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１．平成 26年度第 1回臨時議会が招集されました  
 

（１）臨時議会の概要報告 
 

  平成 26 年 5月 20日臨時議会が招集され、承認 4件、事件決議 3件が上程され

ました。 

 １）会期の日程：1日間 

 ２）会議録署名議員の指定：北澤雄一議員、永井康彦議員 

 ３）専決処分の承認 4件の内訳 

  承認第 1号：須坂市市税条例の一部を改正する条例 

  承認第 2号：須坂市都市計画税条例の一部を改正する条例 

  承認第 3号：須坂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  承認第 4号：Ｈ25年度須坂市一般会計補正予算第 10号（補正額 1億 9327万 7

千円） 

  ◇上記承認議案は何れも承認致しました。 
 

 ４）事件決議 3件の内訳 

  議案第 37号 社会資本整備総合交付金事業（市街地整備）に絡む、旧小田切家 

住宅復元修理工事請負契約をマツナガ建設㈱と締結について。 

私は ⇒ 賛成 

    議案第 38号 平成 25年度（繰越）市単独事業・旭ヶ丘保育園建築主体工事請 

負契約を村山建設㈱と締結について。 私は ⇒ 賛成 

  議案第 39号 旧旭ヶ丘旧市営住宅跡地）4区画の処分について。私は⇒賛成 

  ◇上記事件決議議案は何れも原案とおり可決しました。 
 

（２）全員協議会  
 

平成 26年 5月 20日開催。消防署職員による平成 26年 2月 28日発生した八幡

町東交差点内で発生した、追突事故事案に対する相手方の修理等に関わる損害賠

償専決処分の報告を受けた。 

 

２． 私の監査委員職務執行  
 

①平成 26年 5月 16日 第 63回長野県都市監査委員会総会・研修会が、駒ヶ根 

市で開かれ出席。 

   ②平成 26年 5月 21日 須坂市土地開発公社の平成 25年決算監査を執行。 

   ③平成 26年 5月 28日 例月現金出納検査を執行。 

④平成 26年 5月 30日  平成 26年度東海地区都市監査委員会総会・研修会が、 

鈴鹿市で開かれ出席。 

 

http://zyusaburo.blog.fc2.com/


 

３．長野広域連合議会臨時会が招集されました。 
 

   ① 平成 26年 5月 23日 議会運営委員会を開催 

     Ⅰ．臨時議会上程議案、会期並びに日程について協議。 

   ② 平成 26年 5月 23日 本会議を開催。副広域連合長の選出について議案が

上程され、副広域連合長に長野市副市長黒田和彦氏を選任することを、採

決の結果、全員起立で同意した。 

   ④ 平成 26年 5月 23日 常任委員会行政視察を執行 

     Ⅰ．千曲市にある特別老人ホーム杏寿荘を行政視察しました。同ホームが

本年４月１日に、長野広域連合から社会福祉法人・大志会に移管され

たために、移管後の状況を視察したものです。 

     Ⅱ．佐久市岩村田に「日本一元気のある商店街」で知られている、「佐久市

岩村田本町商店街振興組合」を視察。商店街の阿部理事長から「商店

街活性化の取り組みについて」詳細に説明を受けました。その後、視

察団一行は「岩村田本町商店街」の店舗をくまなく見て廻りました。 

 

４．私の議会外議員活動  
 

（１） 泉小路活性化の会 

○平成 26年 5月 27日 平成 26年度定期総会に出席し祝辞を述べました。 

     平成 25 年度の事業報告、会計報告を承認し、平成 26 年度の事業計画、予

算案を可決しました。 

     平成 26年度の役員は、会長上野重明氏以下全員が再任されました。 
 

（２） 陳情・請願の受理と取次 
 

①境沢町地籍の水路改修工事に絡む周辺整備について。（道路河川課） 

②墨坂中学校前市道の改修工事の進捗について。（道路河川課） 

③須坂温泉の浴槽整備について。（商業観光課） 

④境沢町地籍の市道をアスファルト舗装されたい陳情と施行。（道路河川課） 

⑤中堰地籍の水路整備について。（道路河川課） 

⑥横町中央交差点のスクランブル交差点のあり方について。（市民課） 

 

