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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 9月定例会開会】  

１． 平成 29 年 8 月 29 日に招集され、定例会会期を 8月 29 日から 9月 26 日までの

29 日間とすることを決しました。 
 

 ○今議会の開議の日程は以下のとおりです 

  9/4 日    予算決算特別委員会総括質疑 本会議場 

  9/5～8日  一般質問 質問者 17議員 

  9/11・12 日 予算決算特別委員会経済建設分科会・決算認定、 

経済建設委員会審査 

  9/13・14 日  予算決算特別委員会総務文教分科会・決算認定 

        総務文教委員会 審査 

  9/15・19 日 予算決算特別委員会福祉環境分科会・決算認定 

        福祉環境委員会 審査 

  9/22 日   予算決算特別委員会 

  9/26 日   本会議・議案採決、議会閉会 

 

（１） 今定例会に上程された議案 

１）事件決議 2件 

 〇 平成 29年度緊急防災・減災事業 防災行政無線デジタル化更新工事請負契 

約の締結について 

 〇 市道の認定について 

 

２）条例 15 件 

 〇 須坂市技術情報センター条例の一部を改正する条例について 

 ○ 須坂市勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例について 

 ○ 須坂市美術館等文化施設条例の一部を改正する条例について 

 ○ 須坂市笠鉾会館ドリームホール条例の一部を改正する条例について 

 ○ 須坂市体育施設条例の一部を改正する条例について 

 ○ 須坂市村石母子、父子家庭特別奨学金給付基金条例の一部を改正する条例 

について 

 ○ 須坂市公民館条例の一部を改正する条例について 

 ○ 須坂市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例について 

 ○ 須坂市老人福祉センター条例の一部を改正する条例について 

 ○ 須坂市福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例について 

 ○ 須坂市人権交流センター条例の一部を改正する条例について 

 ○ 須坂市福祉会館条例の一部を改正する条例について 

 ○ 須坂市地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基準を定める条例の一 

部を改正する条例について 



 ○ 須坂市勤労者研修センター条例の一部を改正する条例について 

 ○ 須坂市中山間地域総合整備事業施設条例の一部を改正する条例について 

 

３）決算認定 8件 

 ○ 平成 28 年度須坂市一般会計歳入歳出決算認定について 

 ○ 平成 28 年度須坂市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 ○ 平成 28 年度井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 ○ 平成 28 年度須坂市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 ○ 平成 28 年度須坂市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 ○ 平成 28 年度須坂市水道事業会計決算認定について 

 ○ 平成 28 年度須坂市下水道事業会計決算認定について 

 ○ 平成 28 年度須坂市宅地造成事業会計決算認定について 

 

４）補正予算 5件 

 ○ 平成 29 年度須坂市一般会計補正予算第２号 

 ○ 平成 29 年度須坂市国民健康保険特別会計補正予算第１号 

 ○ 平成 29 年度井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計補正予算第１号 

 ○ 平成 29 年度須坂市介護保険特別会計補正予算第１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２号 

    

  ５）請願 4件 

 

（２）議会運営委員会 

   ① 平成 29 年 8 月 22 日  議会第 3委員会室 

◇協議事項 

      9 月定例会議案等、会期日程、招集日の日程等、総括質疑、一般質問の通

告期限、本会議場自席への飲料水持ち込みについて。予算決算特別委員

会運用要綱、予算決算審査に関する申合せについて等 

 

（３）全員協議会 

  ①平成 29 年 8 月 10 日 議会第 4委員会室 

   ◇協議事項 

    須坂温泉（株）の事業賃貸について。 

 

  ②平成 29 年 8 月 29 日 議会第 4委員会室 

   ◇協議事項 

    8 月 22 日議会運営委員会で決した 9月定例会の会期日程等の周知。 

 

