
八町山に 三度降ったや 里は雪  梅柿  
 

佐藤寿三郎の議員活動詳報 
ことぶき月報 (No.230) 2017 年 11 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） 

 

【須坂市議会第 2 回臨時会】 台風 21 号被害復旧対応議会 

１． 平成 29 年 11 月 2 日、臨時会が招集されました。 

１）承認案件として、専決処分の承認を求めることについて（平成 29 年度須坂市

一般会計補正予算第 3 号：衆議院選挙執行経費）は、全員異議なく承認され

ました。 
２）議案：平成 29年度一般会計補正予算第 4号を上程。 

   ①本会議で予算決算特別委員会に付託。 

   ②予算決算特別委員会は、現地視察を執行して後に審査に入り、 

あ）補正予算の概要を所管課から提案説明の陳述。 

ⅰ. 冠水被害を受けた堤外に収穫時期の早い果樹への改植推進として。 

              補正額 140 万円 

ⅱ．千曲川堤外地の道路復旧工事  補正額 300 万円 

ⅲ．林道大古場線復旧工事     補正額 100 万円 

ⅳ．地方創生加速化交付金を活用したフルーツ発泡酒事業の更なる展開を 

図るため、信州須坂フルーツ発泡酒協議会への負担金として。 

                 補正額 2,420 千円 

Ⅴ．相之島排水機場の故障した排水ポンプ 2台と能力低下した地下水集水 

井戸の早急修繕として。    補正額 12,341 千円 

       い） 議案に対する質疑・意見の後、議決の結果 

当特別委員会は、原案とおり決すべきと決しました。 

   ③本会議を再開し、上程された平成 29 年度一般会計補正予算第 4 号について、

予算決算特別委員会委員長より委員長報告を受けた後、採決の結果全員一致

で原案とおり可決しました。 

   ④議案 77 号に対する付帯決議を上程し提案説明の後、質疑、討論を経て採決の

結果、付帯決議案を原案のとおり可決ししました。 

  ３）議事のすべてを了したので閉会。 

 

１．須坂市議会 12 月定例会  
【私の議会内議員活動】   

（１）12 月定例会は 11 月 21 日招集されました。 
会期を本日から 12 月 12 日までの 21 日間とすることに決定。 

 

（２）今定例会に上程された議案は以下のとおりです。 
１） 事件決議３件 

□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 

走路増設工事請負変更契約の締結について 

□市道の認定について 

□市道の変更について 



２）条例４件 

□須坂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい 

 て 

□須坂市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部 

を改正する条例について 

□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 

□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 

３）補正予算８件 

□平成 29 年度須坂市一般会計補正予算第５号 

□平成 29 年度須坂市国民健康保険特別会計補正予算第２号 

□平成 29 年度須坂市介護保険特別会計補正予算第２号 

□平成 29 年度須坂市水道事業会計補正予算第１号 

□平成 29 年度須坂市下水道事業会計補正予算第１号 

□平成 29 年度須坂市一般会計補正予算第６号 

□平成 29 年度須坂市水道事業会計補正予算第２号 

□平成 29 年度須坂市下水道事業会計補正予算第２号 

４）請願・陳情各１件 

      □保育士の配置基準の見直しと公定価格の増額を求める国への意見書 

提出の請願 

   □認定こども園を含む須坂市認可保育所保育料値下げへの陳情 

 

（３）議会運営委員会 
  開議日時 平成 29 年 11 月 14 日 
  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 
     １）12 月定例会の議案等について 
     ２）本日の議事日程及び議案の取扱いについて 
     ３）閉会中の継続調査の申出について 
     ４）議会費補正予算の概要について 
     何れも異議なくこれを了して散会。 
 
  開議日時 平成 29 年 11 月 21 日 
  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 
     １）12 月定例会の議案等について 
     ２）本日の議事日程及び議案の取扱いについて 
     ３）閉会中の継続調査の申出について 
     ４）議会補正予算の概要について 