（３） 陳情等に基づく現地調査 
 

平成 26年 5月 25日から３日間、横町中央のスクランブル交差点と中心市街地 

に点在する 10か所の交差点との通過に要する時間等を測定しました。 

 

（４） 市立森上小学校８０周年記念（第７３回）大運動会を観戦 
 

5月 24日（土）、市立森上小学校の運動会が開催され、招待を賜り参列し祝辞を

求められた私は 

「創立 80周年と記念すべき年の運動会が開かれようとしています。森上小学校

がある限り、81、82 年と学校の歴史を皆さんが刻んで下さい。運動会は『かけっ

この種目さえなければ』、こんなに楽しい行事はないと殆どの皆さんが思っていま

す。皆『とびっくら』が苦手です。この苦手な『とびっくら』も、『僕は昨日より、

この運動会で１秒速く走ってみせるぞ』と思って走ってごらんなさい。きっと勇気



が湧いてきてかけっこが怖くなくなるから。「かけっ子」は自分との闘いです。 

ところで、運動会で知って欲しいのは、友だちを信じて力を合わせなければ勝て

ない種目が騎馬戦です。又、赤組の全員が、白組の全員が力を合わせなければ勝て

ない種目が、綱引きであり大玉おくりです。運動会の種目を通して自分に勝こと・

友だちへの信頼、全員が力を合わせる大切さを知って下さい。 

今日の運動会のために準備を下さった先生方や上級生に感謝することも忘れな

いで下さい。運動会の楽しい思い出は、皆さんの一生の思い出になるものです。怪

我のない楽しい運動会でどうかありますように」と、かけっこ克服の秘策を伝授し

ました。 
 

このあいさつと言うより説得が功を奏し、『かけっこ』の苦手意識の呪縛から解

放された児童たちは、のびのびと走ることが出来ました。児童みんなが笑顔に満ち

た楽しい運動会でした。※運動会の模様は、ブログに。 
 

（５） 県知事の「憲法解釈の幅を広げることは適切ではない」発言について 
 

阿部長野県知事は、１６日の会見で「集団的自衛権の行使を容認するために、憲

法の解釈を広げることは適切ではないと考えている。憲法は、国民がどうありたい

かを反映させるべきもので、内閣が変わるごとに憲法の内容が変わるようでは、国

民の憲法への信頼感に大きな影響を与える。 国会でさらなる議論を進めて、国民

がきちんと判断できるようにして欲しい・・・。私自身は今の時点で、憲法を改正

してまで集団的自衛権を認めていく必要性を認識しているという状況ではない」と。

（出典：信濃毎日新聞、時事通信、ＮＨＫ外報道機関の記事をまとめました。） 
 

政府は、集団的自衛権の行使について、我が国の最高法規である憲法を、政府の

解釈改憲でできるとする論法は、私はこれこそが「脱法行為」であると思います。

これは国民には見え透いた欺罔行為に映ります。独善的・恣意的な憲法解釈は、再

び祖国日本況や国民を戦争の惨禍に陥れることになりやしないか。流石は県民から

高い支持を得た長野県知事の勇気ある発言であり、私はこの発言を高く評価し全

面的に支持します。 

 

 

 

 

 

 

