
只管に 凍てつく里は 東風をまつ 梅柿  
 

佐藤寿三郎の議員活動詳報 
ことぶき月報 (No.221) 2017年 2月号 

 

終世書生気質：ブログ・千曲のかなた（日々の議員活動をお伝えしてます） 
 

第１ ２月７日・８日、須坂市議会は第１回臨時会を開きました。 
 

１ 平成 28年度須坂市一般会計補正予算第６号を議決しました。 

 

●一般会計（補正第６号） 147,800千円 

    

【補正予算の内容】 

   ○除雪作業を迅速に行い、交通の安全を確保するため、委託料等を増額する。 

       ・除雪事業  １億 4,780万円 

 

２ 議員任期後半の議会人事を下記のとおり決定しました。 

       

議 長 関野 芳秀 副議長 竹内 勉 

 

議会運営委員会 委員氏名 ◎委員長 ○副委員長 

◎ 宮坂 成一 ○ 霜田   剛 水越 正和 

宮本 泰也 久保田 克彦 酒井 和裕 

塩崎 貞夫  佐藤 壽三郎  

 

総務文教委員会 委員氏名 ◎委員長 ○副委員長 

◎ 浅井 洋子 ○ 荒井  敏 古家 敏男 

竹内   勉 霜田  剛 宮坂 成一 

佐藤  壽三郎   

 

福祉環境委員会 委員氏名 ◎委員長 ○副委員長 

◎ 西澤 えみ子   ○ 堀内 章一 宮本 泰也 

久保田 克彦 塩崎 貞夫 岩田 修二 

 

経済建設委員会 委員氏名 ◎委員長 ○副委員長 

◎ 酒井 和裕 ○  岡田 宗之 水越 正和 

北澤 雄一 中島 義浩 石合   敬 

 

市議会広報特別委員会 委員氏名 ◎委員長 ○副委員長 

◎ 塩崎 貞夫 ○ 久保田 克彦 水越 正和 

古家 敏男 荒井  敏 北澤 雄一 

岩田 修二   

 

 



  予算決算特別委員会 

委員長 中島 義浩 副委員長 宮本 泰也 
 

  インター周辺等開発特別委員会 

委員長 佐藤 壽三郎 副委員長 古家 敏男 
 

  長野広域連合議会議員 

関野 芳秀 北澤 雄一 佐藤 壽三郎 
 

  須高行政事務組合議会議員 

竹内  勉 宮本 泰也 荒井  敏 

酒井 和裕 塩崎 貞夫 中島 義浩 
  

  監査委員 

石合  敬 

 

第２ 須坂市議会３月定例会  
  平成 29年２月 21日招集され、事件決議３件、条例 14件、補正予算 8件、当初

予算８件、そして請願５件が上程されました。会期は２月 21 日～３月 17 日まで

の 25日間です。 

 

１ 私の議会内議員活動 

(1) 今議会に上程された議案の概要 

１） 事件決議：長野市及び須坂市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約           

の一部を変更する連携協約の締結について外１件。 

   

２） 条 例 案：須坂市空家等対策協議会条例の制定外 13件 

３） 補正予算：平成 28年度須坂市一般会計補正予算第７号外７件。 

 

●一般会計(補正第７号) △204,744千円 

●特別会計  

国民健康保険（補正第４号）  △101,552千円 

井上、幸高、九反田、中島財産区（補正第２号）   300千円 

介護保険（補正第４号）  △142,273千円 

後期高齢者医療（補正第３号） 23,823千円 

●水道事業会計（補正第３号） 収益的収入 4,598千円 

 収益的支出 △39,231千円 

 資本的収入 △1,100千円 

 資本的支出 △5,205千円 

●下水道事業会計（補正第４号） 収益的収入 35,388千円 

 収益的支出 8,997千円 

 資本的収入 △67,200千円 

 資本的支出 △65,266千円 

●宅地造成事業会計（補正第２号） 収益的収入 △6,079千円 

 収益的支出 △6,479千円 

     



【補正予算第７号の主なる内容】 

      ○主に精査による減額と今後の見込みによる増額です。 

 

４） 当初予算：平成 29年度須坂市一般会計予算外７件について。 

 

Ⅰ 平成 29年度須坂市一般会計・特別会計・企業会計予算案 

単位：千円、％ 

会 計 名 H29年度予算額 前年度比 

●一般会計 20,750,000 1.0 

●特別会計 11,707,696 2.1 

国民健康保険 6,679,704 △0.1 

井上、幸高、九反田、中島財産区 7,010 △0.3 

介護保険 4,440,568 5.5 

後期高齢者医療 580,414 4.0 

●企業会計 5,559,408 △1.7 

水道事業会計 1,905,853 0.9 

下水道事業会計 3,641,759 △2.7 

宅地造成事業会計 11,796 △47.6 

 