 
（４）今議会における各常任委員会等の開議について 

   １）総務文教委員会：委員会審査日を 12 月 6 日に予定 
２）経済建設委員会：委員会審査日を 12 月 5 日に予定 
３）福祉環境委員会：委員会審査日を 12 月 4 日に予定 
４）予算決算特別委員会：委員会審査日を 12 月 8 日に予定 



５）インター周辺等開発特別委員会：委員会開議を 12 月 8 日に予定 
 

（５）全員協議会 
  開議日時 平成 29 年 11 月 21 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 

  協議事項 

１）議会諸報告 

２）12 月定例会の会期日程について 

３）本日の議事日程及び議案の取扱いについて 

        ４）議案の説明 

       ５）委員長からの報告 

       ６）その他 

 

（６）議員有志の学習会 
   期日：1 回目・12月 2 日午前 9時を予定。 

      2 回目・12 月 7 日午前 11 時を予定。 

 

２． 長野広域連合議会 
平成 29 年 11 月長野広域連合議会定例会は、11月 27 日招集されました。 

◇本会議 

  〇会期の決定 本日 1 日限り  〇議席の指定 

  〇会議録署名議員の指名 

  〇諸般の報告：①陳情報告 ②例月献金出納検査及び定期監査の結果報告 

  〇議長選挙：小林直正氏（長野市議会）を選出 

  〇常任委員会委員の選任 

  〇議会運営委員会委員の選任 

  〇常任委員会委員の所属変更について 

  〇第 14 号議案：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補正 

予算について 

  歳入歳出とも     65,941 千円を追加し 

歳入歳出予算の総額 2,916,115 千円とする。 

 

  〇第 15 号議案:土地の買入れについて（一般廃棄物最終処分場建設事業用地） 

         買入れ予定面積  2,589.35 平方メートル 

         買入れ予定価格  金 8,753,463 円 

 

  〇認定第 1 号：平成 28 年長野広域連合一般会計・各特別会計決算の認定につて 

         当年度における予算現額は 7,126,325 千円 

                   歳入 6,446,228 千円 

                   歳出 5,629,968 千円 

                   差引  516,260 千円 

 

  〇報告第 5 号：専決処分の報告（平成 29 年度長野広域連合一般会計補正予算） 

         歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,572 千円を追加し、す 

         歳入歳出の予算総額を 526,027 千円とする 

 



  ◎本会議を暫時休憩して、 

  ◇委員会審査 

総務委員会、福祉環境委員会で付託案件の審査が行われた後、本会議を再開。 

  ◇本会議 

    ①第 14 号は、各々の委員長より、委員会審査で「原案とおり認定すべき」も

のと決決した旨の委員長報告がなされた。 

    ②第 15 号議案:土地の買入れについては、福祉環境委員長より「原案のとお

り決定すべき」ものと決した旨の委員長報告がなされた。 

    ③委員長報告に対する質疑、討論、採決がなされ、いずれも原案とおり可決。 

    ④広域連合長のあいさつ。 

  ◇全員協議会 

   ①長野広域連合職員の給与に関する条例の一部改正について 

   ②長野広域連合事務局移転について 

   ③長野広域連合議会における一般質問について 

  ◇議事を了したので散会。 

 

