
番号 項 件　　名 議決日 結　果

1 農業諸問題に関する意見書の提出について 平成23年9月29日 採択

2
住宅リフォーム助成制度の確立と住宅の耐震改修補
助制度の拡充，改善を求めることについて

1
地元業者への工事発注を条件にした住宅リフォーム
助成制度を速やかに創設すること。

平成23年9月29日 不採択

2 住宅の耐震改修補助制度を拡充，改善すること。 平成23年9月29日 不採択

3
「社会保障と税の一体改革」による消費税の増税は行
わないことを求める意見書の提出について

平成24年3月16日 不採択

4
自然エネルギーの開発と普及，プログラムを決めた原
発からの撤退を求める意見書の提出について

平成24年10月2日 不採択

5
透析患者が特別養護老人ホームに入所できる施策の
推進について

1

現在進めている特別養護老人ホームの前倒し整備に
当たっては，特別養護老人ホームと透析施設との間
を容易に移動できる一体型施設の推進や施設と病院
の連携運営の導入など，透析患者入所につながる取
り組みを推進すること。

平成23年9月29日 採択

2

特別養護老人ホームへの入所が必要な腎透析患者
の入所が可能となるよう，既存の特別養護老人ホー
ムについて，透析施設の併設整備等にあわせた特別
養護老人ホームの定員増加を認めるなど柔軟に対応
すること。

平成23年9月29日 採択

6 住宅リフォーム助成制度の創設を求めることについて 平成23年9月29日 取り下げ

7
「住宅リフォーム助成制度」予算の拡充に関すること
について

平成23年12月21日 採択

請願の結果，審査状況の一覧（平成23年5月以降）
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8
東日本大震災瓦れきの処理に関する安全確保と情報
公開を求めることについて

1
現時点における焼却施設及び焼却灰埋め立て処分
施設周辺の環境測定と数値の公開

平成24年7月2日 不採択

2
震災瓦れきの放射性物質及び有害化学物質の検査
方法と結果の公開

平成24年7月2日 採択

3 震災瓦れきと一般ごみとの混合率の公開 平成24年7月2日 採択

4
焼却開始から終了までの排気中の放射性物質の測
定と数値の公開

平成24年7月2日 不採択

5
焼却灰に含まれる放射性物質及び有害化学物質の
測定と数値の公開

平成24年7月2日 採択

6
焼却灰埋め立て処分施設周辺の環境測定，放流水に
含まれる放射性物質(特にセシウム･ストロンチウム)
の測定と数値の公開

平成24年7月2日 不採択

7
バグフィルターの交換頻度と付着放射性物質の測定
及び処分方法の公開

平成24年7月2日 採択

8
被災地で，適正な分別と，上記のような測定及び安全
の確保がされた上で処理されているかどうか，また，
測定値を含めた情報公開

平成24年7月2日 不採択

9
地域住民の健康を守り，ドナーの骨髄提供しやすい
社会環境づくりを図る「骨髄バンク・ドナー助成制度」
創設を求めることについて

平成24年7月2日 採択

10
駐新潟中国総領事館移転に関する住民説明と適正な
課税を求めることについて

1
駐新潟中国総領事館の移転に関して，新潟市として
市民説明会を実施すること。

平成27年5月2日 審議未了

2
本来業務とは関係のない交流施設等には適正な課税
をすること。

平成27年3月20日 不採択
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11
新潟市の廃棄物処理施設における危機管理と情報公
開体制の改善について

1

基準値を超える鉛の検出に伴う新田清掃センター及
び赤塚埋め立て処分地での不適正な処理，新津ク
リーンセンターの事故の全容とその対策について，市
報やホームページ等に掲載するとともに，報道機関に
も公表すること。

平成24年10月2日 採択

2
新潟市の全ての処理施設において，基準値を超える
有害物質が焼却灰含め施設内から検出された場合の
危機管理体制，情報公開体制を整備すること。

平成24年10月2日 採択

3

震災廃棄物の処理や検査に関する具体的な作業マ
ニュアルなどの資料や条件を明らかにするとととも
に，実際の作業や検査が適正に行われているか検証
するため，適宜市民が推薦する有識者を立ち会わせ
ること。

