ホームページでの公
開を求めることについて

平成29年3月22日 不採択
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118 発言取り消しに伴う謝罪について 付託せず

119
柏崎刈羽原発再稼働の反対の決議を求めることにつ
いて

平成29年3月22日 不採択

120
慰安婦像（少女像）韓国内外設置に絶対反対する決
議等について

付託せず

121

新潟市によるNEXT21の利用については、必ずしも売
買にこだわらない姿勢を前提に再度代金の交渉を行
うこと、13億5,000万円での売買について承認しないこ
とを求めることについて

付託せず

122 陳情処理の是正について 平成29年3月22日 不採択

123 請願及び陳情の正しい処理について 平成29年3月22日 不採択

124
安全安心な公共交通の実現のためＢＲＴ専用走行路
とさらなる連節バスの購入は承認しないことを求める
ことについて

平成29年3月22日 不採択

125
中央区役所のＮＥＸＴ21に移転予定にかかわる購入額
の説明について

平成29年3月22日 不採択
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126
BRTの島式ホームと専用走行レーン設置計画の中止
と連節バスをさらに購入しないことなどについて

1
BRTは、連節バスの使用をやめて普通バスのみの運
行に切りかえること。

付託せず

2
BRT島式ホームと専用走行レーンの設置計画を中止
すること。

付託せず

3
連節バスは、イベント時の乗客ピストン輸送の運行に
使うこと。

付託せず

4
今後さらに連節バス4台の購入予定を含め、BRT計画
を抜本的に見直すこと。

付託せず

127
政務活動費の後払いと政務活動費の使途の透明性
に鑑み、領収証などを議会ホームページに載せること
について

1
政務活動費は後払いにし、政務活動に支出した額を
領収証に基づいて支払うこと。

付託せず

2
政務活動費の支出伝票一覧表と、これに伴う領収証
を市議会ホームページから閲覧できるようにすること。

平成29年3月22日 不採択

128 受理された請願（陳情）の委員会付託について

1 郵送による陳情を認めること。 平成29年3月22日 不採択

2

定例会で不採択になった請願（陳情）でも、次の定例
会に出された請願（陳情）は、同趣旨などにかかわら
ず、市民側から見て状況の変化も考えられることから
委員会に付託して審議すること。

平成29年3月22日 不採択

129 議員による市民相談窓口設置について

1
現在NEXT21にある「なかなか古町」と同じフロアに市
民が気軽に立ち寄って相談できる議員相談窓口を設
けること。

平成29年3月22日 不採択

2
ここに議員が土日、祝日でも終日交代で在席するこ
と。議会開催中でどうしても議員が都合つかないとき
は代理を置くこと。

平成29年3月22日 不採択
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130
新潟市の職員の態度により、健全な暮らしができない
という不利益をこうむっているので、改善してほしいこ
とについて

1

若者支援センター職員、特に管理職の怠慢、過失、権
力濫用が行き過ぎていて不利益をこうむり、提言して
も民意が反映されないので、規律、厳罰、監視を強化
すること。

付託せず

2

教育委員会の教職員課長にだまされ、事前警告もむ
なしく教員による差別、暴言が再発し、教員によるいじ
め放置が発生したので、健全な教育にする旨を確約
すること。

付託せず

131
地球と人間を守れる社会体制づくりのための地球社
会建設決議について

付託せず

132
秋葉区矢代田駅周辺地区土地区画整理事業につい
て

平成31年3月22日 不採択

133
陳情書の処理についての申し合わせ事項の撤廃につ
いて

平成29年7月3日 不採択

134 議員定数の削減を求めることについて 平成29年7月3日 不採択

135 BRT事業の抜本的見直しを求めることについて 付託せず

136
新潟市民病院の医師の勤務実態調査と三六協定の
遵守を求めることについて

平成29年7月3日 不採択

137 議会報告会の改善について

1
議会報告会は、必ず一般市民を対象に考えること。こ
こにコミ協、自治協、学生などに参加を呼びかけて出
席してもらえる努力をすること。

平成29年7月3日 不採択

2
議会報告会は、現状どおり各区で開催して、その区か
らの選出議員は率先して出席すること。

平成29年7月3日 不採択

138 議員による市民相談窓口設置について

1

現在中央区のNEXT21にある古町行政サービスコー
ナーと同じフロアに市民が気軽に立ち寄って相談でき
る議員相談窓口を設けること。順次、その他の各区で
も窓口を設ける努力をすること。