３.【12 月定例議会に提出された資料】  
  □望岳公園への産業廃棄物の不法投棄に関する資料の提出 ：まちづくり課 

  □平成 29 年度 長野県人事委員会勧告概要書:総務課 

  □平成 29 年 11 月 2 日予算決算特別委員会における質問回答：産業連携課 

  □須坂市立博物館の消防法指摘事項に対する対応について：生涯学習スポーツ課 

  □ゆきとどいた教育をすすめる保護者・地域住民・教職員のつどい 基礎資料 

  □がん検診・特定健診・後期高齢者の一部負担金無料対象者の見直しについて 

                               健康づくり課 

  □一般廃棄物最終処分場の実施設計における施設配置計画の再見直し 

                             エコパーク推進課 

  □㈱守谷商会水道事業（菅平グリーンダボス別荘地小規模水道）の須坂市への移 

管（市営化）について                   生活環境課 

  □胃がん（内視鏡健診）の導入について           健康づくり課 

  □第 7 期介護保険事業計画策定に係る検討資料        高齢者福祉課 

  □国保制度改革に係る主な経過及び今後のスケジュール    健康づくり課 

  □須坂市立博物館の消防法指摘事項に対する対応について       市博物館 

  □第 29 回竜の里須坂健康マラソン全国大会の結果    生涯学習スポーツ課 

  □第五次須坂市男女共同参画計画概要書          男女共同参画課 

  □五閑地区 地区計画 計画図               まちづくり課 

  □春木町ゾーン 30 規制区域図                 道路河川課 

    □地域密着型特別養護老人ホーム「そのさと」        高齢者福祉課 

  □平成 29 年度無縁墓地整理事業                  福祉課 

    □平成 29 年 11 月 14 日付再申出に対する回答書     臥竜公園管理事務所 

    □平成 29 年 9 月 12 日経済建設委員会における質問に対する回答書 

                            臥竜公園管理事務所 

  □須坂市空家に関する対策について                須坂市 

  □インター須坂流通産業団地の土地代金について       まちづくり課 

  □平成 29 年度 米子大瀑布紅葉期混雑対策について（報告）   商業観光課 

    □須坂市「まちの駅」認定式の実施報告について        商業観光課 

  □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 



変更について                       商業観光課 

  □日滝原産業団地水質改善に伴う水道施設改良事業について     水道局 

 

４.【身近な問題と私の視点】 
 

子宮頸がんワクチンの勧奨中止から 4年になりますが・・・ 

 

平成 25 年 5 月に、希望された女性と集団接種として、市内４中学校の女子生徒

243 人が一回目の接種を受けました。然しその後、突如接種は勧奨中止され 4年が

経ちます。女性の百人に一人が生涯のいづれかの時点で、子宮頸がんにかかるとの

ことです。ワクチンの安全性が高められ、有効性がある接種の実現が叶うことを願

って、平成 29 年 9 月議会、12 月議会一般質問で取りげましたが、これからも市議

会で国への責任追及を取り上げてまいります。 

 
５．第 22 回佐藤壽三郎議員活動報告会 
 

平成 29 年 11 月 19 日、須坂市境沢町公会堂に凡そ 60 名の市民の参加を得て、

第 22 回 佐藤壽三郎議員活動報告会を開催しました。。 
 

第1部 講演の部として、 
 

１ 市が直面する或いは直面した事業と課題について 

〇 市の第三セクター・須坂温泉（株）の事業賃貸と地域おこし協力隊配置につ

いて 

      講 師 産業振興部  部長  加藤 光弘 氏 

 

〇 須坂市の H29 年度予算の特徴と執行状況について 

      講 師 総務部  財政課長  中島 久  氏 

 

〇 インター周辺開発に係る大型商業施設手続き等の進捗について 

      講 師 まちづくり推進部 まちづくり課 課長 滝 澤 健一 氏 

 

 〇 学校給食センター建設の経緯と施設の青写真について 

      講  師 市教育委員会 学校給食センター 所長 滝 澤 学  氏 

 

２ 県議会議員活動報告  

講 師 県議会議員   村 石 正 郎 先 生 

 

３ 須坂市社会福祉協議会活動報告 

      講 師 須坂市社会福祉協議会 会長  植 木 新 一 様 

 

４ 国政選挙の結果について 

          前衆議院議員  小 松  裕  先 生 

 

５ この 1 年間の市議会議員活動報告 

          須坂市議会議員 佐 藤 壽三郎     

 



この会の主催者である市議会議員佐藤壽三郎が、自身の「この 1 年間の市議会議

員活動報告」を詳細に、ご参加いただいた皆様にご説明いたしました。 

 

