
番号 項 件　　名 議決日 結　果

1 海外行政視察の中止について 平成23年6月28日 不採択

2
「新潟東港横土居地域対策協議会」会長小川竹二に
よる憲法第89条後段「公金による支配」及びそれに関
することについて

1
新潟東港横土居地域対策協議会（本件協議会）の概
要と違法行為について

平成23年6月28日 不採択

2 田辺新前総務常任委員長の職務権限濫用について 平成23年6月28日 不採択

3 公による支配について 平成23年6月28日 不採択

4
篠田昭代表執行機関に対する新潟市議会の監督監
視責任について

平成23年6月28日 不採択

3
葛塚中学校舎設計管理業務委託に関する（株）安藤
忠雄建築研究所との随意契約について

平成23年6月28日 不採択

4
「年齢計算ニ関スル法律」の改正を求める意見書の
提出について

平成23年9月8日
付託前

取り下げ

5
秋葉区の旧小須戸小学校体育館（小須戸第二体育
館）の早期解体を求めることについて

平成23年9月29日 採択

6
私立高校生が学費を心配せず学べるように，学費軽
減助成と経常費助成の増額，拡充を求める意見書の
提出について

平成23年9月29日 採択

7 公民館使用料有料化の中止を求めることについて 平成23年12月21日 不採択

8
公民館使用料の有料化を中止し，すべての公民館を
無料にすることを求めることについて

平成23年12月21日 不採択

9 桃山市営住宅の共益費に関することについて 平成24年2月16日 取り下げ

10
（株）安藤忠雄建築研究所との随意契約に係る所管
の虚偽判例陳述について

平成23年9月29日 不採択

11
新潟市議会図書室規程第2条第2項（市職員研修用
図書の備え付け）の違法性について

平成23年9月29日 不採択

12
地方自治法第100条第19項に背いた図書室管理者
（藤田隆議長）と新潟市議会図書室規程第4条の改正
の必要性について

平成23年9月29日 不採択

13
田辺新前総務常任委員長の偏見誘導会議とその審
査採決の無効について

平成23年9月29日 不採択

14 金子孝総務常任委員長の傍聴権侵害について 平成23年9月29日 不採択

15
新潟市議会の綱紀粛正（栗原学議員に期待するリー
ガルマインド）について

平成23年9月29日 不採択

陳情の結果，審査状況の一覧表（平成23年5月以降）
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陳情の結果，審査状況の一覧表（平成23年5月以降）

16
監視機能の無知と執行部癒着の総務常任委員，佐々
木薫・木村文祐委員の言動について

平成23年9月29日 不採択

17
法改正「庶務」から「事務」を無知な新潟市議会（議事
課）及び議事課長の裁量権逸脱について

平成23年9月29日 不採択

18
違法な負担金事業「新潟東港横土居地域対策協議
会」の根拠なき不採択発言について

平成23年9月29日 不採択

19
万代2丁目地区まちなか再生建築物等整備事業の見
直しと当該地利用の再検討について

1
万代2丁目地区まちなか再生建築物等整備事業の凍
結も含めた見直しをすること。

平成24年12月21日 不採択

2
「まちなか再生建築物等整備事業」の見直しと「萬代
橋周辺の景観を生かしたまちづくり」の推進をするこ
と。

平成24年12月21日 採択

20 公民館使用料の有料化の中止を求めることについて 平成23年12月21日 不採択

21 第1号介護保険料について 平成23年12月21日 不採択

22
30人以下学級実現，義務教育費国庫負担制度拡充
に係る意見書の提出について

平成23年12月21日 採択

23 公民館使用料の有料化中止を求めることについて 平成23年12月21日 不採択

24 公民館使用料の有料化中止を求めることについて 平成23年12月21日 不採択

25
年金受給資格期間の10年への短縮を求める意見書
の提出について

平成24年7月2日 不採択

26
0.4％の年金引き下げをもとに戻すとともに，消費者物
価指数による年金引き下げを行わないことを求める意
見書の提出について

平成24年7月2日 不採択

27
消費税によらない最低保障年金制度の創設を求める
意見書の提出について

平成24年7月2日 不採択

28
無年金・低年金者への基礎年金国庫負担分3万3,000
円の支給を求める意見書の提出について

平成24年7月2日 不採択

29
国民への負担増を新たに強いる「社会保障・税一体
改革成案」に反対し，社会保障の充実，改善を求める
意見書の提出について

平成24年7月2日 不採択

30
安心して払える国民健康保険料の実現とだれでも必
要な医療を受けられることを求めることについて

1
国保会計に一般会計から他の政令市並みの繰り入
れを行い，国保料の引き下げを行うこと。

平成24年7月2日 不採択

2
資格証の発行をやめること。また，資格証所持者でも
医療が必要となった際には受療を妨げられることのな
いよう，必要な措置を講ずること。

平成24年7月2日 不採択
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陳情の結果，審査状況の一覧表（平成23年5月以降）

