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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） 

 

【 須坂市議会 6月定例会の概要 】  

１．【私の議会内議員活動】 

平成 29 年 6月 13 日招集され、会は 6 月 13 日から 7 月 5日までの 23 日間です。 

 

（１） 今 6月定例会に上程された議案等は以下のとおりです。 

１）承認 3 件 

承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて（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 2号 専決処分の承認を求めることについて（須坂市消防団員等公務

災害補償条例の一部を改正する条例） 

承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて（平成 28 年度須坂市一般

会計補正予算第８号） 
 

２）事件決議６件 

議案第 34号 平成 29 年度辺地債事業峰の原高原クロスカントリーコース全

天候型走路増設工事請負契約の締結について 

議案第 35号 除雪ドーザ（13t 級）の取得について 

議案第 36号 土地の取得について 

      〇学校給食センターの用地として。 

① 場所：須坂市大字栃倉 413 番外 13 筆 

② 面積：8,367 ㎡ 

③ 取得価格：49,914,155 円 

④ 取得の相手方：目黒淳茂外 2名 

議案第 37号 災害対応特殊消防ポンプ自動車（ＣＤ‐Ⅰ）の取得について 

① 物品名：災害対応特殊消防ポンプ自動車(ＵＤ－Ｉ) 

② 契約の方法：指名競争入札 

③ 契約の金額：34,236,000 円 

④ 契約の相手方：（株）小林ポンプ防災（長野市） 

議案第 38号 市道の認定について 

      〇市道６路線を認定する。 

議案第 39号 市道の変更について 

      〇市道 3路線の区域等を変更する。 
 

３）条例 13 件 

議案第 40号 須坂市職員定数条例の一部を改正する条例について 

      〇教育長関係の改正。 

議案第 41号 須坂市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につい 

      て 

      〇教育長関係の改正。 



議案第 42号 須坂市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条

例について 

      〇教育委員長関係の改正。 

議案第 43号 須坂市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について 

      〇固定資産評価審査委員会事務局の設置の改正。 

議案第 44号 須坂市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

      〇固定資産評価審査委員会事務局職員を加える改正 

議案第 45号 須坂市市税条例の一部を改正する条例について 

      〇地方税法等の改正に伴う改正。 

議案第 46号 須坂市都市計画税条例の一部を改正する条例について 

      〇地域決定型税制特例（わがまち特例）に係る割合の規定を 

加える。 

議案第 47号 須坂市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につ

いて 

      〇組織の見直しに伴い改正する。 

議案第 48号 須坂市教育長の勤務時間及び勤務の条件に関する条例の全部を

改正する条例について 

      〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い全部 

改正する。 

議案第 49号 須坂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

      〇介護保険法等の改正に伴い改正する。 

議案第 50号 須坂市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について 

      〇介護予防総規模多機能型居宅介護事務所の従業員の兼務可能

とする条例改正。 

議案第 51号 須坂市新規就農者用共同作業場条例の一部を改正する条例につ

いて 

      〇井上地区新規就農者用共同作業所を加える。 

議案第 52号 須坂市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

      〇水道事業に関する証明手数料を定めるため。 
 

４）補正予算 2件 

議案第 53号 平成 29 年度須坂市一般会計補正予算第１号 

      〇歳入歳出それぞれ 245,001 千円を追加する。 

議案第 54号 平成 29 年度須坂市後期高齢者医療特別会計補正予算第１号 

      〇歳入歳出それぞれ 210 千円を追加する。 

５）人事 1 件 

同意第 4号  教育委員会委員の任命について 

      〇委員に土屋 保男(相之島町)を任命したいので議会の同意を 

求める。 

６）請願 1 件 



〇義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願。 

 