６【11 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 区分 

政治編 日本経済   

別の職員も間伐同意書の日付書き換え 北安地事所、白馬の団体分 信濃毎日 11/1 Ｌ 

間伐事業で県職員が不適切処理 ＮＨＫ長野 11/1 Ｌ 

別の職員も間伐同意書の日付書き換え 北安地事所、白馬の団体分 信濃毎日 11/1 Ｌ 

千曲への新幹線新駅設置「技術的に困難」 ＪＲが回答 信濃毎日 11/1 Ｌ 

放課後児童クラブで検討会＝来年６月に取りまとめ―加藤厚労相 時事通信 11/2 Ｂ 

知事 森林税は県民理解得る必要 ＮＨＫ長野 11/2 Ｌ 

間伐の同意書無断作成問題 知事「問題だと思っている」 信濃毎日 11/3 Ｌ 

森林所有者「県はきちんと説明を」 間伐の同意書無断作成問題 ＮＨＫ長野 11/6 Ｌ 

予算消化の闇繰り越し 「全地事所で」と県職員 信濃毎日 11/4 Ｌ 

日銀 県内の景気判断据え置き ＮＨＫ長野 11/7 I 

県、森林所有者へ経緯未説明 間伐の同意書無断作成問題 信濃毎日 11/7 L 

【加計学園】「どうクリアしたのか」 獣医学部認可の見通し

で朝日記者が地方創生担当相を質問攻め 

産経新聞 11/7 Ｐ 

小泉進次郎氏が見つけた道しるべ「国民政党」   日本経済 11/7 Ｒ 

トランプ氏売り込みに当惑＝米防衛装備品、重い財政負担―政府 時事通信 11/8 Ｒ 

８０自治体が新設検討＝夜間中学、新法受け加速―文科省調査 時事通信 11/8 Ｄ 

教職員の労働時間８０時間超える ＮＨＫ長野 11/8 Ｄ 

千曲への新幹線新駅、改めて「設置は難しい」 ＪＲ東日本社長 信濃毎日 11/8 Ｎ 

森林税継続 条例改正案 知事、１１月県会提出を表明 信濃毎日 11/9 Ｌ 

情報公文書管理 第三者機関を考えよう 信濃毎日 11/10 Ｋ 

清泉女学院大と長野保健医療大 県に財政支援を要請  信濃毎日 11/10 Ｎ 

「国民の疑念に答えよ」＝加計獣医学部で前文科次官 時事通信 11/10 Ｐ 

ヘイトスピーチを事前規制＝全国初のガイドライン―川崎市 時事通信 11/10 Ｄ 

路上喫煙禁止条例改正案を修正：長野市 ＮＨＫ長野 11/13 Ｎ 

女性の人権ホットライン強化週間 ＮＨＫ長野 11/13 Ｎ 

児童虐待防止で出前講座＝小学６年生対象に―東京都町田市 時事通信 11/13 Ｂ 

ＳＮＳ利用で学校に注意喚起＝アパート遺棄事件受け―群馬県教委 時事通信 11/13 Ｓ 

自治体窓口での手続き簡素に＝マイナンバー情報連携が本格開始 時事通信 11/13 Ｍ 

身体拘束違反の「罰則」強化＝特養の報酬減額拡大―厚労省 時事通信 11/13 Ｋ 

「民泊」の日数制限へ 県、２月県会に条例案提出方針 信濃毎日 11/14 Ｌ 

長野市が空き家対策案の意見募集 ＮＨＫ長野 11/14 Ｎ 

森林税 意見反映し改正案提出へ ＮＨＫ長野 11/15 Ｌ 

教員働き方改革で推進協 県教委・市町村教委・ＰＴＡ 信濃毎日 11/21 Ｌ 



清泉女学院大と長野保健医療大 長野市、計１５億円支援準備 信濃毎日 11/21 Ｎ 

看護学部新設を長野市が補助 ＮＨＫ長野 11/22 Ｎ 

知事「来春ヘリ運航再開目指す」 ＮＨＫ長野 11/22 Ｌ 

森林税継続条例案 提出 １１月県会開会 信濃毎日 11/22 Ｌ 

