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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） 

地方の寿司屋事情は、回転寿司が普及したこともあって、中堅の回転しない寿司

屋は挙って「予約制」を導入して生き残りを図った。その煽りを食らって馴染みの

寿司屋に気安く入れなくなったのは、実は昔馴染みの常連客である。誠に至極残念

でならない・・・続きは ブログで 

 

【 須坂市議会 9月定例会の総括 】  

平成 29 年 8 月 29 日に招集された、9月定例会は 9 月 26 日最終日を迎え、全ての

議案を了して閉会しました。 
 

１．【私の議会内議員活動】 
（１）今定例会に上程された議案の採決結果と私の賛否 

１） 事件決議 2 件 

□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 

□市道の認定について 

◇議会；簡易採決・原案とおり可決 ◎佐藤議員：賛成。 
 

２） 条例案 15 件 

□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 

□須坂市体育施設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 

◇議会：上記 9件は１件ずつ起立採決・原案とおり可決  

◎佐藤議員：何れも起立。 
 

【佐藤議員の原案賛成理由】 

      上記条例案の一部改正内容は、いずれも公共施設の冷暖房利用料等を施

設利用者に負担をして頂く内容のものであります。「受益者負担」の大原則

を掲げる須坂市の指針に整合するものであり、公共施設を利用しない市民

との衡平を保つためにも、常識的且つ社会的妥当性のある料金設定である

と考え、原案に賛成しました。 
 

□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 

◇議会：上記 6件は簡易採決・何れも原案とおり可決  

◎佐藤議員：何れも賛成 
 

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 

   ◇議会：起立採決・原案とおり認定 ◎佐藤議員：認定 

□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 

◇議会：上記７件は簡易採決・何れも原案とおり認定  

◎佐藤議員：何れも認定に賛成 
 

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 
 

 ☒修正案上程：◇議会：修正案について起立採決の結果、賛成少数で否決。 

 

  ◇議会：原案について起立採決・原案を採択：起立多数で可決 

  ◎佐藤議員：修正案は反対。原案に賛成。 

 