付託せず

2
議会開催中を除き、相談窓口には、土日、祝日でも議
員が交代で終日在席すること。

付託せず
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139
陳情書の処理についての申し合わせ事項の撤廃など
について

1
平成29年5月17日に議決された申し合わせ事項は撤
廃すること。

平成29年7月3日 不採択

2
受理された請願（陳情）は全て委員会に付託して審議
すること。

平成29年7月3日 不採択

3

前の定例会で不採択になった請願（陳情）でも、次の
定例会に再び出された請願（陳情）は、同趣旨などに
かかわらず、市民側から見て状況の変化も考えられ
ることから委員会に付託して審議すること。

平成29年7月3日 不採択

140
BRT連節バスの島式ホームと専用走行レーン設置計
画の取りやめと、さらに連節バスを購入しないことなど
について

1
BRTは、連節バスの使用をやめて普通バスのみの運
行に切りかえること。

付託せず

2
BRT島式ホームと専用走行レーンの設置計画を取り
やめること。

付託せず

3
連節バスは、イベント時の乗客ピストン輸送の運行な
どに使うこと。

付託せず

4
今後さらに連節バス４台の購入計画を取りやめ、BRT
計画を抜本的に見直すこと。

付託せず

141
政務活動費の後払いとその領収証などを議会ホーム
ページに載せることについて

1
政務活動費は後払いにし、政務活動に支出した金額
分を領収証に基づいて支払うこと。

付託せず

2
政務活動費の支出伝票一覧表と、これに伴う領収証
を市議会ホームページから閲覧できるようにすること。

付託せず

142
新潟市の１兆円の莫大な借金を減らし財政の健全化
を進めることについて

1
新潟市の不要不急の事業を事業仕分けの実施など
により財政の健全化を図ること。

平成29年7月3日 不採択

2
必要により、議員も含め管理職以上の新潟市職員に
協力を求め、「株式会社新潟市」の考え、手法を導入
し財政の健全化を図ること。

平成29年7月3日 不採択

143
全国森林環境税の創設に関する意見書の提出につ
いて

平成29年10月3日 採択

144
学費と教育条件の公私間格差是正に向けて、私立高
等学校への私学助成の充実を求める意見書の提出
について

平成29年10月3日 採択

145
地球で生き続けるための地球社会建設希望決議につ
いて

付託せず

146
障がい者手帳を持たない軽・中等度難聴児への補聴
システム購入費助成を求めることについて

平成29年10月3日 採択

147
核兵器禁止条約への参加を求める意見書の提出に
ついて

平成29年12月22日 採択

148
農業者経営所得安定対策における米の直接支払交
付金の継続、充実を求める意見書の提出について

平成29年10月3日 不採択
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番号 項 件　　名 議決日 結　果

陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

149
基礎年金額等の改善と年金の毎月支給を求める意見
書の提出について

平成29年12月22日 不採択

150 全員協議会の公開を求めることについて 付託せず

151
政務活動費の後払いとその領収証などを議会ホーム
ページで公開することについて

1
政務活動費は後払いにし、政務活動に支出した金額
分を領収証に基づいて支払うこと。

付託せず

2
政務活動費の支出伝票一覧表と、これに伴う領収証
を市議会ホームページに公開し、閲覧できるようにす
ること。

付託せず

152 政務活動費の廃止を求めることについて 付託せず

153 議員による市民相談窓口設置について

1

現在NEXT21にある中央区役所窓口サービス課と同じ
フロアに市民が気軽に立ち寄って相談できる議員相
談窓口を設けること。順次、その他の各区でも窓口を
設ける努力をすること。