31
教育委員会施設課長の虚偽陳述究明と意見表明に
ついて

平成23年12月21日 不採択

32
放射能汚染（セシウム）汚泥が野積保管される「東港
物流団地」及びその開発検証と拠点港湾政策につい
て

平成23年12月21日 不採択

33
小川竹二代表執行権者が横土居地域を特定し，横土
居住民を優劣に区別した負担金事業による差別行政
について

平成23年12月21日 不採択

34
「新潟東港横土居地域対策協議会」の運営回答の虚
偽をただし，責任の所在を明確にして今後の戒めとす
ることについて

平成23年12月21日 不採択

35
旧豊栄市長小川竹二会長「新潟東港横土居地域対
策協議会」を負担金事業に承認した財務部長（前財務
部長）の予算編成審査の疑義について

平成23年12月21日 不採択

36
（株）安藤忠雄建築研究所との随意契約違反（陳情）
について梅山修委員長及び藤田隆議長の事実誤認
について

平成23年12月21日 不採択

37
議会基本条例「市民の議会への参画保障」に違背す
る梅山修委員長の正当理由のない趣旨説明出席の
否決議決について

平成23年12月21日 不採択

38
違法な負担金事業を黙殺する「原発村社会的会議」
の田辺新前総務常任委員長について

平成23年12月21日 不採択

39
常任委員会での正当理由のない休憩中に反対意見
を封ずる長期選任の木村文祐議員等について

平成23年12月21日 不採択

40
総務常任委員会において，罵声恫喝して傍聴権を剥
奪する佐々木薫委員，木村文祐委員等について

平成23年12月21日 不採択

41

議会事務局（事務局長，議事課長等）の地方自治法
第138条改正等の無知（6年）と資質向上研修を怠った
「任命権者」と「助言勧告権者」丸山正人事委員会委
員長について

平成23年12月21日 不採択

42
主権者市民を見下して地方自治法第100条第19項（
図書室の一般利用）を拒否した議会事務局調査課長
の資質について

平成23年12月21日 不採択

43
陳情第9号桃山市営住宅の共益費に関することにつ
いての反論について

平成24年2月16日 取り下げ

44
日本の平和と安全を守るため，自衛力増強ではなく対
外的情報機関を設立する意見書を国に提出するよう
に求めることについて

付託せず

45 地球社会建設決議に関することについて 付託せず
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陳情の結果，審査状況の一覧表（平成23年5月以降）

46 国保料の値上げを行わないことを求めることについて

1 国民健康保険料を値上げしないこと。 平成24年3月16日 不採択

2
法定軽減の対象所得を超える低所得者への保険料
負担軽減に配慮すること。

平成24年3月16日 不採択

47 事務委託費の明瞭化について 平成24年7月2日 不採択

48 北区長の説明責任先送り行政について 付託せず

49
地縁団体の不正認可を黙認看過して人の下に人をつ
くる前北区長について

付託せず

50
（株）安藤忠雄建築研究所との葛塚中学校舎等設計
監理業務委託随意契約締結による1億円損害事務の
議会監視について

付託せず

51
議会の監視任務を没却し，所管に迎合して憲法第92
条（地方自治の本旨）に背く新潟市議会について

付託せず

52
新潟市議会条例の上乗せ規定を論拠しその条例改
正を要望することについて

付託せず

53
執行権者による新潟市議会図書室規程の削除判断と
当事者責務欠落議員による図書室駆使研さんについ
て

付託せず

54
東日本大震災による放射性物質付着廃棄物の受け
入れについて

付託せず

55

東京一極集中を排し，地方復権を図るため，地方の
国立大学を復権の拠点にし，地方の国立大学の予算
を大幅に増額，支援を強化する意見書を国に提出す
るように求めることについて

付託せず

56
天皇家は四季折々の時，京都御所に長く滞在してくだ
さるように意見書を国に提出するように求めることに
ついて

付託せず

57 地球社会建設決議に関することについて 付託せず
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陳情の結果，審査状況の一覧表（平成23年5月以降）

58
瓦れきの広域処理の問題点を認識し，新潟市独自の
被災地支援ビジョン策定を求めることについて

1

「瓦れきの受け入れ検討」については，幅広く情報を
集め，それを精査するとともに，瓦れきの安全確保と
情報公開を求め，そして市民からの意見を十分取り
入れ議論の上，合意が得られない場合は，市内での
試験焼却を行わないこと，及び広域処理を中止するこ
と。