【佐藤議員の原案賛成理由】 

  修正案提案者らは、9 月定例会に提出された、補正予算のうち商業振興事

業で、「須坂市の観光振興と観光の連携を図るため、須坂温泉古城荘に地域

おこし協力隊を配置し、活動するための経費として計上された 100 万円」を

認めないとする修正案を提出しました。 
 

ことの疑義の端緒は、定例議会が招集される 1週間前に開議された議会運

営委員会の総部部長の今議会上程の補正予算説明時に、前述の「商業振興事

業における地域おこし協力隊員」の活動について、委員から質疑がなされま

した。質疑に関連して小職は総務部長に、①「地域おこし協力隊員」を須坂

温泉（株）から営業権を全面的に賃借して旅館業を営むこととなった（株）

古城荘が希望しているのか否か。②民間会社である（株）古城荘に「地域お

こし協力隊員」を配置（派遣）することに違法性はないのか。の 2点を質し

ました。 
 

このことについて、市長部局から、②について県に再度照会した結果、「違

法性なしの回答を得た」との報告を受け、更に①については、「（株）古城荘



が受け入れを希望している。」ことの再確認した報告を受けました。 
 

であれば、小職が抱く疑問点が解消した以上、殊更に議員が騒ぎ立てる理

由もないと参酌し、修正案に反対し、原案に賛成をしました。 
  

□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 

◇議会：上記 4件は簡易採決・何れも原案とおり可決  

◎佐藤議員：何れも賛成 
 

（２）今定例会に提出された請願４件 

□2027 国民体育大会卓球競技須坂市開催を求める請願 

   ◇議会：採択   ◎佐藤議員：賛成 

□国の責任による 35 人学級推進と、教育予算の増額を求める請願 

   ◇議会：採択   ◎佐藤議員：賛成 

□日本政府に国連「核兵器禁止条約」への賛同と批准を求める意見書の提出 

に関する請願 

  ◇議会：採択   ◎佐藤議員：賛成 

☒安倍首相の提起する憲法９条の改定に反対し、憲法を活かした政治の実現 

を求める意見書を提出する請願 

      ◇議会：不採択  ◎佐藤議員：賛成 
 

【佐藤議員が請願に賛成した理由】 

       法律をじっくり学んだ法学徒たる自負と市議会議員として、憲法の三

原則を守り抜くことが、市民の生命・財産を守るに資すると確信します。 

       憲法問題は、主権国家とは？ 日本の安全とは？ 近隣諸国との友好関

係の歴史的背景と外交の評価と自省。現代の世界における日本の立ち位

置等を勘案して見据えた国家観を以て臨まなければ、一歩間違うと国際

的信用を失墜し、祖国の亡国に繋がりかねません。 

 

       然しながら、憲法で定める請願権は、何人に対しても保障され権利で

す。請願内容が公序良俗に悖るものでない限り、請願者叫びを斟酌して

これに声援をおくります。 
 

（３）今定例会に示された意見書８件 

□道路整備事業に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書 

□2027 国民体育大会卓球競技須坂市開催を求める意見書 

□地域公共交通に対する支援の充実を求める意見書 

□国の責任による 35 人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書 

□唯一の戦争被爆国政府として日本政府が、国連「核兵器禁止条約」に賛同 

し、批准の手続きを進めることを求める意見書 

☒安倍首相の提起する憲法９条の改定に反対し、憲法が唱える理想の実現を 

求める意見書 
 

□森林環境税（仮称）の早期創設及び林業の成長産業化と森林の適切な管理 

の推進を求める意見書 



□受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法の改正を求める意見書 

◇議会：８件を１件ずつ起立採決の結果、☒を除いて 7 件は採択 

    ◎佐藤議員：何れも賛成 
 

（４）議会運営委員会 

  平成 29 年 9 月 26日開議された委員会で、小職は以下の提案をしました。 

① 一般質問通告書は、通告締め切り時刻である午後 4時まで、議会事務局の

管理の下に、他の議員は閲覧できない扱いとする。 

② 予算決算特別委員会の運営として、3月議会の当初予算審査並びに 9月議

会の決算認定は、議長を除く全議員が一堂で審議を行う。 

③ インター周辺等開発特別委員会で先ごろ市長部局から「Ａ地区内の幹線市

道沿いの一区画を「農振法に基づく農振除外」申請を行った民間企業がい

る。」報告を受けたが、そもそも大型商業施設誘致に向けての情報が一般

公開されている中での宅建業者が農地の所有権取得を前提とした転用手

続きであることを斟酌すれば、たとえ「自家用」と称しても、これは「背

信的悪意者」に外ならず、一連の農振除外申請等の手続きに異議を唱えま

す。Ａ地区の地権者間の農地の取り纏めに支障にならないか懸念されます。 
 

（５）予算決算特別委員会 

１) 予算決算特別委員会での分科会長報告で注目した質疑応答 

  ⅰ）【総務文教分科会】 

ア．総務部・税務課関係 

Ｑ．滞納整理機構への移管分の滞納実態と納入実態について  
         Ａ．移管総額は 1 億 2,280 万円で、納入については自主納付より差押え 
             による納付が多くなっている。 