平成24年10月2日 不採択

4
試験焼却をする場合は，当該施設の試験焼却前に第
2項及び第3項の条件を整備すること。

平成24年10月2日 不採択

12
生活保護基準の引き下げに関する意見書の提出につ
いて

平成25年7月1日 取り下げ

13
東日本大震災瓦れき処理及び一般廃棄物焼却灰か
らの有害化学物質検出についての市長による市民に
対する十分な説明を求めることについて

1
有害化学物質が検出された一般廃棄物処理の経過
について，市担当課による十分な説明と，市長と市民
の対話の機会を設けること。

平成24年12月21日 不採択

2
震災瓦れき処理の判断に当たって，市長が直接市民
の意見を聞き，市民からの質問や意見，要望につい
ても，市長みずから回答する機会を設けること。

平成24年12月21日 採択

14
精神障がい者の保健・医療・福祉施策の充実を求め
ることについて

1 精神科救急情報センターを早期に設置すること。 平成25年3月22日 採択

2
重度精神障がい者に対する医療費助成を早期に実
施すること。

平成25年3月22日 採択

3
精神障がい者用グループホームの拡充を進めるこ
と。

平成25年3月22日 採択

4 地域生活支援センターを早期に増設すること。 平成25年3月22日 採択

5 精神障がい者の就労支援を積極的に進めること。 平成25年3月22日 採択

15 県道新潟－燕線の道路改良早期実現について 平成25年7月1日 採択
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16 TPP交渉参加反対に関する意見書の提出について 平成25年3月22日 採択

17
新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提
出について

平成25年7月1日 採択

18
月潟大別当線道路整備事業の早期着手・整備に関す
ることについて

平成25年9月30日 採択

19
新潟市都市計画条例の新規制定に当たり，当会と新
潟市長の間で取り交わした文書による合意内容を条
例の中で成文として制定を求めることについて

平成25年12月20日 不採択

20 消費税増税の中止を求める意見書の提出について 平成25年9月30日 不採択

21
家族従業者の人権保障のため所得税法第56条の廃
止を求める意見書の提出について

平成25年9月30日 不採択

22 連節バス導入中止を求めることについて 平成25年12月20日 不採択

23
特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書
の提出について

平成26年3月20日 不採択

24 手話言語法制定を求める意見書の提出について 平成26年7月1日 採択

25
労働者保護ルール改悪反対を求める意見書の提出
について

平成26年7月1日 不採択

26
国民健康保険への国庫負担引き上げを求める意見
書の提出について

平成26年10月7日 採択

27
「住宅リフォーム助成制度」予算の継続及び拡充に関
することについて

1 「住宅リフォーム助成制度」予算を継続すること。 平成26年10月7日 採択

2 「住宅リフォーム助成制度」の内容を充実すること。 平成26年10月7日 採択

28
新潟市長選挙で示された市民の意思に従って，ＢＲＴ
計画の白紙撤回を求めることについて

平成26年12月22日 不採択

29
新潟市地域活動支援センター事業補助金交付基準の
見直しについて

1
センターの補助金交付基準について利用者数に応じ
た単価方式の導入をやめ，原則として従来方式を堅
持すること。

平成27年3月3日 取り下げ

2

その上で従来方式の弊害とされている利用実績と補
助基準の乖離問題は前年度実績に基づいて新年度
の補助額を算定する（激変施設は年度末で調整な
ど），土曜，日曜，祝日等の開所，平日の時間延長な
どに対しては相応の補助金の増額を行うなど工夫を
し，地域活動支援センターⅢ型施設側と十分話し合う
こと。

平成27年3月3日 取り下げ

3 精神障がい者の特殊性を配慮すること。 平成27年3月3日 取り下げ
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30
農協改革を初めとした農業改革に関する意見書の提出に
ついて

平成27年3月20日 不採択
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