    Ⅱ 一般会計歳入（款別）※歳入の款別の内訳です   単位：千円、％ 

款 予 算 額 構成比 前年度比 

市税 5,974,488 28.8 1.7 

 個人市民税 2,189,808 10.6 0.3 

 法人市民税 561,188 2.7 17.7 

 固定資産税 2,506,027 12.1 △0.4 

地方譲与税 184,000 0.9 1.1 

利子割交付金 6,000 0.0 △40.0 

配当割交付金 25,500 0.1 △20.3 
株式等譲渡所得割交付金 20,000 0.1 0.0 

地方消費税交付金 920,000 4.4 △1.6 

ゴルフ場利用税交付金 4,000 0.0 0.0 

自動車取得税交付金 34,000 0.2 183.3 

地方特例交付金 23,000 0.1 0.0 

地方交付税 4,410,000 21.3 △3.1 

交通安全対策特別交付金 8,000 0.0 0.0 

分担金及び負担金 462,029 2.2 △5.7 

使用料及び手数料 379,893 1.8 △1.1 

国庫支出金 2,048,083 9.9 △11.5 

県支出金 1,196,521 5.8 △4.2 

財産収入 24,581 0.1 △30.3 

寄附金 120,220 0.6 20.0 

繰入金 1,000,383 4.8 18.2 

繰越金 300,000 1.5 0.0 

諸収入 1,878,302 9.1 △2.6 



市債 1,731,000 8.3 38.0 

合 計 20,750,000 100.0 1.0 

 

    Ⅲ 一般会計歳出（款別）※税の使い分けを示します  単位：千円、％ 

款 予 算 額 構成比 前年度比 

議会費 223,919 1.1 0.7 

総務費 2,220,393 10.7 13.3 

民生費 6,929,363 33.4 △1.8 

衛生費 1,485,930 7.2 11.6 

労働費 179,994 0.9 5.5 

農林水産業費 525,062 2.5 8.7 

商工費 1,604,124 7.7 17.7 

土木費 2,288,767 11.0 △10.5 

消防費 877,132 4.2 △13.0 

教育費 2,469,594 11.9 △1.8 

公債費 1,925,722 9.3 6.8 

予備費 20,000 0.1 △75.3 

合 計 20,750,000 100.0 1.0 

 

(2) 議会運営委員会 ２月 14日 議会第３委員会室 

 ○以下の項目について協議を行いました。 

  １） ３月定例会の議案等について 

  ２） 会期日程について 

  ３） 招集日の議事日程及び議案の取扱について 

  ４） 代表質問、一般質問の通告日について 

  ５） 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書について 

  ６） その他 

 

(3) 今議会における各常任委員会等の争点について 

１） 福祉環境委員会 

 ①須坂市公民館条例の一部を改正する条例について。 

 ②須坂市すざか女性未来館条例の一部を改正する条例について。 

  （①、②何れも、施設の冷暖房使用料等について定める条例案） 

 ③岡信孝画伯の絵画を購入し、収蔵品を豊富化するための絵画購入について。 

 

 

(4) 会派代表者会議  平成 29年３月１日 正副議会長 

  以下の項目について協議を行いました。 

   １） 公平委員会委員の選任について 

   ２） 固定資産評価委員会委員の選任について 

   ３） 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

   ４） その他 

    

(5) 今定例会の代表質問・一般質問総括 

    平成 29 年３月定例議会における、代表質問と一般質問は２月 28 日～３月

２日（３日間）執り行われ、15 人の議員が市政を質しました。各議員が取り



上げた質問課題は下記のとおりです。 

    ○当初予算について   ９議員 

    ○福祉環境関係について ８議員 

    ○産業振興に関して   ７議員 

    ○除雪について      ５議員 

    ○防災・災害時の応援協定について  ３議員 

    ○教育問題等について   ２議員 

    ○まちづくりについて   ２議員 

    ○共謀罪について       １議員 

    ○一般廃棄物最終処分場について  １議員 

○大型商業施設について １議員   

○新学校給食センターについて     １議員 

 

２ 長野広域連合議会 

   平成 29年２月９日、長野広域連合議会が長野市で開かれました。 

１） 上程された議案８件は次のとおりです。 

議案第１号：平成 29年度長野広域連合一般会計予算 

   ⇒歳入歳出それぞれ   524,455千円と定める。 
 

議案第２号：平成 29年度長野広域連合老人福祉施設等運営事業特別会計予算 

   ⇒歳入歳出それぞれ 2,850,174千円と定める 

 

