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 １．議会内活動 

（１）．全員協議会：平成 27年 10月 13日議会第 4委員会室おいて開催。 

 ①新教育委員に就任された丸山浩恵委員から就任のあいさつを受けた。 

 ②一般廃棄物最終処分場受け入れにあたっての仁礼区からの絶対条件の回答 

についてエコパーク課より報告を受けた。 

 

須坂市は平成 27 年９月 28 日、仁礼町に対して「一般廃棄物最終処分場とし

て仁礼町から示された絶対的条件」に対する須坂市の回答内容書面を、平成 27

年 10月 13日開かれた全員協議会に提出しました。 

 

記 

 

仁礼町区からの絶対的条件として 市の回答 

１．埋設物は、溶融スラグ、反応飛灰処理物、溶融不適物に限定。 ○了承 

２．粉じん対策と年 4回以上の測定と測定値を市報で公表する ○了承 

３．モニタリング井戸の水質検査と市報で公表する。 ○了承 

４．放射能測定及び埋立て物の放射能制限濃度等について。 ○了承 

５．埋立ての高さは標高 647ｍ以下とする。 ○了承 

６．埋立地の東側の高速道で土砂を採取した斜面の保全について。 ○了承 

７．埋立地に浸透しない雨水の処理について。 ○了承 

８．迷惑料及び協力費等について。市は仁礼町振興交付金を交付

する。 

○了承 

 

エコパーク課から、「仁礼区から申し入れのあった絶対条件 8項目を何れも受

諾した。」とし、８項目について詳細な説明を受けた後に、質疑応答を行いまし

た。 

そこで、小職は以下の質疑を行いました。 

Ｑ１．条件 2.3 につい。粉じん計測値、モニターリング井戸の水質検査結果に

ついて、市報で公表する手立ては、仁礼区住民が本事業について、須坂市に

猜疑心を抱いていること。更に本事業が仁礼区に負荷をかける事業では決し

てないことを全市民に知ってもらうためのものであると理解するが如何か。 

 

Ｑ２．条件 6 について。本件候補地の東側斜面の土砂崩落施設について、仁礼
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区は崩落の懸念を申し入れ書において告知していると捉える。回答では「施

設面が本件最終処分場の範囲に及んだ場合は対応を考える。」とするが、土砂

崩落施設を構築した事業者との間に万一の崩落事態が生じた場合の責任の取

り方について予め決めておかなければ、長野広域連合並びに須坂市はその瑕

疵を継承することになる恐れがあることを認識して対処されたい。 

 

Ｑ３．条件 8 について。迷惑料及び協力金については、最終処分場の稼働期間

である向こう 15年間は毎年 500万円。稼働が終えての養生期間は国が定める

廃止基準を満たすまでは 15年間を毎年 250万円支払うことなのか。 

 

Ｑ４．条件 8 について。迷惑料の負担割合は、長野広域連合、高山村、須坂市

でどのようにされるのか。 

 

Ｑ５．条件８について。基本協議の調印をもってＱ３の金額を「債務負担行為」

として臨時議会を開いて承認を受けるとするが、之は手続に違法性がないか。

本件最終処分場候補地内のすべての地権者との売買契約若しくは賃貸借契約

書の締結がされない内に、「債務負担行為」を未だ市と仁礼区間とに債務が確

定していないものを、議会に議決を得ることは、手続的にも許されないので

はないか。 

 

本月報 192 号でもお示ししたとおり、最終処分場について行政が最終決断

を仁礼町に任せきり（丸投げ）であった、この足掛け７年は徒過と言える。

況や最終処分場予定地をおぼろげながらに特定をしておきながらも、地権者

を全く無視して、「民意」を先決として突き進んで来た手法に不信が残らない

か。仮にも行政担当者の脳裡に「地権者の土地取得は、最終的には金目で片

づけられる」と踏んでいるとすれば、本事業は屹度不成就となるであろう。

仁礼町と合意をした「基本協議書」は決して金科玉条ではないことを知るべ

しである。「円満なる解決の端緒はないものなのか。」と私も悩んで来た。関

係者（地権者、仁礼住民、須坂市、長野広域連合）全てが円満に鉾を納めう

る「心の城府へ通う唯一の小径」の鍵は何かを問わないと、大きなしっぺ返

しを食らうこととなりやしないか。 

 