平成24年7月2日 不採択

2
被災地支援については，避難者の受け入れの継続な
ど，新潟市だからこそ可能な方策を検討すること。

平成24年10月2日 不採択

59
第1回議会報告会（5月11日）における無償貸し付け土
地の見直し政策について

平成24年10月2日 不採択

60
2月議会陳情第48号「前北区長の説明責任先送り行
政」に係る地方自治法第109条第4項に反する新潟市
議会について

付託せず

61
2月議会陳情第49号「地縁団体の不正認可を黙認し
て人の下に人をつくる若林孝副市長」を誹謗中傷議案
とした五十嵐完二委員の識見について

付託せず

62
「年齢計算ニ関スル法律」の改正を求める意見書の
提出について

平成25年9月6日 取り下げ

63 地球社会建設決議に関することについて 付託せず

64
私立高校生が学費を心配せず学べるように，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24年10月2日 採択

65
旧豊栄市桑野誠司郎助役（つくし保育園理事）に対
し，273坪30年間無償貸し付けした小川竹二豊栄市長
の便宜供与について

平成24年10月2日 不採択

66 地球社会建設決議に関することについて 付託せず

67
2014年度から実施予定の消費税率引き上げについて
沖縄県を除外する意見書を国に提出するよう求めるこ
とについて

付託せず

68
コミュニティ補助金等合計4,337万円(平成23年度)，豊
栄地区優遇差別行政の篠田昭市政について

平成24年12月21日 不採択

69

補助金292万円を受け，懇談会，忘年会経費，先進地
視察（草津温泉）等約130万円を補助事業決算計上す
るコミュニティ木崎村センター長の不正主導の継承に
ついて

平成24年12月21日 不採択
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陳情の結果，審査状況の一覧表（平成23年5月以降）

70
豊栄地区コミュニティ事業費100％無制限補助を許
し，平準化努力を怠る財務部長の資質について

平成24年12月21日 不採択

71
刑法第233条後段，第234条偽計威力業務妨害罪で
刑事告発に至った横土居地域負担金事業の反省なき
篠田昭新潟市長，若林孝副市長（元北区長）について

付託せず

72

つくし保育園桑野誠司郎理事（旧豊栄市助役）に対す
る便宜供与陳情（9月第65号）審議で，文書規程第22
条に反する答弁の健康福祉課長の職務能力と議会
不採択の無効について

付託せず

73 早通コミュニティセンター長の不法行為について 付託せず

74
庁舎施設を便宜供与して新潟市職員労働組合に癒着
する篠田昭市政について

平成25年3月22日 不採択

75
東京一極集中を排し地方復権を図るため，最高学府
である東京大学の機能，施設等を東北地方に移転す
る意見書を国に提出するように求めることについて

付託せず

76
都市計画事業のための市道計画と偽り，計画的に財
産をだまし取った事件について

付託せず

77

日本政府は北方領土問題を早期に解決し，日露平和
条約の締結後，日露経済協力関係を築く際，北海道
庁を経済協力のメンバーに加える意見書を国に提出
するように求めることについて

付託せず

78
違法な臓器生体移植を禁じることを求めることについ
て

付託せず

79 年金2.5％削減中止を求める意見書の提出について 平成25年12月20日 不採択

80
新潟市の特別職や職員に対し市民による質問は20日
以内に回答する条例制定を求めることについて

平成25年7月1日 不採択

81
法規の解釈，運用を公有財産侵害者に偏見した新潟
市監査委員の瞞着について

付託せず

82 地球社会建設決議に関することについて 付託せず

83
森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方
の財源確保のための意見書の提出について

付託せず
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陳情の結果，審査状況の一覧表（平成23年5月以降）