議案第３号：平成 29年度長野広域連合長野地域ふるさと事業特別会計予算 

     ⇒歳入歳出それぞれ   4,470千円と定める 

 

議案第４号：平成 29年度長野広域連合ごみ処理施設事業特別会計予算 

     ⇒歳入歳出それぞれ 16,587,252千円と定める 

 

議案第５号：長野広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び長野広

域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

議案第６号：長野広域連合ごみ処理手数料審議会設置条例 

 

議案第７号：土地の買い入れについて 

１ 買い入れの目的   一般廃棄物最終処分場建設事業用地 

２ 土地の所在     須坂市大字亀倉字栗毛 749番ロ外 52筆 

３ 買い入れ予定面積  74,209.91㎡ 

４ 買入れ予定価格   金 114,085,966円 

５ 契約の相手方    ㈱守谷商会外 13名 

 

議案第８号：公平委員会委員に金子肇氏（長野市若里）を選任する 

     ○上程された議案は、何れも原案とおり可決されました。 
 

 ２）専決処分の報告承認を求める案件が上程されました。 

   承認第１号 長野広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

     ○上程された承認は原案のとおり専決処分を承認されました。 

 



 ３）長野広域連合長の開会あいさつから抜粋 

① ごみ処理施設の建設について。 

Ⅰ．Ａ焼却施設について。 

 §経過どおり平成 31年３月の施設稼動を目指して工事を進めてまいる。 

Ⅱ．Ｂ焼却施設について。 

 §現在も一部の地元区から建設に対する同意をいただけない状況にある。 

 §現在の状況からして、施設の稼動時期は計画目標から大幅に遅れることが

避けられない状況にある。 

 ※追記：平成 29 年３月６日（仮称）長野広域Ｂ焼却施設建設受け入れに係

る屋代第六区基本同意書手交式が執り行われ、基本同意書を取交しました。 

Ⅲ．一般廃棄物最終処分場について。 

 §最終処分場の稼動時期は、用地取得の状況によりますが、計画目標から最

大で 18カ月程度遅れる可能性がある。 

 

  ②高齢者福祉施設の運営について。 

   Ⅰ．緊急度の高い工事を施設整備計画に基づき実施する。 

   Ⅱ．収支改善のため稼働率の向上を図る。 

   Ⅲ．利用者が快適で安心した生活を送っていただけるように取組む。 

 

③ 介護・障害支援区文認定審査会の運営について。 

Ⅰ．介護認定審査会を年間 778回、障害支援区分認定審査会を年間 50回。 

Ⅱ．運営にあたっては、公正かつ迅速な審査判定に努めてまいります。 

 

３ 【研究・地方議会と市議会議員】  

(1) 地方議会が抱える課題について 

   地方議員の議員年金が廃止されて久しい。議員年金に変わるものとして、「地

方議会議員の厚生年金加入を求める意見書」の採択が全国の地方議会で進んで

いる。このことについて、当市議会議会運営委員会は協議をした結果、①青年

が地方議員に出馬しない理由は地方議員に対する魅力の無さだけではなく、生

活保障や落選後の職場復帰の途が絶たれていることが大きい。②地方議員の地

位の保障が等閑にされている。③戦前のように地方議員が名誉職であり無報酬

である時代ではない。④結果的に投票率が低迷している主なる要因は、地方議

会に対する関心の薄さである。 

これらを踏まえて、議会運営委員会で多面的な論議が為されてから後に、須坂

市議会は意見書を可決すべきと考えている。 

 

４ 【会派・無所属クラブの動き】 

   平成 29 年２月 16 日、二会派（無所属クラブ、共産党）は糸魚川市に現地視察

を執行しました。一行は「糸魚川大火」の焼失地域をくまなく検分し、地元住民

より当時の模様を聞き取りが叶いました。この現地視察から得た教訓を咀嚼して、

住宅事情が過密である須坂市旧市街地の防災に向けて提唱をして参ります。 

   