自治体の役割、明確化を＝改憲で要請、安倍首相「重要な意

見」―草案も公表・知事会 

時事通信 11/24 Ⅴ 

森林環境税、啓発事業にも＝都市部市町村に配慮―政府・与党 時事通信 11/24 Ｈ 

幼保、原則無償化＝給付上限の具体策触れず―自民提言 時事通信 11/24 Ｂ 

県防災ヘリ 課題を慎重に詰めたい 信濃毎日 11/24 Ｌ 

１１月景気判断、据え置き＝６カ月連続「緩やかな回復」 時事通信 11/28 Ｉ  

県内インフルエンザ流行期に入る ＮＨＫ長野 11/29 Ａ 

森林環境税実現へ特別決議＝荒木会長「速やかな導入を」―全国町村会 時事通信 11/29 Ｈ 

学校給食費を公会計化＝条例制定で滞納対策も強化―東京都府中市 時事通信 11/29 Ｂ 

１１月景況判断、２地域で上げ＝スマホ部品などの生産増―内閣府 時事通信 11/29 Ｉ 

    

経済編    

ガソリン価格値下がりも高値続く ＮＨＫ長野 11/2 Ｆ 

景況感、５カ月連続改善＝製造業けん引―帝国データバンク 時事通信 11/6 Ｉ 

街角景気、２カ月連続改善＝企業業績、雇用が好調―１０月 時事通信 11/9 Ｉ 

ガソリン価格 ことし最高値更新 ＮＨＫ長野 11/9 Ｆ 

7～９月の GDP 年率＋1.4％ 7 期連続プラス ＮＨＫ長野 11/15 Ｉ 

「インフレ期待、上向く」＝長短金利操作で―黒田日銀総裁 時事通信 11/15 Ｉ 

日銀総裁、変化の真意 金融緩和「副作用」増える言及 日経新聞 11/18 Ｉ 

県内の設備投資 大幅増の見込み ＮＨＫ長野 11/24 Ｉ 

ガソリン価格 ことし最高値更新 ＮＨＫ長野 11/23 Ｆ 

ガソリン価格、１１週連続上昇＝２年４カ月ぶり高水準 時事通信 11/29 Ｆ 

    

社会編    

小学校でＪアラートの訓練 須坂 ＮＨＫ長野 11/1 Ｍ 

一番の冷え込み 長野市で初霜 ＮＨＫ長野 11/1 Ｎ 

「長野県 教育県と思う」１１％ 県民意識調査 信濃毎日 11/2 Ｂ 

「地域づくりと防災」を学ぶ講演 ＮＨＫ長野 11/6 Ｃ 

長野で初氷観測 平年より１日遅く 信濃毎日 11/6 Ｎ 

小諸の小学校でインフルエンザ集団発生 県内、今季初 信濃毎日 11/8 Ａ 

浅間山 火山活動やや活発な状態 ＮＨＫ長野 11/10 Ｎ 

県北部 １５日ごろから積雪の恐れも 気象庁が早期警戒情報 信濃毎日 11/10 Ｎ 

山ノ内のホテル火災 「はしご車なし原因」訴訟に 信濃毎日 11/10 Ｎ 

大地震４回発生か 「神城断層」調査で痕跡 信濃毎日 11/11 Ｃ 

長野は「教育県」 意識は減少 ＮＨＫ長野 11/12 Ｎ 



平和の思い込めたカンナ 須坂から世界へ 信濃毎日 11/12 Ｍ 

新幹線新駅反対の住民 千曲市会に誘致中止請願へ 信濃毎日 11/12 Ｎ 

高校就職内定率２０年ぶり高水準 ＮＨＫ長野 11/13 Ｌ 

日馬富士、傷害容疑で立件も＝暴行問題で鳥取県警―角界、過去に逮捕者 時事通信 11/14 Ｔ 

日本の「報道の自由」に懸念＝５年ぶり審査で国連人権理 時事通信 11/14 Ｖ 

「大学行政に大きな汚点」＝加計認可で前文科次官 時事通信 11/14 Ｌ 

（県内）３か月予報 平年並みの寒さに ＮＨＫ長野 11/25 Ｃ 

速報＝横綱日馬富士が引退を表明した 時事通信 11/29 Ｔ 

    