（５）議会運営委員会 

   ① 平成 29 年６月 5日  6 月定例会議案等外の協議。 

   ② 平成 29 年 6 月 23 日 一般質問の発言について協議。 

 
（６）総務文教委員会の調査研究での小職の提言等 

    ① 消防本部・消防署関係 

     〇 県の防災ヘリ墜落事故調査に係る進捗状況を求めた。 

〇 原因が解明されるまで職員の生命安全を図るために、須坂市職員の派遣 

を取り止めるべきではないか。 

     〇 北朝鮮のミサイル無差別攻撃があった場合の市民の保護について。 
 

    ② 学校教育課 

     〇 昨年 5 月時点の文科省調査で、日本語指導が必要な外国人の子３万人を

超すとのことであるが、当市における就学している外国人子弟の人数と

教育実態について説明を求めた。 

     〇 中高生の英語力が全国平均を下回ることについて。 
 

③ 人権同和教育課 

〇 部落差別の解消の推進に関する法律の概要説明を求め、更に全員協議会 

でこの法律の説明をされたい。 
 

④ 総務課 

〇 市内の堆肥製造工場臭気問題：基準の常時順守「困難」の報道について、

悪臭を発生している事業所への行政指導を行われたい。地域住民の健康 

保持のためにも、許可政庁への「不利益処分」について、県と協議する

段階にあるのではないか。 

     〇 自治会の防犯カメラ設置に、長野県警察本部が補助する制度について。 
 

⑤ 政策推進課 

〇 ふるさと納税の健全化見直しにより須坂市は増収入が見込まれると思

料するが、在京等の当市出身者へのアピールも必要と考えるが如何か。 
 

⑥ 税務課 

〇 H28 年年度市税等徴収実績について質疑 
 

⑦ 選挙管理委員会 

〇 選挙区内の有権者に議員がバースデイ・カードを郵送することは公職

選挙法に抵触しないか。 

〇 市議会議員選挙で選挙運動用のビラ配布を解禁する改正公職選挙法が

成立したが、解禁された概要を説明されたい。 
 

⑧ 監査委員事務局 

〇 須坂温泉（株）等への財政支援団体への監査を執行されたい。 

 

(７）予算決算特別委員会 

     〇 平成 29年６月 13 日 上程された議案の分科会への委任。 



  〇平成 29 年 7 月 3 日 議案 53、議案 54 号の採決 

 

 １）採決に先立っての各分科会長報告で注目したＱ＆Ａ 

  〇総務文教分科会長報告から 

   Ｑ．消火栓香水器具の設置町区は。 

   Ａ．相之島町、八重森町、高梨町、村山町、福島町、幸高町、仁礼町 

 

Ｑ．就学援助の実態について。 

   Ａ．援助を受けている児童、生徒数は平成 28 年度 551 人で約 13.1％、生活

保護世帯を合わせると約 13.6％である。 

 

   Ｑ．就学援助は教育委員会の行政裁量があると思われるが、他市と比べてど

うか。 

   Ａ．生活保護受給基準の 1.3 倍程度という段階で行政の裁量が入っている。

他市では1倍という処もある。須坂市では基本的に世帯で判断している。

世帯分離していれば祖父母がいても含めない方式を採用している。 

 

  〇福祉環境分科会長報告から 

   Ｑ．スムージー事業の目的は何か。 

   Ａ．この事業を通して若者の野菜・果物の接種増を図り、将来の健康増進を

図ること。また、信州須坂の健康スムージーの普及を通じて経済効果も

目指す。 

 

   Ｑ．コミュニティ助成金の申請状況について。 

   Ａ．境沢町は、公会堂備品、会議用のテーブルと椅子、パソコン等 

立町は、子供みこしの修理、大うちわ、パソコン、プリンター等 

補助金は 10 万単位で、率は 10/10 で上限 250 万円。 

   

  〇経済建設分科会長報告から 

Ｑ．八町線の進捗状況は。 

   Ａ．用地補償は今年度である程度済む予定。 

 