◎ 市民の皆様や市職ＯＢの皆様から寄せらたご意見。 

◎ 仁礼町に支払う迷惑料は、市民の税金から支払われるものである以上、

年間５００万円を１５年間支払うことが、果たして妥当であるか否かの

審議が為されないで、仁礼町からの要求額を市がそのまま受け入れた理

由を明らかにすべきでないか。 

 

◎ 迷惑料は、仁礼町の下流流域に位置する区にも、請求する権利があるの

ではないか。 

 

◎ 最終処分場への埋設物を考えた場合に、かってゴミを焼却することもし

ないで、ゴミをそのまま埋め立てた百々川沿いの町区にも、迷惑料を仁



礼町に支払うならば、迷惑を被った百々川沿いの町区にも請権があるの

ではないか。 

 

◎ 全員協議会での仁礼町との基本協議の合意があった報告を受けたが、全

員協議会は審査機関ではないので、市側が全員協議会を経たことを議会

の承知と混同している節がある。 

 

◎ この６年間で一度も、地権者にあいさつにも伺っていないと聞いている。

このようなことは有りうるのか。社会常識がないと言える。 

 

（２）．北信 3市議会議員研修会  

   平成 27年 10月 13日、飯山市、中野市、須坂市 3市の議会議員研修会が須

坂温泉で開催。 

講演として講師にフイットネットサポートセンター代表・三浦弘氏の「脳を

知る 脳を鍛える ～脳と体の健康づくり～」の実技を兼ねた講演を凡そ 90

分受講。 

その後 3市の意見交換会が持たれ、ご来賓に中野市池田茂市長、飯山市月岡

寿男副市長、須坂市中澤正直副市長のご臨席を頂き、和やかなうちに名刺交換

や課題の意見交換がされました。 

 

（３）．長野広域連合議会構成市町村議員研修会 

平成 27年 10月 29日、長野広域連合議会を構成する市町村議員を対象とし

た「連携中核都市圏の形成促進に向けた説明会・意見交換会」が、長野市生

涯学習センターで催され出席。 

◎連携中核都市圏構想について。 

講師：総務省自治行政局市町村課長 海老原諭氏による以下の内容講義。 

①まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」と「総合戦略」の全体像 

② 地方への多様な支援と「切れ目」のない施策の展開 

③ 新たな広域連携について。⇒連携中枢都市（圏）の取組と推進 

④ 連携中枢都市圏構想の推進に向けた総務省の財政措置の概要等。 

 

◎ 長野地域における取組の現状説明。説明員：長野市役所職員 

① 連携提案 75事業について。 

② 連携中枢都市圏ビジョン懇談会の今後のスケジュールについて。 

長野地域連携推進協議会（市町村長で構成）＝幹事会（市町村企画制

作担当課長）【協議】⇒【諮問】連携中核都市圏ビジョン懇談会：【意

見具申】⇒長野地域連携推進協議会 

 

２．私の議会外議員活動 

１）陳情・請願の受理と取次と現地調査 

◎ 市道脇の立木の枝が建物に覆いかぶさり、大風が吹く度に建物が毀損し

ないか脅威を感じる。速やかに何とかして欲しい。 

◎ 市道管理課に取次。現地調査 



 

３．議会に提出された資料から 

   平成 27年 10月 16日。仁礼町は市に学校給食センター建設を受諾通告。 

市は、仁礼町区（田中敏治区長）から、平成 27年 10月 15日付で仁礼町に学校給

食センター建設（建設候補地は須坂市に一任する。）を受諾する旨の回答を得たこ

とを、市長・教育長連名で市議会に報告。 

 