84
緑の地球再生のための温暖化阻止運動推進に関す
ることについて

1
高速発酵技術による有機系廃棄物の減量，大量処理
についての調査，研究をすること。

平成25年12月20日 不採択

2
新潟県並びに新潟市内の大学及び関連企業，市民
団体と連携して，市民参加の産学官連携の温暖化阻
止を国や国際的に啓発をすること。

平成25年12月20日 不採択

3
温暖化は全ての生物に影響する。子供からお年寄り
までの市民参加ができる緑化事業温暖化の危機感と
その阻止活動の教育啓発をすること。

平成25年12月20日 不採択

85
「年齢計算ニ関スル法律」の改正を求める意見書の
提出について

平成25年12月20日 不採択

86
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25年9月30日 採択

87
30人以下学級実現，義務教育費国庫負担制度２分の
１復元に係る意見書の提出について

平成25年9月30日 採択

88 新潟テルサ健康クラブの存続を求めることについて

1 新潟テルサ健康クラブを存続すること。 平成25年12月20日 不採択

2
議案第91号新潟勤労者総合福祉センター条例の一部
を改正する条例案を廃案すること。

平成25年12月20日 不採択

3
新潟勤労者総合福祉センター条例を一部改正して，
新潟テルサ健康クラブを福祉センターに置く施設に加
えること。

平成26年2月19日 取り下げ

89
毎年8月15日の戦没者追悼式を迎えるとき、再度、政
府に太平洋戦争当時の大本営の戦略、戦術の結果を
再検証する委員会を設置する意見書の提出について

付託せず

90 地球社会建設決議に関することについて 付託せず

91
JR北海道を国が支援するよう求める意見書の提出に
ついて

付託せず

92
生活保護基準引き下げ撤回と生活保護法改正案の
廃案を求める意見書の提出について

平成25年12月20日 不採択

93
報道の理念である権力批判など，新聞倫理綱領等を
没却した新潟市政記者クラブ（県民紙幹事会社）につ
いて

平成25年12月20日 不採択

94 健康増進施設の設置を求めることについて 平成26年7月1日 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23年5月以降）

95 柏崎刈羽原子力発電所再稼働等について

1

福島事故の検証が終わらないままでの柏崎刈羽原発
再稼働は認められない旨の立場から，市長として新
潟県，国及び原子力規制委員会，東京電力に対し
て，意見表明や働きかけを行うこと。

平成26年10月7日 不採択

2
上記の立場，見解を広く市民に伝える措置をとるこ
と。

平成26年10月7日 不採択

3
安全協定に関して，周辺自治体と連携して，新潟県と
東京電力の間に準じた内容とするよう東京電力に働
きかけること。

平成27年3月20日 不採択

4 ヨウ素剤を希望者が入手できる措置をとること。 平成27年3月20日 不採択

5
新潟市の所有する公共施設への再生可能エネル
ギー設備の順次設置を促進すること。

平成27年5月2日 審議未了

96
要援護世帯への福祉灯油の支給に関することについ
て

1

高齢者，障がい者，ひとり親家庭，生活保護世帯など
の要援護世帯や市民税の非課税世帯に対し，福祉灯
油（灯油代などの暖房費の助成）を速やかに行うこ
と。

平成26年3月20日 不採択

2
国に対し，福祉灯油を支給した自治体に対し，2007年
同様の財政支援を行うよう求めること。

平成26年3月20日 不採択

97 国保料の引き下げを求めることについて

1
一般会計からの十分な繰り入れを行い，国保料を引
き下げること。

平成26年3月20日 不採択

2 国保料の減免措置を拡充すること。 平成26年3月20日 不採択

3
国民健康保険への国庫負担を引き上げるよう国に要
望すること。

平成26年3月20日 不採択

98
臨港地区指定に関する新潟市都市計画審議会の形
骸化について

付託せず

99
安倍晋三氏が有印私文書を偽造し行使していること
について貴議会の適法な執行を求めることについて

付託せず

100 地球社会建設決議に関することについて 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23年5月以降）

101
地方自治体における政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧
誘，配布，販売について自治体独自での実態調査及
び是正を求めることについて

1
職場における公務員の政党機関紙各紙の購読状況，
勧誘実態について実態調査を求めること

付託せず

2
議員からの圧力，心理的強制について疑われる事例
がないか実態調査を求めること

付託せず

3
所管する公共施設，消防署，図書館，第三セクター等
についても同様の実態調査を求めること

付託せず

4
問題があった場合は，調査結果の公開及び是正処置
等の対応，指導を求めること

付託せず

102
地方自治体における政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧
誘，配布，販売について実態調査を要請する意見書
の提出について

付託せず

103
ＢＲＴに関係した新潟交通社員の刑事事件の真相解
明について

付託せず

104
司法判断「違法に管理を怠った」に基づく庁舎管理者
への制裁について

付託せず

105
減額金608万6,272円の賠償を専決権職員に求める正
当性について

付託せず

106
ＡＰ通信の倫理要綱「権力の不正行為，誤用を精力的
に暴露」の報道理念と新潟市政記者クラブの公益性
について

平成26年7月1日 不採択

107
元新潟交通のBRT担当社員の不祥事に対する議会
への説明の有無の確認を求めることについて

付託せず

108
軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基準の改正
などを求める意見書の提出について

付託せず

109
政府による緊急の過剰米処理を求める意見書の提出
について

平成26年10月7日 不採択

110
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26年10月7日 採択

111

自由民主党，日本維新の会，生活の党の各党が国会
に共同提案した特定複合観光施設区域の整備の推
進に関する法律案（通称，カジノ法案）を廃案にする意
見書の提出について