   Ｑ．都市計画マスタープランの見直しについて。 

   Ａ．前倒しをして実施する。基本的には全体の見直しをしたい。 

 
（８）全員協議会 

      ① 平成 29 年 6 月 1 日 議会第４委員会室。 

     協議事項：須坂温泉の経営改善に係る今後の進め方について。 

        ◇「須坂温泉（株）の事業全部を民間事業者に賃貸することとし、

民間事業者からの賃借料による収入で会社の存続を図りたい。」

ことの 11市の説明に対する質疑応答。 

      ② 平成 29年 6 月 13 日 議会第４委員会室。     

      ◇協議事項:6 月議会の会期について外。 

   ③ 平成 29 年 6月 16 日 

      ◇協議事項：Ⅰ）土地開発公社外 2 団体の事業報告・決算、事業計画、

予算の説明について。 



             Ⅱ）須坂市まち、ひと、しごと創生総合戦略の改訂につい 

て。 

 

（９）一般質問で私が取り上げた須坂温泉の事業全部の賃貸について 

    今議会の争点は、第三セクターである須坂温泉（株）が「営業権の賃貸」

行うことによって、生き残りをかける手段を選んだことに対する論議でした。 
 

    須坂温泉は昭和 35 年 12 月に 1465 人もの株主を集めて、『観光開発と市民

のいこいの場に』を目的として設立され今日まで経営されて来ています。 

    須坂温泉の果たしてきた「市民の憩いの場」は、当初は「ヘルスセンター」

として市民の需要がありましたが、所得倍増によりマイカー時代の到来が市

民の行動範囲を広げ、竹下登内閣の「ふるさと創生事業」によって、市町村

に大判振る舞いされた「自由に使ってよい 1 億円」のバラマキ政策で、その

殆どは温泉掘削に充てられることにより、全国至るところに温泉類似施設が

立ち上げ」られ、その結果過剰となった温泉施設は、官民を問わず旅館・ホ

テル業に大打撃を与えるに至ったと思います。 
     

    須坂温泉（株）は第三セクターの道を選んで今日まで生き残りをかけてき

ましたが、前述のとおり会社の設立時に、市が主導権を握って市民から資本

金の資金調達をして会社を設立した経緯があります。当初から株式会社に公

共団体である須坂市が加わる発想を、当時の市長や議員がこれを是としたと

ころに大きな誤謬を犯したと私は思います。 

 

     須坂市は平成 26 年 3 月議会で「須坂市第三セクター等への関与に関する条

例」を制定しました。この条例制定過程の総務文教委員会審査で「継続審査」

と決決するも、本会議における年長議員の「委員会での再審査」の動議により、

総務文教委員会に差し戻されることとなり、規則では「再度継続審査の決定は

できない」ことを悪用した、将に数の横暴としか言えない条例制定でした。 

 

なぜ「継続審査」としたかは、小職は「条例案は『第三セクター』の定義は

あるが、『公的支援』の定義がされていない。定義がされていないで、いきな

り、第 6 条で市長は、『第三セクター等が設立目的を達成できるように、必要

に応じて、次に掲げる公的支援を行うものとする。』とあり、公的支援の運用

と明記されていたが、『公的支援の定義（総論）』がなく、これでは『公的支援』

の明確性が乏しい。このことは極めて抽象的かつ恣意的運用に陥りやすいので

はないか。いきなり各論条項であることの不備と恣意的運用は将来に問題を残

す。」と指摘しました。再議された本会議でも「須坂市第三セクター等への関

与に関する条例」案に反対を投じました。（詳細は議会報 NO.186 をご参照下さ

い） 
 

今回、市が上程した平成 29年度須坂市一般会計補正予算第１号のうち、「須

坂温泉の事業全部を民間事業者に賃貸することに係る修繕費 500 万円」につい

ては、将に 3年前の「須坂市第三セクター等への関与に関する条例」案の委員

会審査で、私が指摘した「条例第 6条の『公的支援』の字句の明確性をあやふ

やにした」ツケが廻って来たものと言えます。このことを指摘して、必死に条

例見直しを図った小職に対し、真摯な審査とはかけ離れた数の横暴でこの条例

を可決しました。やるせない思いをしたものでした。 



 

時経て、小職は苟も市議会本会議で議決された「須坂市第三セクター等への

関与に関する条例」を、議員が自らこの条例を破棄することには承服できませ

ん。3 年前に須坂温泉（株）に貸し与えた２億３千万円を恙なく弁済してもら

うこと。更に第三セクターの存否を十分話し合うことが必要な機会であると思

います。私は須坂温泉の存続のためにあらん限りの知恵を絞ります。 

 