Ｑ．軽自動車検査情報市町村提供サービス利用負担金の内容について。  
Ａ，この負担金は、軽自動車の「エコカー減税」「グリーン化特例」適用 

車両について、検査情報の情報提供を負担するものです。この課税は、

平成 28 年度から適用となりましたので、市内の全軽自動車の登録情報

を把握する必要が生じたため、全車情報及び車両移動等の情報提供を

受けるものです。 
 

ⅱ）【経済建設分科会】 

ア．水道事業関係 

Ｑ．峰の原の簡易水道等にについて。 

Ａ．峰の原のペンション地区は、簡易水道、守谷地区、上信越地区となっ 

ていて、水道料金も異なるが、今後は辺地債を活用して事業整備を予

定している。3地区とも須坂市の水道事業と同一の料金を目指して実施

して行きたい。 
 

（６）インター周辺等開発特別委員会 
    平成 29 年 9月 22 日開議。議会第 4委員会室 

    協議内容：インター周辺開発計画について。 

① Ｃ地区のうち、権五郎川を挟んで西部に三角形の増設地を拡幅し

て、24.1ha とする。 

②  Ａ地区のうち南面市道に接道した部分を山二（株）による民間

開発予定地として農振法に基づく農振除外申請がなされている



ことの報告あり。この抜け駆け申請について許可することに異議

ありとする意見が出ました。委ところです員長として大いに懸念

する。 
 

（７）全員協議会 

    〇平成 29 年 9 月 26 日開議。本日の本会議における次第の周知。 

 

 （８）今定例会での私の一般質問項目と質疑応答の抜粋 

１）本定例会では 17 名もの議員が登壇しました。私が取り上げた課題は下記

にお示しする通りです。質問に対する答弁等につきましては、いきいき須

坂ホームページの「須坂市議会定例会録画中継」の録画ですべてご覧いた

だけます。 
  

〇北朝鮮のミサイル発射について 

〇子宮頸がんワクチン勧奨中止について 

〇若年層の自殺対策について 1 

〇労災死亡時効について 

〇若穂地区に計画されているスマート IC について。 

〇空き家解消へ市が転用仲介する国交省案について。 

〇（市内の）特殊詐欺の被害状況について 

〇大北森林組合の補助金不正に絡む県職員への賠償請求について。 

〇公益通報者保護制度について。 

 

２．私の今議会での一般質問からの抜粋 
 

Ｑ．若穂地区に計画されているスマート IC について 
佐藤議員質問：須坂市にとっても有益であり可能な限りの支援をすべきと考え 

ますが如何か。 

三木市長答弁：スマート ICが整備されると、上信越自動車道へのアクセス機能 

が強化され、産業振興にとって有益であるだけでなく、災害時 

における円滑な物資の輸送や人的支援活動等の緊急輸送道路と 

しても機能の向上が図れるものと考えております。 

須坂市にとって心強く、大変有益であり、広域的な検討の段 

階で、須坂市として協力してまいりたい。 

 

Ｑ．緊急時に如何に身を守るかについて 
佐藤議員質問：国は北朝鮮からの弾道ミサイル発射における緊急時のマニュア 

ルとして「頑丈な建物や地下に避難して下さい。」とありますが、 

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 

おられるのか。 

三木市長答弁：具体的には、信州医療センター・市内高校・小中学校・各スー

パーマーケツトなどを想定しております。あくまでも身を守る

行動としての一つの手段として、できるだけ頑丈な建物内へ避

難をお願いするものです。 

 

Ｑ．市民の健康を守り抜くために 



佐藤議員質問：平成 25 年 5 月に、市内４中学校の女子生徒が子宮頸がんワク

チンの集団接種を受けました。その後、接種は中断されて４年

が経ちます。国の接種勧奨中止解除の見込みについて示して下

さい。 

健康福祉部長答弁：現在、接種勧奨中止解除の見込みについての情報提供はあ

りません。市としましては、今後も国の動向に注視して対応し

てまいります。 

 