４．10月期で私が注目したニュースの見出し 備忘録 

ニュースの見出し 報道機関 月日付 

景況感３期ぶり悪化＝大企業製造業、中国減速響く ― 日銀短観  時事通信 10/1 

日銀９月短観 県内、全産業マイナス６   信濃毎日 10/1 

アベノミクスに黄信号？ デフレ脱却遠のく 日銀が企業物価見通しを下方修正  産経新聞 10/2 

消費支出、２．９％増＝猛暑効果で３カ月ぶりプラス―８月  時事通信 10/2 

１年後の伸び１．２％に鈍化＝企業の物価見通し―日銀調査  時事通信 10/2 

求人倍率、２３年半ぶり高水準＝１．２３倍に改善、失業率は悪化  時事通信 10/2 

世界経済に下振れリスク＝Ｇ２０で議論―麻生財務相  時事通信 10/2 

１年後の景況感、悪化＝９月の生活意識調査―日銀  時事通信 10/2 

西村参院議員を聴取＝石井議員にも要請―日歯連規正法違反事件・東京地検  時事通信 10/2 

安保法「違憲疑い強い」 県出身の元最高裁判事２人に聞く  信濃毎日 10/2 

淫行処罰 条例制定の意向 知事、従来姿勢を一転 信濃毎日 信濃毎日 10/2 

県内、全産業マイナス 日銀９月短観 製造業 大きく落ち込む   信濃毎日 10/2 

ツタヤ図書館に反対多数が確実 愛知・小牧の住民投票  産経新聞 10/5 

三木氏 出馬正式表明 来年１月の須坂市長選   信濃毎日 10/5 

ＴＰＰ 県内 期待と懸念交錯 農家「衰退防ぐ手だて見えず」  信濃毎日 10/6 

上期倒産４５件 ２０年間で最少 負債総額１０８億２９００万円   信濃毎日 10/6 

就学援助、２７自治体で対象縮小＝生活保護基準引き下げ影響―文科省調査  時事通信 10/6 

◎７、８月の県内観光客２・２％増１８３５万９０００人   信濃毎日 10/7 

◎飯田市にバイオ研究開発拠点 地元企業などが構想  信濃毎日 10/7 

新「エコパークネット」始動 地元自治体が主体的に活動  信濃毎日 10/7 

イオンモール常滑、12月に開業 屋外テーマパークを充実  日本経済 10/7 

今年の世界成長３．１％＝中国減速で「リスク顕著」―ＩＭＦ  時事通信 10/9 

日銀総裁「デフレ状況にない」＝物価目標達成へ賃上げ期待  時事通信 10/7 

物価見通し下方修正検討＝２％目標先送り議論も―日銀  時事通信 10/7 

景気指数、２カ月連続悪化＝生産、消費がマイナス―８月  時事通信 10/7 

北陸３知事から意見聴取＝新幹線延伸ルートで―与党委  時事通信 10/7 

「新３本の矢」の具体化急務 安倍改造内閣が発足    日本経済新聞電子版   日経新聞 10/8 

長野県内上半期倒産 ６年ぶり増加                 ＮＨＫ長野 10/8 

ＴＰＰ 県対策本部設置へ 県内影響分析や対策検討  信濃毎日 10/8 

全国都市問題会議が開幕 人口減少社会 在り方探る  信濃毎日 10/9 



中古車販売、過去２番目の低水準＝７年連続２００万台割れ―１５年度上半期   時事通信 10/13 

沖縄知事、辺野古埋め立て承認取り消し発表 菅氏「瑕疵ない」 日経新聞 10/13 

政府、１４日に不服審査請求＝辺野古取り消し、無効化狙う―法廷闘争不可避に  時事通信 10/13 

日本の子ども貧困率、平均上回る＝学習到達度は最高水準―ＯＥＣＤ調査  時事通信 10/14 

９月の企業物価、３．９％下落＝５年１０カ月ぶりマイナス幅―日銀  時事通信 10/14 

ＴＰＰ域内の生産拡大検討 県内メーカー、関税撤廃見据え 信濃毎日 10/17 信濃毎日 10/17 

景気判断、全地域据え置き＝「生産」は４地域下げ―日銀リポート  時事通信 10/19 