（10） 今議会の一般質問で私が関心を払った課題 

    〇須坂温泉の経営改善：６名の議員が取り上げました。 

    〇教育行政：４名の議員が取り上げました。 

    〇観光振興：３名の議員が取り上げました。 

    〇市職員を語る特殊詐欺：２名の議員が取り上げました。 

    〇消防団活動：２名の議員が取り上げました。 

    〇学校給食センター候補地：２名の議員が取り上げました。 

    〇いじめ問題 

    〇ふるさと納税 

    〇インター周辺開発等 

    〇一般廃棄物最終処分場 

    

（11）議員有志での学習会 

  ① 平成 29年 6月 24 日 上程された議案についての問題点の摘出。 

    ② 平成 29 年 6 月 30 日 委員会審査における問題点の質疑の報告と、議案の 

疑問箇所の解消を図った。 

 

２．【 須坂の防災と安全・安心 】   

（１）須坂市が発信した防犯メールの転記です。 
 

① 須坂市特殊詐欺被害防止対策本部からお知らせします。 

特殊詐欺は電話やメールなどをきっかけとするものがほとんどです。電話や 

メールにより、ＡＴＭに誘導されたり、強引なお金の請求にあったりし、被 

害にあっています。 

不審な電話やメールには対応しないでください。 

あやしいと思ったらすぐに家族や警察署に相談しましょう。 

 

      ② 須坂市消防署からお知らせします。 

消防署の名を語り、高齢者世帯などの居住者情報を得ようとする不審な電話 

が市内で相次いでいます。 

消防署が家族構成など居住者情報を、電話でお聞きすることはありません。 

個人情報を盗まれないように、不審な電話には応対しないでください。 

あやしいと思ったらすぐに家族や警察署に相談しましょう。 

 

３.【今議会に提出された資料等】  

 ① 須坂市特殊詐欺被害防止対策本部設置 

②  学校給食センター建設における経過 

③  牛乳にアルミ粉塵混入の顛末 

④  H28 年年度 市税等徴収実績表 

⑤  後期高齢者医療保険料軽減判定に係るシステム誤りについて 



⑥ 健康スムージーを活用したまちのにぎわいづくり事業 

⑦ 地方創成加速化交付金『災害時医療体制』須高地域災害時医療救護活動マニュア

ル策定 

⑧ 福祉医療費の現物給付方式導入について 

⑨ 長野電鉄村山駅島式ホーム嵩上げについて 

⑩ 「男女共同参画に関する市民意識調査」の結果について 

⑪ 一般廃棄物最終処分場の施設概要等について 

⑫ 悪臭原因事業所への指導について 

⑬ 地下水資源保全・活用計画検討事業公募型プロポーザルの実施について 

⑭ 老親福祉計画及び介護保険事業計画の策定について 

⑮ 平成 29 年度 須坂市「集い場」運営事業の公募について 

⑯ 竜の里須坂健康マラソン全国大会へのハーフマラソン導入について 

⑰ 須坂温泉株式会社の賃貸に関する資料 

⑱ 須坂温泉（株）の事業賃貸に係る須坂市の支援について 

 