佐藤議員質問：子どもや若者を悩みによる自殺から救うには、行政がこころに

沿った支援をしてあげることが大切であると思うが如何か。 

健康福祉部長答弁：将来を担う子どもたちの命を守り、早期にこころの危険な

状況に気づくことが重要であります。 

            その対策として、子どもたち、その親や教員に、スクールカ

ウンセラー、擁護教諭、心の教室相談員や不登校支援員らが話

を聞き、悩みや困ったことなどの相談にのる体制をとっていま

す。 

また、若年層への支援として、自分のこころの健康を守る方 

法を学ぶ講座など市内企業と連携し健康講座を行っおります。 

今後もさらに、子どもたちや若者がこころ豊かに育つ地域づ 

くりを進めてまいります。  
 

（９）北信三市議会議員研修会  

  平成 29 年 9 月 29 日 於：飯山市 

   1 部 研修会   会場：飯山市文化交流館なちゅら 

「地方議会・議員に求められえる役割と議会（議員）活動のあり方   

    元全国都道府県議会議長会事務局次長 

       講師  鵜沼 信二 氏 

     ２部 意見交換会 会場：びっくわん 

       三市の市長が加わっての三市議員間の意見交換会   

 

（10）議員有志の学習会を開催 

   議員有志で、9月議会に向けての上程された議案を詳細に読み解き、質疑の

箇所を探し出し、予算決算特別委員会や常任委員会審査等に臨みました。更

に各委員会審査の結果を持ち寄って、疑問の解消に努めたうえで、予算決算

特別委員会、本会議に臨むための学習会を持ちました。 
 

３．【 私の議会外議員活動 】久々に山に登って２・３日して足の筋肉が痛い！ 
 

市民若しくは須坂を訪れた観光客のために、臥竜山山腹に建立されている堀直虎

公霊廟に至るまでの道標設置と、霊廟に直虎公顕彰板設置の陳情を市民から受けま

した。早速、陳情内容確認のため現地調査を行いましたところ、陳情内容に大いに

賛同いたしました。依って陳情書を作成し関係部課に提出しました。（9/19 処理） 
 

４. 今議会に提出された資料一覧  
◇H29.9.12 経済建設委員会における質問に対する回答 

◇インター周辺開発に係るＣ地区の地域拡大。Ａ地区の民間開発 

◇地域おこし協力隊について 



◇H29・台風 18 号による農作物被害状況（速報） 

◇議員の品位保持に係る留意点について 

◇H29 年 9 月定例会・予算決算特別委員会・委員長報告 

◇須坂市立博物館基本計画策定委員会設置要綱 

◇一般廃棄物最終処分場建設に向けた取組 

◇米子瀑布群保存活用計画策定員会設置要綱 

◇須坂地区伝統的建造物群保存対策調査委員会設置要綱 

◇区・自治会における男女共同参画意識調査 

◇市結婚新生活支援事業補助金の概要 

◇糸魚川大規模火災を受けての対応 

◇土砂災害警戒情報発表時の対応 

◇学校給食センター建設の経過 

◇PFI 事業に係る実施方針の策定見通し 

◇県内 19 市市税等徴収率表 

◇整備計画変更一覧表 

◇フルーツ発泡酒お披露目報告 

◇米子瀑布交通規制／まちの駅の取組 

◇須坂都市計画地区計画の決定 

◇メセナホールトイレ様式化工事 

◇郡役所防災整備工事 

◇市民体育館修繕工事 

◇柔道場修繕工事概要 

◇市霊園修繕資料 

◇住民による臭気調査結果について 

◇公害防止協定に基づく連絡会議の開催 

◇北部児童会避難通路ソーラー街路灯 

◇須坂駅トイレ改修工事 

◇豊丘地域児童クラブ移転工事 

◇森上小学校トイレ改修 

◇消防施設整備事業 