付託せず

2
議会開催中を除き相談窓口を設け、土日、祝日でも
議員が交代で終日在席すること。

付託せず

154
新潟市の１兆円の莫大な借金を減らし財政の健全化
を進めることについて

1
新潟市の不要不急の事業を取りやめるなどして財政
の健全化を図ること。

付託せず

2
必要により、議員も含め管理職以上の新潟市職員に
協力を求め、「株式会社新潟市」の考え、手法を導入
し財政の健全化を図ること。

付託せず

155
秋葉区矢代田管内の住民バスの運行計画の中止を
求めることについて

平成29年12月22日 不採択

156
共同所有貨幣制度を検討課題とするよう求める意見
書の提出について

付託せず

157
新潟駅南口広場において条例で禁止行為とされてい
るスケートボードに関することについて

1 新潟市新潟駅前広場条例に罰則を設けること。 平成29年12月22日 不採択

2 新潟市がスケートボードのできる施設をつくること。 平成31年3月22日 不採択
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陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

158 コミュニティ協議会への指導について

1
コミュニティ協議会に対し、組織図、予算、決算、会議
録、市からの報告やアンケート等を自治会、町内会に
回覧するよう指導すること。

平成29年12月22日 不採択

2
市政情報室に、自治協のように組織図等をファイルす
ること。

平成29年12月22日 不採択

3 自治連を整理し、二重構造を解消すること。 平成29年12月22日 不採択

159
新潟市役所本庁舎１階執務室の是正を求めることに
ついて

平成29年12月22日 採択

160
新潟市役所本庁の１階執務室の改善を求めることに
ついて

平成29年12月22日 採択

161 新潟市議会議員のコピー代の無料化について 平成29年12月22日 不採択

162
政務活動費を議員報酬に合算することを求めることに
ついて

平成29年12月22日 不採択

163
子どもたちに行き届いた教育のための30人以下学級
実現、教職員定数増、教育予算増額を求めることにつ
いて

1
法改正による30人以下学級を実現するよう国に求め
ること。当面、小学校・中学校・高等学校全学年にお
ける35人以下学級の早期実現を国に求めること。

平成29年12月22日 採択

2

今後市が行っていく少人数学級について、教職員を増
員するとともに、小学校・中学校・高等学校全学年に
おける32人以下学級の拡大、１クラス23人以上（小学
校３・４年生）、１クラス25人以上（小学校5・6年生）の
下限設定を緩和すること。

平成29年12月22日 採択

3

子どもたち一人ひとりに行き届いた教育を実現するた
め、教職員増等を可能とする教育予算の増額を図る
こと。特に、養護教員、栄養教員や学校栄養職員、学
校事務職員の全校配置を進めること。また、特別支援
に係る教職員を増員すること。

平成29年12月22日 採択

4
教育費の保護者負担を軽減するために、私学振興補
助のための教育予算等を増額すること。

平成29年12月22日 採択

164 政務活動費の50％カットを求めることについて 平成29年12月22日 不採択

165 全員協議会の公開を求めることについて 付託せず
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番号 項 件　　名 議決日 結　果

陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

166
政務活動費の後払いとその領収証などを議会ホーム
ページで公開することについて

1
政務活動費は後払いにし、政務活動に支出した金額
分を領収証に基づいて支払うこと。

付託せず

2
政務活動費の支出伝票一覧表と、これに伴う領収証
を市議会ホームページに公開し、閲覧できるようにす
ること。

付託せず

167 議員による市民相談窓口設置について

1

現在NEXT21の2階にある中央区役所窓口サービス課
と同じフロアに、市民が気軽に立ち寄って相談できる
議員による相談窓口を設けること。順次、その他の各
区でも窓口を設ける努力をすること。