（４）市議会防災委員会の開催の開催 

   平成 29 年 8 月 27 日市議会は、須坂市総合防災訓練に先立ち、午前 6 時 30 分、

緊急招集訓練を行い、全議員が市庁舎正面玄関に集合ました。 

   その後、市議会防災委員会は、本年度の防災訓練会場である市立墨坂中学校に

移動して、７時 20 分から 8時 30 分に亘り、墨坂中学校通学区の 20 町区の住民の

皆さん、関係機関・団体等凡そ 700 人と共に、炊き出し訓練、車両展示、重機展

示、初期消火訓練、火災防御訓練、防水訓練等合計 21 科目の訓練に参加しました。 



    

２【自主研究・市民の生命・財産は守られるか 】  

（１） 北朝鮮の弾道ミサイル発射について 

 

J アラート（全国瞬時警報システム）は、8 月 29 日の早朝「午前 5 時 58 分ごろ、

北朝鮮西岸からミサイルが東北地方の方向に発射された。」ことの事実は顕著なこと

であり、詳細を記述することは省略いたします。 
 

J アラートで報じる「頑丈な建物や地下に避難して下さい。」は極めてご粗末な広

報内容であると感じます。私流に解するならば、「国民に幾らかの死傷者がでること

は想定されます。避難は自己責任ですよ。」と受け止めました。 
   

政府の内閣官房は「国民保護ポータルサイト」を調べてみますと、 

    ◇屋外にいる場合＝できる限り頑丈な建物や地下に避難する。 

             （地下街や地下駅舎など） 

    ◇建物がない場合＝物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る。 

    ◇屋内にいる場合＝窓から離れるか、窓のない部屋に移動する。 
 

国家は国民の生命・財産を守る役目を負っている筈ですが、弾道ミサイル落下時

の行動については、あまりにも無責任な広報と思えます。そこで・・・ 
 

① 総理大臣の言う、「国民に迅速な情報提供、不測の事態に備え万全の態勢を構 

築」について、須坂市は地方自治体として国からどのような緊急時における 

マニュアルを受けていたのか。 
 

② 「頑丈な建物や地下に避難して下さい。」の避難箇所について、須坂市は具体 

的にどのような場所を考えているのだろうか。 
 

③  今後も北朝鮮の日本列島越えの弾道ミサイル発射が予測される現状で、万一 

の事態を想定して、市民に対する「弾道ミサイル飛来避難訓練」が必要なので 

はないか。 
 

※このことについて、9月議会一般質問で取り上げて市長に質します。 

 

３.【身近な問題と私の視点】 

ジョン・F・ケネディ著「勇気ある人々」の読後感想 
お盆の休み中に私は、少年時代から憧れたアメリカ合衆国第 35 代大統領ジョン・F・

ケネディが、卒論に書きしたためた「勇気ある人々」（発行・英治出版）を読みました。

雑用が多くて一日中読書をすることが叶いませんが、忙中閑ありの心意気で努めて読

書に精を出しました。ケネディが選んだ 8 名の政治家の殆どは私の知らない政治家で

したが、私にとっての無名の政治家の「勇気ある政治信条・政治活動」が現代のアメ

リカの自由と正義の精神を支えているのかなと感じました。 

 

昨今、地方議会においてポピリズムと思われる風潮が見受けられます。この場で敢

えてするのかと思われる質問、十分な裏付けのないままする「市民の声」としての取

次発言等、一歩間違うと名誉棄損や風評被害に繋がり兼ねない発言内容です。取り上

げる課題に対して、仮令事実であっても、相手方の社会的信用の低下の度合いや業務

上の信頼関係の毀損の大きさ等を斟酌しての発言をすべきと感じます。 



 

議員として須坂の将来を遠望するに、妥協してはならない視点として、意思決定に

あたって勇気をもってこれを阻止せねばならないものもあります。その政治評価は後

世の郷里の子孫に任せるとして、現時点で収集した情報による分析での展望を提言せ

ねばならない。そのためにも意思を貫く勇気が必要である。この「勇気とは何ぞや」

の問いを、古希を迎えた今夏に改めて見つめ直したい一心で、頁を捲くりました。議

員にとって大変有意義な一冊と感じます。 

 