◇園里郷土資料館資料 

◇マリア幼稚園／分園事業概要 

◇仁礼処分場の施設配置計画見直し案 

◇須坂温泉（株）の事業全部の賃貸詳細 

◇須坂温泉事業全部の賃貸借契約書 
 

５. 身近な問題と私の視点 
行方不明者の捜索願いが防災行政無線から流されるが、大都会と違って狭い須坂

での出来事である。更に防災行政無線は市内全域に流れる利点もある。放送内容が

一刻を争うことを考えると、「〇〇町の〇〇商店の〇〇おばあちゃん（あるいは〇〇

さん家の孫の〇〇ちゃん）が、行方不明になられました。皆さん捜索にご協力くだ

さい。」等の身近なアナウンスで良いのではないか。 
 

仮に顔見知りや知人であれば、即座に捜索に協力できる。又、須高ケーブルテレ

ビと連携して、行方不明者の写真を画像で流せば、顔や身体の特長を知ることで、

市民も即座に捜索に協力できるし、捜索効率を飛躍的に上げることができるかも。 
 



一刻を争う行方不明者の救出は、市民に捜索協力の的確な情報を流すことこそが、

最も大切と考えます。無事に発見されることを心よりお祈りいたします。 
 

６.【2017 年 9 月期で私が注目したニュースの見出し備忘録 】 

ニュースの概要   出典機関 月日付 区分 

政治編    

ミサイル想定し避難訓練＝上空通過の北海道で 時事通信 9/1 Ｕ 

民進党新代表に前原氏、野党再編含みの船出   日本経済新聞 9/1 Ｋ 

北朝鮮ミサイル「脅威」強調しすぎ？…韓国人が見た「日本の反応」 毎日新聞 9/1 Ｕ 

森林税継続の提言案おおむね了承 ＮＨＫ長野 9/1 Ｌ 

北朝鮮 重大報道「水爆実験行い 成功した」 ＮＨＫ長野 9/3 Ｕ 

大北森組事件で「県職員請求やむなし」 信濃毎日 9/3 Ｌ 

「核シェルター整備を」＝自民会合で意見相次ぐ 時事通信 9/4 Ｋ 

地方創生相に直接「反対」＝東京２３区の大学定員抑制―小池知事 時事通信 9/4 Ｋ 

操縦ミスの可能性 捜査 墜落の県防災ヘリ 異常見つからず 信濃毎日 9/4 Ｌ 

生活保護、２カ月連続増加＝厚労省 時事通信 9/6 Ａ 

９条改憲「今は考えず」＝消費増税は予定通りに―自民・岸田氏 時事通信 9/6 Ｖ 

防災ヘリ墜落 安全対策まとまる 信濃毎日 9/6 Ｊ 

ＧＤＰ年２．５％増に下方修正＝設備投資が大幅下振れ―４～６月

期改定値 

時事通信 9/8 Ｉ 

県、有料道路無料化検討へ 公社管理「三才山」など対象 信濃毎日 9/7 Ｌ 

森林税方向性「９月県会で」 知事、継続するか示す意向 信濃毎日 9/7 Ｌ 

政務活動費 透明度をもっと高く 信濃毎日 9/9 Ｓ 

県職員に賠償請求方針＝森林組合の補助金不正受給問題―長野県 信濃毎日 9/12 Ｌ 

知事、県職員に賠償請求意向 大北森林組合事件 時事通信 9/12 Ｌ 

新制度づくりへ議論着手＝所有者不明地の公的利用―国交省 時事通信 9/12 Ｅ 

出世払い方式、上限２４０万円＝学費肩代わり２０年で返済―自民案 時事通信 9/17 Ｂ 

森友・加計は「小さな問題」＝二階氏、解散に絡み言及 時事通信 9/19 Ｐ 

戸籍事務にマイナンバー＝謄本不要、手続き簡素化―上川法相諮問 時事通信 9/19 Ｋ 

小学生から進路指導＝選択多様化に対応―文科省 時事通信 9/19 Ｂ 

安曇野と岡谷で意見募る 県信濃美術館改築へワークショップ 信濃毎日 9/19 Ｌ 

森林税継続を表明 知事 使途も拡大方針 県会開会 信濃毎日 9/21 Ｈ 

Ｊアラート対応策 自治体が苦慮 ＮＨＫ長野 9/22 Ｕ 

国保料、４６市町村で増 来年度の財政運営移管へ県が試算 信濃毎日 9/22 Ｎ 