付託せず

2
議会開催中を除き相談窓口を設け、土日、祝日でも
議員が交代で終日在席すること。

付託せず

168
新潟市の1兆円の莫大な借金を減らし財政の健全化
を進めることについて

1
新潟市の不要不急の事業を取りやめるなどして財政
の健全化を図ること。

付託せず

2
必要により、市長を初めとする特別職職員はもとより、
一般全職員にも財源に対して協力を求め、破綻新潟
市にならないように財政の健全化を図ること。

付託せず

169 情報公開文書のコピー代改正について 平成29年12月22日 不採択

170
陳情書の処理についての申し合わせ事項の撤廃など
について

1
平成29年5月17日に議決された申し合わせ事項は撤
廃すること。

付託せず

2
受理された請願（陳情）は全て委員会に付託して審議
すること。

付託せず

3

前の定例会で不採択になった請願（陳情）でも、次の
定例会に再び出された請願（陳情）は、同趣旨などに
かかわらず、新聞、テレビでの多方面にわたる報道に
より状況の変化も十分に考えられることから、委員会
に付託して審議すること。

付託せず

171
新潟市議会議員定数削減効果による報酬額の削減
について

平成29年12月22日 不採択

172
新潟市役所本庁舎1階の事務室壁・入口の改善につ
いて

平成29年12月22日 採択

173
憲法改正、防衛力強化より「対外的情報省」を設立す
ることを優先すべきとする要望書の提出について

付託せず
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番号 項 件　　名 議決日 結　果

陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

174 避難時の対応及び市民への周知等について

1
避難所開設者を個人情報で公開できないならば、開
設されないときの対応、措置を全区に公表すること。

平成30年3月20日 不採択

2
避難時における保育園、病院、デイサービス等との協
働の体制を全区に構築すること。

平成30年3月20日 不採択

3
市民協働課は、公園愛護協力費の決算書を地域に周
知する旨の記載を手引書から削除すること。

平成30年3月20日 不採択

175
政務活動費を使った北海道夕張市の財政事情の現
地視察について

平成30年3月20日 不採択

176 新潟市の財政再建について

1
水と土の芸術祭については、効果が定かではなく、市
民の支持も乏しいと考えられることから、廃止または
事業規模を大幅に縮小すること。

平成30年3月20日 不採択

2
新バスシステムについても市民の支持が乏しく、か
つ、十分な効果が見込まれないため、連節バス購入
などのための経費支出はやめること。

平成30年3月20日 不採択

3

土木や建設事業については、費用対効果を厳密に見
直し、無駄な事業を中止、規模縮小するとともに、業
者の経営安定を考慮しつつも最低制限価格の引き下
げなどの入札制度改革を行い、経費縮減を行うこと。

平成30年3月20日 不採択

4

その他の事業について、交流人口の増加、認知度の
向上など曖昧な目的や成果のみで実施の可否を判断
するのではなく、真に新潟市の財政、経済、市民生活
の向上に資するものかどうかで実施の可否を判断す
るようにすること。

平成30年3月20日 不採択

5

相続対象土地に関するプッシュ型法律相談制度な
ど、所有者不明土地対策を行い、固定資産税の未納
を減らすよう努めること。また、女性活躍支援及び個
人住民税を増収するという観点から、保育体制の充
実など女性就業に資する政策を積極的に展開するこ
と。さらに、パチンコ税など、新税の導入についても前
向きな検討を行うこと。

平成30年3月20日 不採択

6

まずは本当の無駄遣いをやめ、かつ、収入をふやす
ことに力を入れ、安易に高齢者福祉、子育て支援、防
災などへの支出を減らしたり、支所などの施設を住民
合意のないまま統廃合することのないようにすること。
また、職員の削減については、業務量の削減を伴わ
ない職員削減は単に個々の職員の負荷を増し、ワー
ク・ライフ・バランスの理念にもとる事態をも招きかね
ない。議会や会議への出席など、業務の必要性を吟
味した上で削減できる業務を削減した上、適正な職員
数について検討すること。