【潮流底流】経済減速、止まらず＝公共投資主導に限界―不動産開発が低迷・中国  時事通信 10/19 

景気、緩やかな回復継続＝黒田日銀総裁―秋の支店長会議  時事通信 10/19 

生活保護の返還請求不十分＝１１０億円超回収不能恐れ―検査院  時事通信 10/20 

貿易赤字、１．３兆円＝原油安で震災後最少―１５年度上期 時事通信 10/21 時事通信 10/21 

こども園など移行は３割＝私立幼稚園、１６年度までに―政府 時事通信 10/21 時事通信 10/21 

民間住宅投資６．５％増＝再増税前の駆け込みも―１６年度予測  時事通信 10/21 

６５歳雇用制、企業の７２．５％＝採用進む―厚労省  時事通信 10/21 

ブラック企業は求人不受理＝ハローワークで―厚労省案  時事通信 10/21 

火葬係、遺品の指輪盗む＝市嘱託員の５９歳逮捕―岐阜  時事通信 10/21 

草津白根山「活発な状態続く」予知連  信濃毎日 10/22 

子育て支援税「意見聴く」県版総合戦略２２日策定  信濃毎日 10/22 

（長野県内）ガソリン価格５週ぶり値上がり  ＮＨＫ長野局 10/22 

企業の資金需要、２期連続改善＝個人は悪化―１０月の日銀調査  時事通信 10/22 

県の子ども貧困対策 議論体制を構築 知事、予算措置検討  信濃毎日 10/23 

人口減少対策の県版総合戦略、正式決定   信濃毎日 10/23 

「地方創生」施策に重点 来年度県予算編成方針  信濃毎日 10/23 

中国、追加利下げ＝「金利自由化」も実施  時事通信 10/23 時事通信 10/23 

農地集約、畜産支援強化へ＝ＴＰＰ対策で検討加速―政府  時事通信 10/23 

金融機関に損失７．２兆円＝金利１％上昇で―日銀試算  時事通信 10/23 

情報漏えい容疑、県税職員逮捕＝依頼者３人も―広島県警 時事通信 10/23 

受け入れ市町村１７０団体を募集＝若手官僚ら地方創生の派遣人材―政府 時事通信 10/23 

大型商業施設計画で意見交換～須坂市 協議会設置し、初会合 須坂新聞 10/24 

「民泊」解禁へルール＝外国人旅行者に部屋提供―厚労省と観光庁が有識者会議 時事通信 10/24 

年内利上げの可能性探る＝金融政策会合を開始―米ＦＲＢ  時事通信 10/27 

日銀、物価見通し下方修正へ＝３０日に会合、追加緩和の是非議論  時事通信 10/27 

辺野古埋め立て、代執行へ＝沖縄知事決定の効力停止―移設作業、近く再開・政府  時事通信 10/27 

小学校いじめ最多１２万件＝再調査で積極認知―低年齢中心に増加・文科省  時事通信 10/27 

結婚、出産、子育てを支援＝人口減対策で―厚労白書  時事通信 10/27 

◎中国、「一人っ子政策」廃止＝独自の産児制限、36年で終止符―高齢化に危機感 時事通信 10/29 

７～９月の米ＧＤＰ、１．５％増＝輸出、消費伸び悩み  時事通信 10/29 

米利上げ、１２月の可能性も＝景気、国際情勢次第で―ＦＲＢ  時事通信 10/29 

追加緩和見送り＝展望リポート公表へ―日銀  時事通信 10/30 



９月消費者物価、０．１％下落＝２カ月連続マイナス  時事通信 10/30 

長野広域９市町村、現時点で４５件の連携事業予定   信濃毎日 10/30 

食品安全、６割超が関心＝消費者問題で―内閣府調査  時事通信 10/31 

７～９月期、年０．２％減＝２期連続マイナス―ＧＤＰ民間予測  時事通信 10/31 

一人っ子政策廃止、来年１～３月開始か＝年２０００万人出生予測―中国  時事通信 10/31 

日本、消費税１０％超が必要＝ＩＭＦ、Ｇ２０に報告  時事通信 10/31 

地方版総合戦略 県と３８市町村が策定 交付金上乗せ対象に  信濃毎日 10/31 

 