５.5月期で私が注目したニュースの備忘録 
 

見 出 し 記事の概要と私評 報道機関 月日付 

県の年齢別人口推計 65歳以上初の 60万人超 須坂市 14907人に 信濃毎日 5/1 

こども人口 1633万人、人口の 12％ 長野県 28万 2618人 

須坂市は 7020人 

信濃毎日 5/5 

日本創成会議が試算

した県内市町村の将

来人口 

市町村名  2010年 ⇒ 2040年 

長野市   381511人  289701人 

須坂市    52168人   35708人 

信濃毎日 5/9 

50 年後に人口１億人

維持（するためには） 

女性の就労・出産で労働市場改革必要 信濃毎日 5/14 



北陸新幹線金沢以西

財源の壁 

加藤久雄長野市長「北陸新幹線には東海道新幹線

の代替路線としての役割があり、東海地震や東南

海地震を考えると、大阪までとにかく早く開通さ

せる必要がある。1 年でも前倒しになればいい」

とコメントされた。 

この報道に先立つ 2月 19日、小職は長野広

域連合議会開催に際し、加藤久雄長野広域連

合長に個人的に面談して「北陸新幹線の持つ

代替性と、長野経済圏の将来に亘る経済・観

光等の発展を考えると、一日も早く福井県の

敦賀駅まで延伸することこそが最優先課題で

す。敦賀延伸を強力に進めて下さい」と言上

した経緯があります。 

信濃毎日 5/14 

北陸新幹線、金沢以

西財政の壁 ２ 

工期短縮国の試算を示す 

長野県内前倒し期待の声「北陸新幹線には東海道

新幹線の代替路線としての役割があり、東海地震

や東南海地震を考えると大阪までとにかく早く

開通させる必要がある。1 年でも前倒しになれば

いい」加藤長野市長 

信濃毎日 5/14 

県内上場製造業 15年

3月期予想 

想定為替レート「堅め」。回復基調か分らない。

円安が有利だが・・・ 

信濃毎日 5/16 

太陽誘電子会社工場

移転を正式発表 

須坂の経済・雇用痛手。須坂商工会議所神林章会

頭は「数百人規模の工場がなくなることは、須坂

市の経済や雇用にとって大きな痛手となる」と指

摘。 

信濃毎日 5/16 

八十二銀行の経常利

益過去最高 

経常利益過去最高 463億 7500万円（過去最高）。

因みに、長野銀行は 39億 8100万円（過去最高）、

県信組は 30億 6600万円（過去 2番目） 

信濃毎日 5/17 

県内企業の休廃業 488件、倒産数の 5倍 信濃毎日 5/17 

今国会中合意困難 集団的自衛権めぐる憲法解釈変更 信濃毎日 5/20 

太陽誘電、子会社須

坂工場を青梅に 

年度末めどに全面移管 信濃毎日 5/24 

須坂いじめ解決へチ

ーム 

死学校問題解決支援チームを設置 信濃毎日 5/27 

 

16．【北信濃鏡】 

5 /1 月報配布、新聞記事切抜整理 

/2  境沢町地蔵尊祭礼、月報配布 

/3  月報配布、市民相談 

/4 月報配布、もみじ荘 

/5 月報配布、月報編集 

/6 飯山出向、山ノ内町、中野市（ぽんぽこの湯） 

/7 行政書士業務、市民相談２件 来訪者、商工会議所 

/8 職員歓送迎会  

/9 米持町巡回 



/10 行政書士業務、来客懇談、塩川町巡回 

/12 長野駅、東京駅、羽田空港、鹿児島霧島市役所視察、霧島泊 

/13 宮崎県えびの市役所視察、鹿児島市泊 

/14 鹿児島市、垂水市役所視察、鹿児島空港、羽田空港、東京駅、長野駅帰宅 

/15 来客２者懇談 

/16 第 63回長野県都市監査委員会総会（駒ヶ根市）に出席 

/17 市民相談、市内巡回、 

/18 情報整理、 

/19 農業委員候補者と面談、来訪者と懇談 

/20 第１回須坂市議会臨時会 

/21 須坂市土地開発公社決算監査執行,行政書士業務 

/22 市民相談 

/23 長野広域連合議会臨時議会、行政視察：特別養護老人ホーム杏寿荘、佐久市岩 

村田本町商店街 

 /24 市立森上小学校 80周年記念運動会に参加、上町巡回 

 /25 交通量の実態調査測定を実施。まきばの湯 

 /26 交通量の実態調査測定を実施。会報編集 

 /27 泉小路活性の会総会、情報整理、来訪者 2名、ＰＣ修理 

 /28 例月現金出納検査（監査委員室） 

 /29 交通量実態調査 

 /30 全国素市監査委員東海地区総会・研修会（鈴鹿市） 

 /31 全国素市監査委員東海地区総会、会報配信・配布 
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