平成30年3月20日 不採択

18 / 25 ページ



番号 項 件　　名 議決日 結　果

陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

177 就学援助の改善を求めることについて

1
新潟市の就学援助基準である生活保護基準の引き
下げによる支給基準の減額を中止し、今後も1.3倍以
下を堅持し、充実させること。

平成30年3月20日 不採択

2
学校給食費は階層別支給を廃止し、全員に全額支給
すること。

平成30年3月20日 不採択

178
議会ホームページでの政務活動費の公開を求めるこ
とについて

付託せず

179 政務活動費の公開に関することについて 付託せず

180
情報公開に係る資料のコピー代の価額の値下げにつ
いて

付託せず

181
政務活動費の後払いとその領収証などを議会ホーム
ページで公開を求めることについて

1
政務活動費を後払いにし、政務活動に支出した金額
分を領収証に基づいて支払うこと。

付託せず

2
政務活動費の支出一覧表と、これに伴う領収証などを
市議会ホームページに公開し、閲覧できるようにする
こと。

付託せず

182 議員による市民相談窓口設置を求めることについて

1

現在NEXT21の2階にある中央区役所窓口サービス課
と同じフロアに、市民が気軽に立ち寄って相談できる
議員による相談窓口を設けること。順次、その他の各
区でも窓口を設ける努力をすること。

付託せず

2
議会開催中を除き相談窓口を設け、土日、祝日でも
議員が交代で終日在席すること。

付託せず

183
陳情書の処理についての申し合わせ事項の撤廃など
を求めることについて

1
平成29年5月17日に議決された申し合わせ事項は撤
廃すること。

付託せず

2
受理された請願（陳情）は全て委員会に付託して審議
すること。

付託せず

3

前の定例会で不採択になった請願（陳情）でも、次の
定例会に再び出された請願（陳情）は、同趣旨などに
かかわらず、新聞、テレビでの多方面にわたる報道に
より状況の変化も十分に考えられることから、委員会
に付託して審議すること。

付託せず
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184 議会報告会の改善を求めることについて

1

議会報告会は、必ず一般市民を対象に考えること。こ
こにコミ協、自治協、学生などに参加を呼びかけ、大
勢の市民の出席で議会報告会が開催される努力をす
ること。

付託せず

2
議会報告会は、現状どおり各区で開催して、その区か
らの選出議員は率先して議会報告会に出席すること。

付託せず

185 水と土の芸術祭中止を求めることについて 平成30年3月20日 不採択

186 生活保護受給等に関することについて 付託せず

187 議会報告会の抜本的改革を求めることについて 平成30年6月19日 取り下げ

188 韓国蔚山市における慰安婦像設置について 平成31年3月22日 不採択

189
秋葉区山の手地区住民バスの社会実験の中止を求
めることについて

平成30年7月3日 不採択

190
水と土の芸術祭2018市民プロジェクト事業の適正なる
指導を求めることについて

平成30年7月3日 不採択

191
最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見
書の提出について

平成30年7月3日 不採択

192
米配車アプリ大手ウーバーテクノロジーズ社の日本進
出に反対することについて

付託せず

193
生活保護基準額の引き下げに係る影響緩和への取り
組みについて

1
生活保護利用者の生活状況の変化を、正確に把握す
るような策を講じること。

平成30年7月3日 不採択

2

市内行政機関の相談窓口において、審査なしに生活
保護申請の受理を拒否するような、いわゆる水際作
戦など、生活保護の適正な利用を妨げる対応が行わ
れないように、議会として必要な役割を果たすこと。

平成30年7月3日 不採択

3

新潟市の窓口に届けられた市民の声や、新潟市政に
おける取り組みを通して、今回の生活保護基準額の
引き下げ措置がもたらした市民生活への影響につい
ては、国へ率直に報告すること。

平成30年7月3日 不採択

4

生活保護世帯の生活が健康で文化的な水準を下回る
ことのないよう、生活実態を十分に把握した生活保護
基準を設定することについて、国に対して要望するこ
と。

平成30年7月3日 不採択
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陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