５．○第 20回 佐藤壽三郎の「議員活動報告会」を開催します 

 

  日時 平成 27年 11月 15日 午後 1時 30分～ 

  会場 境沢町公会堂 

  講演 須坂市人口ビジョン及び須坂市まち・ひと・しごと 

     創生総合戦略について（第五次須坂総合計画・後期基本計画） 

講師： 市政策推進課 課長 加藤 剛氏 

 

【北信濃鏡】 

10/1 報道等情報整理。自治科目研修  

/2 報道等情報整理。市民相談。境沢町秋季地蔵尊祭浄念寺住職ご臨席。  

/3  報道等情報整理。 

/4 境沢町第 39回区民運動会であいさつ。紅葉荘。 

/5 行政書士業務。議員活動詳報版・概報版・ＦＡＸ版作成＆配信。 

/6 長野広域連合議会事務局来所。臨時議会議事録署名。議会事務局へ登庁。行政

書士業務。報道情報整理。古城荘。 

/7  行政書士業務。市議会広報特別委員会（第 1回校正）、報道情報整理。 

/8 報道等情報整理。梅本利美儀会葬。市民相談 1件。 

/9 初孫御七夜参列之為上京。スカイツリー登頂、西荻泊 

/10 初孫御七夜（雪谷八幡宮にてお祓い）。祝賀会。15時 52分発新幹線で帰坂。湯

ったり苑。 

/11 行政不服審査法復習。 

/12 最終処分場資料読み。行政訴訟法復習。市民相談：丸山氏外 2名。古城荘。 

/13 北信 3市議会議員研修会 於：須坂温泉 

/14 市民相談 2 件。青木惟夫儀会葬。隣地水道管破裂。報道等情報整理。行政訴訟

法復習 

/15 広報特別委員会（校正）。報道等情報整理。手続法復習。 

/16 議会登庁（会派会計処理）。報道等情報整理。 

/17 市民相談 2件 涌井亀巳夫儀会葬。報道情報整理。 

/18 第 27回竜の里マラソンに参列（小坂国会議員秘書と懇談）。行政書士業務。 

/19 議員活動報告会準備。  

/20 行政書士業務（冨澤、村石）。市民の陳情受諾。市民陳情処理（市道路河川課）、



法務局出向。湯っ蔵んど。報道情報整理 

/21 行政書士業務（冨澤、村石）。報道情報整理。陳情処理確認。最終処分場同意書

について検討。 

/22 行政書士業務。最終処分場関係仁礼町の同意書受信。 

/23 最終処分場の内容検討。行政書士業務。 

/24 被相続人田中氏遺言執行人業務執行。報道等情報整理 

/25 報道等情報整理、松代国民宿舎訪問 

/26 陳情事案現地調査、行政書士業務相談。被相続人田中氏遺言執行業務執行。 

/27 行政書士業務（村石）山ノ内町役場出向（村石）、弁護士と協議、被相続人田中

氏遺言業務執行。陳情処理進捗確認。行政手続法 

/28 行政書士業務（買取契約）。弁護士と協議。臨時議会の是非について。 

/29 議員研修会：連携中核都市構想（長野市へ出張り）。４会派意見調整会議 

/30 宮本勇雄市議会議員ご逝去。行政書士業務。農業委員と意見調整。臨時議会意

見調整。陳情市民来所。 

/31宮本勇雄市議通夜。議員間意見調整。報道情報整理。 
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