議席減も覚悟、首相の賭け 電撃解散決断の舞台裏 日本経済新聞 9/23 Ｐ  

景気判断据え置き＝「緩やかな回復続く」―９月の月例報告 時事通信 9/25 I 

景気拡大、「いざなぎ」超え＝「緩やかな回復」判断維持―９月の月例報告 時事通信 9/25 I 

県内景気予測 ３期ぶりプラスに ＮＨＫ長野 9/25 I 



「Ｆ・パワー」支援態勢整備 知事、県会一般質問で表明 信濃毎日 9/27 Ｌ 

衆院解散、総選挙へ 首相「看板替えの党に負けぬ」 時事通信 9/28 Ｋ 

県幹部への賠償求める監査請求受理 大北森林組合事件で県監査委員 信濃毎日 9/28 Ｌ 

衆院解散、総選挙へ＝政権継続の是非争点―小池氏出馬の見

方広がる【１７衆院選】 

日本経済新聞 9/28 Ｋ 

差別解消法、７７％「知らない」＝障害者に関する世論調査―内閣府 時事通信 9/30 Ｄ 

民進リベラル系に新党構想＝希望の公認条件相いれず【１７衆院選】 時事通信 9/30 Ｋ 

坂城の葛尾組合ごみ焼却施設、稼働延長  地元は了承   〇 

    

    

経済編    

県内の農業生産額 ４年連続３千億円超 ＮＨＫ長野 9/3 Ｉ 

ガソリン価格 ２週連続値下がり ＮＨＫ長野  Ｆ 

景気判断 ５か月連続で据え置き ＮＨＫ長野  Ｉ 

８月倒産、１１．９％減＝サービスは増加―商工リサーチ 時事通信 9/9 Ｉ 

個人消費を上方修正 ９月の県内金融経済動向 信濃毎日  Ｉ 

県内地価 住宅地３５地点で上昇 時事通信 9/19 Ｅ 

県内景気予測 ３期ぶりプラスに ＮＨＫ長野 9/25 I 

ガソリン、２週連続値上がり＝全国平均１３２円３０銭 時事通信 9/27 Ｆ 

    

社会編    

「障害児と共学」実践研究へ＝インクルーシブ教育、人材育

成―東大と大阪市立大空小 

 

時事通信 

9/9 Ｂ 

防災ヘリ事故 なぜ１人操縦士態勢で 信濃毎日 9/9 Ｊ 

再生エネ１００％地域目指す 「長野宣言」を承認 信濃毎日 9/9 Ｃ 

市議会議場で結婚式＝１１月にゼクシィ協力―神奈川横須賀市 時事通信 9/12 Ｓ 

店頭資源物回収 思わぬ余波 県内各地で増加 信濃毎日 9/12 Ｅ 

汚水処理施設普及率は全国６番目 ＮＨＫ長野 9/19 Ｎ 

学校にミサイル対応の整備求める ＮＨＫ長野 9/26 Ｃ 

御嶽山噴火から３年 慰霊碑除幕 ＮＨＫ長野 9/27 Ｎ 

民進党県連、５人の「希望の党」公認申請へ 前原氏に対応一任 信濃毎日 9/29 Ｋ 

    

各紙社説等    

あすへのとびら 現役世代の地方回帰 「もう一つの」構想力を 信濃毎日 9/3 Ａ 

北朝鮮核実験 破局招かぬ道を探れ 信濃毎日 9/4 Ｕ 

ミサイルと国民保護 非常時が染み込む日常 信濃毎日 9/10 Ｕ 

地方大支援策 学生が集うとは思えぬ 信濃毎日 9/12 Ｂ 

県、森林税５年継続へ 個人年額５００円 信濃毎日 9/20 Ｈ 

小５・６英語の新教材公表＝五輪など題材、読み書きも学習―文科省 時事通信 9/21 Ｂ 



衆院選と９条 自民公約に厳しい目を 信濃毎日 9/21 Ｋ 

森林税「継続」 原点に立ち返るべきだ 信濃毎日 9/22 Ｈ 

首相の解散権 独断専行許さぬ縛りを 信濃毎日 9/25 Ｋ 

衆院選に問う 首相解散表明 筋が通らず説得力を欠く 信濃毎日 9/26 Ｋ 

衆院選に問う 解散・総選挙へ 立法府の在り方を語れ 信濃毎日 9/29 Ｋ 

衆院選に問う 改憲論議 希望の党はどう臨む 信濃毎日 9/30 Ｋ 

    