2017 年８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 出典機関 月日付 区 

政治編    

町村議会 これからを住民と探ろう 信濃毎日 8/1 Ｎ 

脱デフレへ政策徹底＝景気波及、新産業創出―改造内

閣 

時事通信 8/3 Ｉ                     

生活保護費の算定事務怠り停職＝神戸市 時事通信 8/3 Ｂ 

防災ヘリ 民間共同運航で再開へ NHK 長野 8/3 J 

路上喫煙禁止「来年４月に」 長野市が条例改正案 信濃毎日 8/3 Ｎ 

脱デフレへ政策徹底＝景気波及、新産業創出―改造内

閣 

時事通信 8/3 Ｉ                     

大卒の就職７６％＝２４年ぶり高水準―文科省調査 時事通信 8/3 Ｉ 

「天候の影響、結構厳しい」＝観光キャンペーン１カ

月―阿部長野知事 

時事通信 8/4 Ｅ  

加計問題「説明責任を」自民・岸田氏 時事通信 8/4 Ｋ 

伊那市、ふるさと納税返礼品に「墓地見守り」 信濃毎日 8/5 Ｈ 

自殺対策「若年層」重点に 県が骨子案 信濃毎日 8/8 Ａ 

閣僚は「ころころ変えるべきでない」＝越大津市長 時事通信 8/9 Ｋ 

子どもの貧困率は７％＝川崎市が初の調査 時事通信 8/9 Ｂ 

加計幹部、首相秘書官と面会 新学部提案前に官邸で 朝日新聞 8/10 Ｋ 

食料自給率、３８％に下落＝過去２番目の低水準―政府目標、達

成困難に 

時事通信 8/10 Ｃ 

森林税継続 高いハードル 県税制研究会の報告書原案 信濃毎日 8/10 Ｈ 

住宅ローン残高１兆８９４６億円 県内主要 11 金融機関 信濃毎日 8/10 Ｉ 

内閣支持率、改造効果は限定的＝遠い信頼回復 時事通信 8/10 Ｋ 

労災死亡事故が過去最多 ＮＨＫ長野 8/13 Ｃ 

国が一転して売却額開示＝森友学園の旧小学校用地 時事通信 8/14 Ｋ 

市民への返礼品取りやめ＝岡山市 時事通信 8/14 Ｈ 

長野県・自殺死亡率低下へ 対策骨子案 ＮＨＫ長野 8/15 Ａ 

長野県内 49 自治体 公共施設の縮減数値目標 信濃毎日 8/15 Ｎ 



空き家解消へ市町村が転用仲介 国交省、税優遇も検

討   

日経新聞 8/15 Ｃ 

「北朝鮮が選択間違えば軍事的準備」米国務長官   日経新聞 8/18 Ｋ 

「県職員１０人前後に賠償責任」 大北森林組合事件で法的検討

委が判断 

信濃毎日 8/18 Ｃ 

行政の不正通報 職員用窓口からの告発「ゼロ」 信濃毎日 8/17 Ｇ 

上信越道の長野―須坂長野東間 スマートＩＣ新設候補に 信濃毎日 8/21 Ｅ 7/22 掲載 

減るか、行政文書の恣意的廃棄＝管理指針、本格

見直しへ―政府 

時事通信 8/24 Ｋ 

子どもの貧困、施策拡充を確認＝庁内横断ＰＴ―愛知県 時事通信 8/24 Ａ 

岸田氏、共同経済活動への影響注視＝北方領土のロシア

経済特区指定で 

時事通信 8/24 Ｋ 

「11 人に 1 億 5300 万円可能」大北事件県職員の損害賠償 信濃毎日 8/24 Ｃ 