４.【６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   

債務残高ＧＤＰ比を重視＝財政再建後退の恐れ―骨太方針 時事通信 6/1 

短期的な赤字、問題ない＝金融緩和の「出口」で―原田日銀委員 時事通信 6/1 

加計学園問題、政府の説明「納得できない」８割 日経新聞 6/1 

犯罪集団の構成員以外も処罰＝金田法相 時事通信 6/1 

出生率１．４４に低下＝赤ちゃん最少９７万人―人口減加速・厚労省統計 時事通信 6/2 

待機児童解消、３年先送り＝財源確保など課題も―新プラン公表・政府 時事通信 6/2 

「子育て安心プラン」骨子 時事通信 6/2 

安倍首相、前川前次官を批判＝「なぜ反対しなかったか」 時事通信 6/2 

去年の出生率１．４４ 出生数初めて１００万人下回る  NHK 首都 6/2 

６０歳以上の２割、子や孫へ生活費 ほぼ賄うケースも 朝日新聞 6/2 

日銀の総資産 初めて５００兆円突破 ＧＤＰに匹敵 NHK 首都 6/2 

えこひいきを… 前防衛相、首相に「あいうえお」で忠告 朝日新聞 6/3 

「岩盤突破」か「友達優遇」か＝加計学園の獣医学部新設―ニュースを探るＱ＆Ａ 時事通信 6/4 

「印象操作」と安倍首相反発＝野党、新資料で攻勢―加計学園 時事通信 6/5 

加計学部新設「介入余地ない」＝安倍首相、補佐官指示も否定 時事通信 6/5 

諏訪市 資産性高い返礼品除外へ ：ふるさと納税 ＮＨＫ長野 6/5 

加計学園理事長、首相外遊に同行 13 年ミャンマー訪問   日経新聞 6/5 

加計学園 . 米比の提携先、安倍昭恵氏が訪問 毎日新聞 6/5 

安倍内閣支持率急落の衝撃“消極的支持層”ついにソッポ      日刊ゲンダイ 左記に示す 6/5 

「須坂温泉」修繕 500 万円計上 信濃毎日 6/6 

返礼品の見直し一律要請疑問も 信濃毎日 6/6 

森林税、継続是非議論へ 信濃毎日 6/6 

加計学園攻防激化 信濃毎日 6/6 



「土地価格が影響？」 相続未登記は中小都市多く    産経ニュース 左記に示す 6/6 

「土地の利用権」検討へ＝所有者不明問題で新制度―国土交通省 時事通信 6/7 

持ち主不明農地集積促進 信濃毎日 6/7 

所有者不明地、活用へ新制度＝放置せず公共事業に―国交省 時事通信 6/7 

加計学園問題 国民軽んじる政府答弁 信濃毎日 6/7 

官房長官の前次官辞任経緯めぐる発言 “守秘義務違反でない” NHK 首都 6/7 

街角景気、２カ月連続改善＝基調判断を上方修正―５月 時事通信 6/8 

消費増税、予定通りやらせていただきたい＝麻生財務相、参院財金委で 時事通信 6/8 

加計問題「丁寧に説明を」＝公明幹部 時事通信 6/8 

加計文書を再調査へ＝獣医学部新設問題―松野文科相 時事通信 6/9 

民泊新法が成立＝届け出制、全国で解禁 時事通信 6/9 

幼児教育の無償化優先＝１７年「骨太方針」で―政府 時事通信 6/9 

商店街支援、市町村と連携強化を＝空き店舗改修に税制優遇も―中小企業庁検討会 時事通信 6/9 

税収、７年ぶり前年割れ＝アベノミクスにほころび―１６年度 時事通信 6/9 

前川氏招致に言及＝自民幹事長 時事通信 6/9 

地方創生の基本方針決定＝政府 時事通信 6/9 

増税三たび延期に布石か＝成長重視の骨太方針 時事通信 6/10 

違法「民泊」、苦情相次ぐ＝特区の大阪市 時事通信 6/10 

景況感、１年ぶりマイナス＝自動車など低迷―４～６月期の大企業 時事通信 6/13 

地方議員選のビラ配布解禁＝改正公選法が成立 時事通信 6/14 

千曲の大型商業施設進出検討 信濃毎日 6/14 

須坂市の堆肥製造工場臭気問題：基準の常時順守「困難」 信濃毎日 6/14 

高齢運転者の死亡事故割合増 信濃毎日 6/14 