議員活動資料    

【用語解説】 インクルーシブ教育 時事通信 9/9 Ｂ 

    

※茶色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 9 月期分 

/1 総務文教委員会現地視察、一般質問資料整理、報道情報整理、行続法、須坂温泉 

/2 一般質問資料読込、報道情報整理、須坂温泉、行続法 

/3  一般質問原稿確認、資料読込、須坂温泉 

/4 予算決算特別委員会総括質疑、会派間意見調整、蔦屋書店、一般質問原稿精査、

報道情報整理、行服法 

/5 一般質問で登壇、（佐藤、酒井 浅井 古家、宮坂の各議員）、須坂温泉、報道情

報整理 

/6 一般質問（浅井、古家、荒井、宮本の各議員）、市民病院、報道情報整理 

/7 一般質問（久保田、堀内、岩田、北澤の各議員）須坂温泉、報道情報整理 

/8 一貫質問（水越、西澤、竹内、石合の各議員）、議会運営委員会（市長への回答） 

/9 議員学習会（於：議会第 1 委員会室）岩波講座、長野出向、報道情報整理 

/10 妹来宅、須坂温泉、行政不服審査法 

/11（予算決算特別委員会経済建設分科会決算審査）、報道情報整理、行服法、ブログ 

更新 

/12（経済建設委員会委員会審査）、市民病院、報道情報整理 

/13 予算決算特別委員会総務文教分科会・決算審査、須坂温泉、報道情報整理 

/14 総務文教委員会審査、議員間意見交換、仔好、報道情報整理 

/15 予算決算特別委員会 （福祉環境分科会・決算審査）、理事者と意見交換、陳情箇

所現地検証、支持者宅訪問、行訴法、報道情報整理 

/16 行政書士業務、議員間意見交換、行訴法、報道情報整理、議会資料整理、台風 18

号警戒、行訴法、報道情報整理 

/17 台風 18 号警戒、行訴法、須坂温泉、メールマガジン配信、ブログ更新 

/18 境沢町・若葉会総会出席、行訴法、行政相談 

/19 行続法（福祉環境委員会審査）陳情箇所へ現地調査、行政陳情書作成並びに申立、

須坂温泉、報道情報整理、ブログ更新 

/20 市民病院、議員学習会（於：議会第 1委員会室、行訴法 

/21 議会事務局登庁、支援者宅訪問、市民相談、行政相談、行訴法 

/22 予算決算特別委員会、インター周辺等開発特別委員会、行続法、会報編集、報道情 

報整理。 

/23 行訴法、報道情報整理、議会資料整理、 

/24 行訴法、御嶽海辛うじて勝ち越し、須坂温泉 



/25 議員間意見調整、行訴法、ブログ更新 

/26 議会最終日・議会運営委員会、全員協議会、本会議・議案採決、議会閉会。副市長

に言上、行訴法。報道情報整理、ブログ更新。 

/27 市民病院、会報編集、メールマガジン配信、報道情報整理、総務部長と確認事項 

/28 特定健診永田医院、会報編集、県行政書士会、行政書士会長野支部、報道情報整理 

/29 北信三市議員研修会（於：飯山市）、会報概報版メール配信 

/30 会報 FAX 版配信、会報詳報版編集・配信、報道情報整理、行政書士業務 

 

■□■□■□■□  ■□■□■□■□ 発行日 平成 29年 9 月 30 日 
 
                      編集：発行人  須坂市議会議員 佐 藤 壽三郎 

http://www.zyusaburo.com/ ホームページ 

http://zyusaburo.blog.fc2.com/ ブログ・千曲のかなた 

 

 