違法な時間外労働 ３２４か所 ＮＨＫ長野 8/24 Ｄ 

大北事件賠償 真相の解明が先決だ 信濃毎日 8/24 Ｃ 

内閣支持率 46％、４ポイント上昇 本社世論調査 日経新聞 8/27 Ｋ 

神戸・橋本市議 「熟慮重ね、自ら辞したい」コメント発表 毎日新聞 8/28 Ｋ 

ミサイル発射情報について 須坂市 8/29 北朝鮮ミサイル 

北朝鮮ミサイル発射 北海道上空を通過、迎撃せず   日経新聞 8/29 北朝鮮ミサイル 

ミサイル「断じて容認できない」官房長官が声明発表 日経新聞 8/29 北朝鮮ミサイル 

ミサイル警報を受けたらどう動くか 心構えを再確認   日経新聞 8/29 北朝鮮ミサイル 

緻密な挑発 にじむ金正恩氏の「恐怖」 日経新聞 8/29 北朝鮮ミサイル 

全国知事会「北朝鮮ミサイル発射に対する抗議声明」 時事通信 8/29 北朝鮮ミサイル 

トランプ米大統領は、北朝鮮の弾道ミサイル発射を「隣

国や国連加盟国への侮辱」と非難した 

時事通信 8/29 北朝鮮ミサイル 

「ヒトラー、動機正しくても駄目」＝麻生氏が再び問題発言 時事通信 8/29 Ｋ 

「政治改革」信じた道 羽田孜元首相死去 悼む声 信濃毎日 8/29 Ｋ 

羽田孜元首相が死去 非自民連立を主導 ８２歳 信濃毎日 8/29 Ｋ 

金正恩氏は今後、太平洋を目標とする弾道ミサイル発射

訓練を頻繁に行うと述べた（ソウル時事） 

時事通信 8/30 北朝鮮ミサイル 

危険極まる北の挑発に強力な制裁圧力を   日経新聞 8/30 北朝鮮ミサイル 

金正恩氏「日本人驚がくさせる大胆な作戦計画」 時事通信 8/30 北朝鮮ミサイル 

北朝鮮ミサイル、警戒強める＝小野寺防衛相 時事通信 8/30 北朝鮮ミサイル 

金正恩氏「日本人驚がくさせる」＝火星１２「成功」、米

グアムへの前奏曲―北朝鮮 

時事通信 8/30 北朝鮮ミサイル 

北朝鮮ミサイル「言語道断」＝国連安保理、非難の議長声明 時事通信 8/30 北朝鮮ミサイル 

   北朝鮮ミサイル 

住民投票を議員発議＝市民病院整備で―滋賀県野洲市議会 時事通信 8/30 Ｓ地方議会 

森林税存続の是非判断出来ず了承 ＮＨＫ長野 8/30 北朝鮮ミサイル 



北朝鮮ミサイルで抗議決議＝「独自制裁強化を」―衆院委 時事通信 8/30 北朝鮮ミサイル 

全国市長会「北朝鮮のミサイル発射に対する抗議声明」 時事通信 8/30 北朝鮮ミサイル 

北朝鮮ミサイル 火星１２と発表「グアムけん制の前奏曲」 毎日新聞 8/30 北朝鮮ミサイル 

「敵基地攻撃能力」保有すべきか 「やられる前に」乱

暴すぎない？ 「百発百中」なんて無理 

毎日新聞 8/30 北朝鮮ミサイル 

衆参両院委が北朝鮮抗議決議 全会一致で採択 日経新聞 8/30 北朝鮮ミサイル 

安倍首相は「トランプ大統領と（中略）今後の対応について完全

に一致した」 

毎日新聞 8/30 北朝鮮ミサイル 

野田総務相 日銀緩和「そら恐ろしい」 出口を不安視 毎日新聞 8/30 Ｋ 

森林税継続 ６条件提示 県税制研究会 信濃毎日 8/31 Ｃ 

景気判断、５地域で上げ＝消費が改善―内閣 時事通信 8/31 I 

    