194 市民病院の対応の改善を求めることについて

1
主治医の明確化と患者とのコミュニケーションを図るこ
と。

平成30年9月26日 不採択

2
ＣＴ、ＭＲＩの画像を患者に見せて、病状説明をするこ
と。

平成30年9月26日 不採択

3 患者との相談体制を構築すること。 平成30年9月26日 不採択

195
新潟市行政苦情審査会の対応の改善を求めることに
ついて

1
新潟市行政苦情審査会は、申立人の申し立ての趣旨
に基づいた審査をすること。

平成30年9月26日 不採択

2
新潟市行政苦情審査会は、中立的な立場で公平かつ
適切に審査をすること。

平成30年9月26日 不採択

3
新潟市行政苦情審査会は、独立性を持って審査をす
ること。

平成30年9月26日 不採択

196 臓器移植の環境整備を求める意見書の提出について 付託せず

197
新潟市アイスアリーナの利用料の軽減を求めることに
ついて

1 通常利用料金の料金改定・減額・補助を行うこと。 平成31年3月22日 不採択

2
定期券料金の大幅な料金改定・減額・補助を行うこ
と。

平成31年3月22日 不採択

3
専用貸切利用料金の料金改定・減額・補助を行うこ
と。

平成31年3月22日 不採択

198
学費と教育条件の公私間格差是正に向けて、私立高
等学校への私学助成の充実を求める意見書の提出
について

平成30年9月26日 採択

199
高額補助金等の備品台帳の作成と公募委員の謝礼
の見直しを求めることについて

1 3万円以上の補助金等は、高額備品台帳を作ること。 平成30年9月26日 不採択

2 公募委員の謝礼は、最大8,000円にすること。 平成30年9月26日 不採択

200 年金の毎月支給を求める意見書の提出について 平成30年9月26日 不採択
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陳情の結果、審査状況の一覧表（平成27年5月以降）

201
国に対して病院船を保有することを求める意見書の
提出について

付託せず

202
除雪の出動と融雪剤の散布基準の見直し及び新潟駅
高架橋の対応について

1
生活道路等は、積雪10センチメートルで除雪出動する
こと。

平成30年12月25日 不採択

2 融雪剤は、散布基準を安全第一に考え対応すること。 平成30年12月25日 不採択

3 新潟駅高架橋下は、バスを一般車より優先すること。 平成30年12月25日 不採択

203
市政情報室へ今までどおり文書の監査結果を設置す
ることと、ＢＲＴに関する賛否をにいがた市議会だより
に議員個人名ごとに載せることについて

1
市政情報室は、今までどおり監査結果を文書で設置
すること。

平成30年12月25日 不採択

2
多くの市民が注目しているＢＲＴに関する議案の賛否
は、会派でなく、個人名もにいがた市議会だよりに載
せること。

平成30年12月25日 不採択

204
秋葉区山の手地区住民バスの社会実験の中止を求
めることについて

平成30年12月25日 不採択

205
市長への手紙の取り扱いの改善を求めることについ
て

平成30年12月25日 不採択

206
市民の無料法律相談の取り扱いの改善を求めること
について

平成30年12月25日 不採択

207
条例に対抗した「上乗せ規則（逐条解説）」で、全9所
管を統括する土木総務課（武石和彦課長）について

平成30年12月25日 不採択

208 市営住宅における入居者管理について

1
入居説明の際、自治会の会則等を渡すとともに、自治
会活動への参加と協力について理解を得る働きかけ
を行うこと。

平成31年3月22日 採択

2

理由なく自治会活動への参加や協力を拒み、他の入
居者に負担を強いたり、秩序を乱す行為をする入居
者については、新潟市及び指定管理者の責任におい
て適切な処置を行うこと。

平成31年3月22日 採択

209
全国知事会の米軍基地負担に関する提言の趣旨に
基づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の
見直しを国に求める意見書の提出について

付託せず

210
市民の無料法律相談における弁護士との委託契約の
遵守を求めることについて

平成31年3月22日 不採択

211
最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見
書の提出について

平成31年3月22日 不採択

212
長時間労働もハラスメントもない人間らしい働き方の
実現を求める意見書の提出について

平成31年3月22日 不採択

213
会計年度任用職員制度施行に伴う臨時・非常勤職員
の地位・待遇改善を求める意見書の提出について

平成31年3月22日 不採択
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214
未納道路占用料等、市の債権管理の適正な処理を求
めることについて