日本語指導が必要な外国人の子３万人超 昨年 5月時点 文科省調査 信濃毎日 6/14 

加計問題、逃げ切り図る＝安倍政権―国会、１６日事実上閉幕 時事通信 6/15 

景気拡大、バブル期超え＝消費増税でも後退せず―内閣府研究会 時事通信 6/15 

「圧力」「忖度」真相分からず＝新たな疑惑も浮上―加計文書 時事通信 6/15 

長野市長選 加藤氏が立候補表明 ＮＨＫ長野 6/15 

実感なきバブル期超え＝景気拡大、勢い弱く 時事通信 6/15 

加計学園「総理の意向」発言ない＝内閣府調査、文科省文書と食い違い 時事通信 6/16 

内閣支持、４カ月連続減＝不支持３割超―時事世論調査 時事通信 6/16 

認めない・調べない・謝らない 強引答弁で国会閉会へ 朝日新聞 6/18 

日銀資産５００兆円 実は深刻な話？ NHK 首都 6/16 

「稼げる地方」後押しへ＝ＡＩ活用事業に創生交付金―政府 時事通信 6/18 

８～９月に内閣改造 首相意向、菅・麻生氏留任で調整   日経新聞 6/19 

堂々と受けて立つ＝萩生田氏 時事通信 6/19 

加計学園新文書の概要 時事通信 6/20 

萩生田官房副長官のコメント要旨＝「加計」新文書 時事通信 6/20 

「萩生田副長官の発言」文書＝首相の意向示す記述―加計問題、新たに確認・文科相 時事通信 6/20 



加計問題、新たな火種＝政権の思惑よそに 時事通信 6/20 

「面従腹背」に官邸疑心＝加計問題、霞が関の不満影響か 時事通信 6/21 

景気判断、半年ぶり上方修正＝消費持ち直し―６月の月例報告 時事通信 6/22 

都議選応援「自衛隊として」＝稲田防衛相が発言、その後撤回 時事通信 6/27 

稲田氏発言、火消し急ぐ＝政府・自民―野党は都議選にらみ攻勢 時事通信 6/28 

「下村氏に加計献金」と週刊誌報道＝本人は否定 時事通信 6/28 

５月の鉱工業生産、３．３％低下＝自動車が生産抑制―経産省 時事通信 6/30 

求人倍率、４３年ぶり高水準＝１．４９倍、正社員採用増―失業率悪化３．１％・５月 時事通信 6/30 

消費支出、１５カ月連続減＝最長を更新、物価は０．４％上昇―５月 時事通信 6/30 

   

経済編   

ＧＤＰ年２．５％増＝１～３月改定値、上方修正に―民間予測 時事通信 6/1 

地方銀行決算 マイナス金利の影響などで１４％減益 NHK 首都 6/2 

地方銀 アパート融資の貸出残高最大 相続税対策に対応 毎日新聞 6/6 

6 月の県内金融経済動向「緩やかに回復」判断維持 信濃毎日 6/7 

景気指数、９年ぶり高水準＝自動車生産など伸びる―４月 時事通信 6/7 

速報＝１～３月期の実質ＧＤＰ改定値は前期比０．３％増、年率換算で

１．０％増となり、速報値から下方修正された 

時事通信 6/8 

県内ガソリンレギュラー１３４円３０銭 信濃毎日 6/8 

スーパー売上高、２カ月ぶり減＝食料、衣料品が不振―５月 時事通信 6/21 

   

社会編   

新潟薬科大、断念へ 上田への薬学部設置 信濃毎日 6/2 

上田の薬学部開設 厳しい状況に ＮＨＫ長野 6/2 

長野県内も梅雨入り ＮＨＫ長野 6/7 

「こども食堂」 県内の運営団体が取り組み報告、情報交換 信濃毎日 6/13 

オレオレ詐欺 １１６０万円被害 ＮＨＫ長野 6/16 

死亡率全国最低「三つの要因」＝阿部長野知事 時事通信 6/16 

防災ヘリ 消防・防災態勢検討会 ＮＨＫ長野 6/20 

池田満寿夫美術館 7 月 31 日で休館へ 信濃毎日 6/23 

   

各紙社説等   

待機児童対策 乏しい構想があらわに【信濃毎日社説】 信濃毎日 6/2 

加計学園問題 内閣府も調査が必要だ【信濃毎日社説】 信濃毎日 6/14 

【潮流底流】加計問題、やぶの中＝文科省と内閣府不一致―自民、都議選の重荷に 時事通信 6/16 

天声人語・稲田防衛相の言葉 朝日新聞 6/29 

   