経済編    

ドン・キホーテ長野駅前店 ９月１日開業 信濃毎日 8/4 Ｎ 

７月の倒産、２カ月ぶり増＝商工リサーチ 時事通信 8/8 Ｉ 

ガソリン、２週ぶり値上がり 時事通信 8/9 Ｆ 

県内 高卒者を積極採用 説明会や学校訪問を強化 信濃毎日 8/9 Ｉ 

北朝鮮リスク、市場が警戒 日本・アジア株は全面安に  日経新聞 8/10 Ｉ 

ガソリン価格５週連続値上がり ＮＨＫ長野 8/12 Ｆ 

ガソリン価格 高値でとどまる ＮＨＫ長野 8/16 Ｆ 

ガソリン、２週連続値上がり 時事通信 8/16 Ｆ 

〔金利・債券市況〕先物、伸び悩み＝長期金利は０．

０３５％（２１日朝） 

時事通信 8/21 Ｉ 

不動産取引、路線価の２．６倍に「新バブル」懸念も 朝日 DGT 8/26 Ｉ 

鳥貴族、28 年ぶり値上げ 脱デフレへ転換告げるか 日経新聞 8/28 Ｉ 

ガソリン、２週ぶり値上がり 時事通信 8/30 Ｉ 

県内経済情勢「緩やかに回復」 ＮＨＫ長野 8/31 Ｉ                     

    

社会編    

川中島古戦場の公園 名称を変更 ＮＨＫ長野 8/1 Ｎ 

私大定員割れ３９％＝６年ぶり４割切る―私学事業

団 

時事通信 8/3 Ｂ 

ドン・キホーテ長野駅前店 ９月１日開業 信濃毎日 8/4 Ｉ 

焼岳で小規模噴気を確認 注意を ＮＨＫ長野 8/10 Ｃ 

長野県で震度３（M3.9 震源地：山ノ内町 時事通信 8/11 Ｃ 

手足口病が過去最多に迫る流行 ＮＨＫ長野 8/12 Ａ 

特殊詐欺減少も「架空請求」増加 ＮＨＫ長野 8/17 Ｈ  

虐待リスク、見極め模索 自治体、一時保護を強化 朝日新聞 8/18 Ｂ 

残骨灰・売却に賛否 金属回収識者は「違和感」 横浜 毎日新聞 8/17 Ｄ 



市は今年度から 

「受動喫煙ゼロ」明記要望＝がん患者ら、基本計画に―

厚労省 

時事通信 8/24 Ａ 

政府、真意読めず警戒＝北方領土の特区指定 時事通信 8/23 Ｋ 

学テ・下位県、全国との差縮小 政令市で正答率高い傾向 毎日新聞 8/28 Ｂ  

「自殺考えた」４割超＝ネットでアンケート―東京都 時事通信 8/29  

結核感染、昨年１．７万人＝まん延国からの患者増―厚労省 時事通信 8/30 Ｂ 

学校事務支援員３６００人＝いじめ対応で弁護士派遣―文科省要求 時事通信 8/30 Ｂ 

「自殺考えた」４割超＝ネットでアンケート―東京都 時事通信 8/29 Ａ 

警報 戸惑う信州の朝 北朝鮮ミサイル 信濃毎日 8/29 北朝鮮ミサイル 

北朝鮮ミサイル 中露も非難賛成 議長声明を採択 毎日新聞 8/31 北朝鮮ミサイル 

Ｊアラート改善求める声 県内 19市 問い合わせ１００件超 信濃毎日 8/31 北朝鮮ミサイル 

    