付託せず

112 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

113 地球社会建設決議に関することについて 付託せず
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114
旧新潟市會津八一記念館の解体事業の議決の延期
について

平成26年10月7日 不採択

115
住民自治領域社会（コミュニティ協議会等）の封建的
社会への先祖返りについて

平成26年10月7日 不採択

116
旧豊栄地区コミュニティ協議会の情報公開拒否につ
いて

平成26年10月7日 不採択

117 新潟市議会基本条例の遵守を求めることについて 平成26年12月2日 不採択

118 悪性腫瘍，通称（がん）の名称変更について 付託せず

119 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

120
ＢＲＴとバス路線再編による新バスシステムの構築と
説明を求めることについて

平成26年12月22日 採択

121
旧齋藤家別邸指定管理者選考の改善を求めることに
ついて

1 日本庭園の専門家を選定委員に加えること。 平成26年12月22日 採択

2
歴史的日本庭園（名勝庭園）の総合管理運営指針につ
いて審査項目を導入すること。

平成26年12月22日 採択

122
環境法の「直罰主義」を没却して行政権を濫用する環
境対策課長について

平成26年12月22日 不採択

123
新潟市情報公開条例第1条・第15条を知らない市民
協働課長の資質について

平成26年12月22日 不採択

124
コミュニティ協議会の諮問委員会議事録を虚偽作成
し，発言意図を隠蔽する市民協働課長の濫吹につい
て

平成26年12月22日 不採択

125
憲法に違反する新潟市諮問委員会及びその答申の
無効について

平成26年12月22日 不採択

126
地域活動支援センターⅢ型の補助基準の見直しに関
することについて

1
市が提案する新補助基準の導入に当たっては，十分
な激変緩和措置を講ずること。

平成27年3月3日 取り下げ

2
市は新制度の検証を行うとともに，事業所と今後も話
し合いの場を持ち，３年後を目途に必要に応じて制度
の改善を検討すること。

平成27年3月3日 取り下げ

127
ＢＲＴ（バス高速輸送システム）の白紙撤回を求めるこ
とについて

平成27年3月20日 不採択

128 地球社会建設決議に関することについて 付託せず
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129 ＢＲＴ連節バスの白紙撤回を求めることについて 平成27年3月20日 不採択

130
ＢＲＴ（バス高速輸送システム）中止に関することにつ
いて

平成27年3月20日 不採択

131 新潟市議会先例の一部削除と変更について 平成27年3月20日 不採択

132 参画型民主主義を求めることについて 付託せず

133 旧會津八一記念館に関することについて 平成27年3月20日 不採択

134 ＢＲＴ事業の予算実行停止等について 平成27年3月20日 不採択

135 水と土の芸術祭を中止することについて 平成27年3月20日 不採択

136 連節バスと伴う工事予算の凍結を求めることについて 平成27年3月20日 不採択

137
ＢＲＴ（バス高速輸送システム）の中止を求めることに
ついて

平成27年3月20日 不採択

138
ＢＲＴ関連に予算を支出しないことを求めることについ
て

平成27年3月20日 不採択

139
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27年3月20日 不採択

140
外郭団体等の指導調整を怠り，平成21年度の悪徳事
務を継承する行政経営課長の濫吹について

付託せず

141
自治会長などを大学教授，弁護士と同じ学識経験者
として認容する市民協働課長の濫吹について

付託せず

142
骨とう商，寺住職，書道指導員などを学識経験者とし
て認容する再任用職員（潟東樋口記念美術館館長，
元下水道事務所参事）について

付託せず

143
ＢＲＴ計画白紙撤回・見直しと税金の無駄遣いを抑制
することを求めることついて

1
民意を尊重し，ＢＲＴ計画を白紙撤回して普通バスで
の運行などの見直しをすること。

平成27年3月20日 不採択

2
新潟市には1兆円もの借金があり，ＢＲＴ計画は不必
要な連節バスに頼らず，普通バスの運行などで税金
の無駄遣いを抑制すること。

平成27年3月20日 不採択

144 市議会議員及び議会体質の確認と認識について 付託せず

145 ＢＲＴ予算の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
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146 ＢＲＴ連節バス予算の停止を求めることについて 平成27年7月2日 不採択
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