５ 【２月期で私が注目したニュースの見出し備忘録】2017年 

 
ニュースの概要 出典機関 月日付 

政治編   



公営住宅の残置物、速やかに移動を＝単身者死亡時、初の対応方針案―

国土交通省 

時事通信 2/2 

不測の円高警戒＝トランプ氏の日本批判―政府・日銀 時事通信 2/1 

デフレ脱却へ財政拡大を＝増税は物価目標達成後―シムズ教授 時事通信 2/1 

東京圏の転入超過、５年ぶり減＝少子化でペース鈍化か―１６年人口移

動・総務省 

時事通信 2/1 

（長野県内）「社会増」市町村 増加 16年県人口推計 信濃毎日 2/1 

議会基本条例制定へ＝政活費不正で機運高まる―富山県議会 時事通信 2/6 

日銀松本支店は「緩やかな回復基調にある」と判断    ＡＢＮ 2/6 

財政難は「構造的問題」＝鈴木三重知事 時事通信 2/7 

都議の質問「お膳立て禁止」＝小池知事が職員に指示 時事通信 2/8 

長野県来年度予算案 ４年ぶり減少 ＮＨＫ長野 2/8 

長野県の当初予算案、１・５％減の８６２５億円 信濃毎日 2/8 

千曲の焼却施設「大幅遅れ」 長野広域連合長が見通し 信濃毎日 2/10 

県立須坂病院出産受け入れ再開 ＮＨＫ長野 2/11 

長野市 放課後事業有料化の条例案発表 ＮＨＫ長野 2/16 

長野県 補助金不正で賠償検討委設置へ ＮＨＫ長野 2/16 

２割超が「生活困難」家庭＝子どもの貧困で調査―東京都 時事通信 2/23 

犯罪合意、認定の一要素＝金田法相 時事通信 2/24 

「共謀罪」新設は４カ国＝ＯＥＣＤの大半、既存法で―外務省調査 時事通信 2/25 

エンゲル係数が急上昇＝食品値上げ、共働きも影響 時事通信 2/25 

   

経済編   

(長野県内)ガソリン価格 ２週連続で上昇 ＮＨＫ長野 2/1 

ガソリン、８週ぶり値下がり＝円高・原油安で１３１円 時事通信 2/1 

円安基調 目立つ上方修正 県内機械系製造業 業績予想 信濃毎日 2/1 

（長野）県内企業 為替の動向に注目 ＮＨＫ長野 2/3 

（長野県内）ガソリン価格わずかに下がる ＮＨＫ長野 2/9 

個人消費、１１カ月ぶり下げ＝設備投資、輸出は上方修正―２月の月例報告 時事通信 2/23 

   

社会編   

長野県内のインフルエンザ患者はさらに増加・引き続き警報レベル  信越放送 2/8 

「共謀罪」議論の輪を 県内で相次ぎ学習会 憲法施行７０年 信濃毎日 2/10 

軍事応用可能な研究 信大は当面応募見合わせ 信濃毎日 2/16 

長野県内 松くい虫被害最多 １５年度の民有林 信濃毎日 2/16 

ライオンにかまれ飼育員が重傷 ＮＨＫ長野 2/26 

   

新聞社説   

続く一極集中 「地方創生」を練り直せ   信濃毎日社説 信濃毎日 2/2 

県の予算案 「箱物」に合意はあるのか   信濃毎日社説 信濃毎日 2/9 

｢法の解釈拡大｣教訓学ぶ 「２・４事件」長野で集会 信濃毎日 2/27 

【資料】   

地方創生時代のユニーク条例の台頭 時事通信 2/9 

   

 

16．【壽会佐藤壽三郎後援会】  

【北信濃鏡】2/1 角間♨、会報配布、報道情報整理 /2健康づくり課、報道情報整理、

議会事務局 /3議長候補者意見交換、二会派意見調整、長野広域連合下打合せ、報道



情報整理 /4行政書士業務、角間♨、行政相談、報道情報整理 /5市民相談、行政相

談 /6宅建業者研修会、意見交換会、農家組合新年会 /7会派代表者会議、議会運営

委員会、全員協議会、本会議、報道情報整理 /8議会運営委員会、全員協議会、本会

議、理事者との懇親会（迎賓館）、報道情報整理 /9長野広域連合議会、本会議、委員

会審議、本会議、全員協議会、懇親会、報道情報整理 /10議会事務局、長野広域連合、

角間♨、市民相談、報道情報整理 /11長野広域連合議会資料整理、会報編集、報道情

報整理、共謀罪自習 /12市理事者との資料整理、須坂♨ /13市長との懇談 /14議

会運営委員会、全員協議会、会派代表者会議、議員間意見調整、陳情聴取紹介議員拒

否 /15県行政書士会会長と市・商工会議所へ陳情取次、角間♨、市民相談 /16二会

派・糸魚川大火罹災地視察、議員間調整、請願紹介議員受諾 /17角間♨ /18一般質

問推敲 19一般質問推敲 /20一般質問推敲、市理事者と協議 /21三月定例会招集、

全員協議会、本会議、予算決算特別委員会・分科会、総務文教委員会 /22角間♨、政

策推進課 /23農業委員会、総務文教委員会現地視察 /24インター周辺等開発特別委

員会協議、角間♨ /25会報編集、三月議会資料読込 /26創価学会体験発表会に招待

参加、/27会報編集、角間♨ /28 代表質問、一般質問 
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