各紙社説等    

憲法の岐路 自民の議論 迷走ぶりが浮き彫りに 信濃毎日 8/3 憲法 

明治 20 年、東洋大学の前身の私学哲学館を 29 歳で創

立した井上円了は・・・ 

日経新聞 8/3 Ｂ 

カジノで観光立国は可能か 日経新聞 8/3 Ｅ 

日報と加計 改造で幕引きにするな 信濃毎日 8/5 Ｐ 

ふるさと納税 もうかったと喜べるか 信濃毎日 8/12 Ｈ 

【潮流底流】カジノ解禁、賛否渦巻く＝依存症に懸念

―ＩＲ説明・公聴会スタート 

時事通信 8/17 Ｋ 

実感なき成長 拡大する格差の解消を 信濃毎日 8/21 Ｋ 

ミサイル通過 冷静に状況を見極めて 社説 信濃毎日 8/30 北朝鮮ミサイル 

日本を通過した北ミサイル 「先をとる」技をもたな

い日本の危機 【産経抄】 

産経新聞 8/30 北朝鮮ミサイル 

森林税の今後 根本から議論し直そう【社説】 信濃毎日 8/31 L 

    

議員活動資料    

第１６５回◎観光振興の基本的視点（６） 時事通信 8/3 Ｅ 

    

※青文字は特に注目した記事を示します。 

 

【北信濃鏡】平成 29 年度 8 月期 

/1 会報編集・ＨＰ立上、相続相談、懇親会世話人調整、行政法自習、報道情報整 

 理 

/2 行政書士研修（要件事実）、須坂温泉、報道情報整理 

/3 市民病院、レントゲン検査（保健センター）、インター周辺等開発特別委員会の上

申書取扱いについて協議、正副委員長、次長、まちづくり課長、商工会議所専務、



古希祝い、報道情報整理 

/4 行政法、行政法自習、姉の誕生祝い、インター周辺等開発特別委員会関係の意見調 

整、須坂温泉、報道情報整理 

/5 行政書士業務(契約書作成)、岩波講座聴講、報道情報整理 

/6 藤沢宅訪問、市内巡回、行政法自習、 

/7 行政法自習、 

/8 議会事務局、副委員長・インター周辺等開発特別委員会下打合せ、法律相談、行政

法自習、報道情報整理、4賢人会手配、報道情報整理 

/9 インター周辺等開発特別委員会下打合せ、議員間意見調整会議、行政法自習、報道 

情報整理 

/10 市民病院、全員協議会、市理事者と意見交換、議員間意見交換、市民相談、行政

法自習、報道情報整理 

/11 北家佐藤新盆法要、行政法自習、長野出向、報道情報整理 

/12 行政書士業務、行政法自習、市民相談、報道情報整理 

/13 お盆、行政法自習、長野出向、報道情報整理 

/14 行政法自習、行政不服審査法、報道情報整理 

/15 議会事務局確認、インター周辺等開発特別委員会副委員長と協議、長野法務局に

確認、角間温泉治療、行政法自習、報道情報整理 

/16 新盆見舞い、須坂温泉、行政法自習、報道情報整理 

/17 徳間出向、行政法自習、報道情報整理 

/18 インター周辺等開発特別委員会行政視察の準備会・於：第 1 委員会室、行政法自

習、行政相談、報道情報整理 

/19 暑気払い（仁礼）、行政書士倫理自習、報道情報整理 

/20 行政法自習、 

/21 行政書士倫理復習 

/22 議会運営委員会、議会資料の整理、報道情報整理 

/23 特定行政書士研修、議会資料の整理、報道情報整理 

/24 市民病院、平安堂、一般質問推敲、市民相談、相続協議、報道情報整理 

/25 行政相談、斎藤家相続関連、一般質問原稿推敲、報道情報整理 

/26 行政法自習、懇親会、報道情報整理 

/27 市防災訓練（墨坂中学校）、行政書士業務 

/28 行政法復習、一般質問原稿再確認 

/29 北朝鮮弾道ミサイル発射、市長と協議、9月議会開会 議会運営委員会、全員協議

会、平成 28 年度須坂市見専科判断比率及び須坂市資金不足比率の説明を受ける。

予算決算特別委員会、総務文教委員会、予算決算特別委員会総務文教分科会、報

道情報整理 

/30 市民病院、議会事務局へ会派間を越えた一般質問通告内容の流失についての便宜

供与に対する抗議申入れ。報道情報整理、行政法自習 

/31 農林課・一般質問資料提出、報道情報整理、行政法自習 
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