各紙社説等    

不適切な事務 県の再調査が必要だ 信濃毎日 11/4 Ｌ 

加計獣医学部 疑問を残したままでは 信濃毎日 11/11 Ｐ 

ヘイト事前規制 表現の自由踏まえつつ 信濃毎日 11/11 Ｄ 

民泊の条例 市町村の実情を踏まえて 信濃毎日  Ｎ 

地方消費税 国任せにはできない 信濃毎日 11/21 Ｈ 

あすへのとびら 社会保障をどう守る 一時しのぎは通用しない 信濃毎日 11/26 Ｖ 

憲法の岐路 教育無償化論 迷走の根っこに無理が 信濃毎日 11/29 Ｖ 

    

議員活動資料    

会派は政党とどう違う？＝議員２人以上、活動有利―ニュー

スを探るＱ＆Ａ 

時事通信 11/4 Ｒ 

 

【用語解説】 国家戦略特区 時事通信 11/9 Ｚ 

加計問題をめぐる主な動き（時系列） 時事通信 11/9 Ｐ 

【用語解説】 環太平洋連携協定（ＴＰＰ） 時事通信  Ｚ 

【用語解説】 ドラッグ・ラグ 時事通信  Ｚ 

【用語解説】 新薬創出加算制度 時事通信  Ｚ 

 

【北信濃鏡】 

11/1 市民病院、行審法、会報編集 

  /2 第 2 回臨時市議会、（議会運営委員会、全員協議会、本会議、現地視察、予算決

算特別委員会、議会運営委員会、全員協議会、本会議）。日本大学稲葉教授され

来須会食、湯ったり苑 

 /3  第 34 回境沢町文化祭、 

/4 区幹部と協議、稲葉教授と交信、報告会資料作成、倅一家帰京 

 /5 浅田次郎氏の講演聴講（於：メセナ）、報告会資料作成 

 /6 行政法自紙研究、湯っ蔵んど 

 /7 市民相談（相談者:Tさん）行服法、須坂♨ 

 /8 市民病院、綿半、水道局長来所 

 /9 焼香、三浦市議会との議員研修、仙仁♨ 

 /10 議員間意見調整（塩崎、久保田、霜田、宮本各議員外） 

 /11 2 会派意見調整会議、 



 /12 不動産相談、久木原氏、上野氏、徳竹氏来所、小松裕後援会総会に出席 

 /13 滝澤課長に依頼、会報総合版印刷、市民相談、宮坂議員申出書作成、須坂♨ 

 /14 市戦没者追悼式、議員間意見交換、議会運営委員会、会派合同行政視察の協議 

 /15 12 月議会一般質問資料整理、質問事項の推敲、須坂♨ 

   特定行政書士として日本行政書士会連合会に登録される 

/16 市民病院、一般質問資料整理、市民相談 2 件、村石正郎県議・小松裕前代議士

と協議、支援者来所懇談、報道情報整理 

/17 議員間意見調整会議、報道情報整理 

/18 議員報告会資料確認、湯ったり苑 

/19 第 22 回 佐藤寿三郎議員活動報告会・於：境沢町公会堂 

/20 長野広域連連合事務局と下打合せ、 

/21 12 月定例議会開会、議会運営委員会、全員協議会、本会議、予算決算特別委員 

会・務文教分科会、総務文教委員会、副市長と会派懇談会 

/22 市民病院、中堰水路改修に関する相談。報道情報整理 

/23 一般質問取り纏め、提出、もみじ荘（中野市） 

/24 行服法審査法復習、議員活動報告会の資料配布、支援者宅訪問、報道情報整理 

/25 民主教育（於:商工会議所）出席、 

/26 長野広域連合議会資料読込、報道情報整理、 

/27 市民相談 2件、長野長野広域連合議会・本会議、総務委員会、本会議、全員協 

議会 

/28 一般質問 登壇者：石合議員、 岡田議員、酒井議員、宮本議員 

/29 一般質問 登壇者：浅井議員、 堀内議員、荒井議員、宮坂議員 

/30 一般質問 登壇者：久保田議員、西澤議員、古家議員、水越議員 
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