1
道路占用料ほか、全ての債権管理について第三者委
員会を設置し、実態を解明すること。

平成31年3月22日 不採択

2 議会は真相究明に当たる責務を果たすこと。 平成31年3月22日 不採択

215 公報等を文書で市政情報室に設置することについて

1
監査委員事務局は監査結果に対する各課の対応を
正直に公表する制度を構築すること。

平成31年3月22日 不採択

2
監査委員事務局のやるべきことは市民に隠すことで
はない。どんなものでも新潟県並みに文書で設置する
こと。

平成31年3月22日 不採択

3
公報等は市民にわかりやすい場所で公表するよう閲
覧環境の整備をすること。

平成31年3月22日 不採択

216
奥山等の杉・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税
（仮称）で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すこ
とを求めることについて

付託せず

217
秋葉区矢代田駅周辺地区土地区画整備事業の陳情
の処理について

平成31年3月22日 不採択

218
市民厚生常任委員会における市民病院側の不誠実
な答弁の改善を求めることについて

平成31年3月22日 不採択

219
秋葉区山の手地区住民バスの社会実験の中止を求
めることについて

平成31年3月22日 不採択
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220
子どもたちに行き届いた教育を、30人以下学級実現、
教職員定数増、教育予算増額を求めることについて

1

小学校・中学校・高等学校全学年における32人以下
学級の拡大、1クラス23人以上（小学校3・4年生）、25
人以下（小学校5年生から中学校3年生）の下限設定
を緩和すること。

平成31年3月22日 採択

2

子どもたち一人ひとりに行き届いた教育を実現するた
め、教職員増等を可能とする教育予算の増額を図る
こと。特に、養護職員、栄養職員や学校栄養職員、学
校事務職員の全校配置、特別支援にかかわる教職員
を増員すること。

平成31年3月22日 採択

3
高校再編について、子どもたちの就学機会が保障さ
れる、市民・県民合意の高校再編となるように進める
こと。

平成31年3月22日 採択

4
教育費の保護者負担を軽減するために、教育予算等
を増額すること。

平成31年3月22日 採択

221
農業用施設の管理に係る旧木崎郷土地改良区（横土
居地域）、頓所富士弥理事及び青柳廣吉理事長によ
る「覚書」について

平成31年3月22日 不採択

222
生活保護基準の引き下げ中止を求める意見書の提出
について

平成31年3月22日 不採択

223
新潟市の1兆30億円の莫大な借金を減らし財政の健
全化を図ることについて

1
新潟市のあらゆる分野の事業の総点検と見直しをし
て、財政の健全化を図ること。

平成31年3月22日 不採択

2
必要により、市長を初めとする特別職職員と、全職員
にも財源確保に対して身を切る協力を求め、破綻新
潟市にならないように、財政の健全化を図ること。

平成31年3月22日 不採択
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224
高過ぎる国民健康保険料の引き下げを求めることに
ついて

1

次の事項について、地方自治法の規定に基づき意見
書を国へ提出すること。
（1）全国知事会など地方団体も要求してきた公費支
援を増額し、国民健康保険料を協会けんぽの保険料
並みに引き下げること。
(2)国民健康保険料を高くする原因となり、子育て世帯
などに苛酷な負担となっている均等割、平等割を廃止
すること。
(3)生活に困窮する人の国民健康保険料を減免する
国の制度をつくること。

平成31年3月22日 不採択

2
新潟市の国民健康保険料について、子供の均等割の
軽減や多子世帯の国民健康保険料の軽減・減免制度
を導入すること。

平成31年3月22日 不採択

225

辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄
県外・国外移転について、国民的議論により、民主主
義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見
書の提出について

付託せず

226
新潟市民病院の複数主治医制を市民に知らせること
を求めることについて

令和元年7月3日 不採択
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