議員活動資料   



長野県内経済の動き 経済月報 6/2 

信州須坂ふるさと応援寄付金とは 須坂市 6/4 

獣医学部新設は本当に必要なのか：法科大学院の失敗を繰り返すな アゴラ 6/4 

【行政誌】連載「役所の苦情危機管理術」がスタート（５月２９日～６月２日号） 時事通信 6/5 

【政策力を磨く】第１６１回◎観光振興の基本的視点（２） 時事通信 6/8 

恣意的運用へ懸念も＝「共謀罪」法成立 時事通信 6/15 

改正組織犯罪処罰法要旨 時事通信 6/15 

「共謀罪」法の対象となる法律と罪 朝日新聞 6/15 

改正刑法要旨 時事通信 6/16 

性犯罪を厳罰化＝告訴なくても起訴―改正刑法が成立 時事通信 6/16 

【用語解説】 地方創生推進交付金 時事通信 6/18 

【政治を読む】★政治主導の流儀 時事通信社解説委員長・山田惠資 時事通信 6/30 

部落差別の解消の推進に関する法律 法務省 6/30 

※青文字は特に注目した記事です。 

 

【北信濃鏡】6/1 一般質問推敲、報道機関と協議、徳間、全員協議会、会報編集 /2 行

政書士連合会、市民相談、会報詳報配信、報道情報整理 /3 報道情報整理、角間、一

般質問推敲 /4 報道情報整理、会報編集、市民相談、会報 FAX 版配信 /5 議会運営委員

会、報道情報整理、議案書まとめ /6 市民相談、弁護士と協議、/7 支援者懇談、理髪、

一般質問推敲、須坂温泉 /8 徳間、一般質問推敲、行政書士業務、報道情報整理、  

/9 総務文教委員会巾木脱ぎ、一般質問推敲 /10 角間、社会福祉協議会南部支部、行政

書士業務、一般質問推敲、報道情報整理 /11 市民相談 2件、消防団技術大会、一般質

問推敲 /12 インター周辺等開発特別委員会下打合（仙仁温泉）、報道情報整理 /13 議

会開会日、全員協議会、本会議、予算決算特別委員会、総務文教分科会、総務文教委

員会、会派間協議、支援者協議、報道情報整理/14 徳間、市民相談、報道情報整理 /15

総務文教委員会・現地調査 （みつばち保育園、給食センター候補地、給食センターで

試食、インター周辺等開発特別委員会：商工会議所協議、市長部局と須坂温泉資料の

協議、須坂温泉、報道情報整理 /16 全員協議会（須坂温泉、土地開発公社、須坂市文

化事業団の決算書・予算説明会）市長部局と一般質問調整、報道情報整理 /17 資料読

込、市民相談、須坂温泉、報道情報整理  /18 資料読込、市民相談 2 件、報道情報整

理、須坂温泉 /19 市理事者と意見調整、徳間、一般質問再確認、報道情報整理 /20

一般質問で登壇(宮坂、岡田、佐藤、中島の各議員)、須坂温泉、報道情報整理 /21 法

改正の関係者協議、一般質問（古家、浅井、堀内、石合の各議員）報道情報整理 /22

一般質問（酒井、水越、久保田、荒井の各議員）、全員協議会（滝澤道夫上下水道課長

の急死の訃報）、報道情報整理 /23 一般質問（竹内、宮本、霜田、岩田の各議員）、議

会運営委員会、報道情報整理 /24 三会派学習会、角間、報道情報整理 /25 長野出向、

議会報記事推敲 /26 予算決算特別委員会・総務文教分科会、総務文教委員会審査、懇

親会 /27（福祉環境委員会審査）、市と協議、報道情報整理 /28（経済建設委員会審査）、

商工会議所第１回総会（欠席）、報道情報整理 /29 徳間、議会報記事作成、報道情報整



理 /30 三会派学習会、議員間意見調整、、報道情報整理 、会報編集 
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