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佐藤寿三郎の議員活動詳報
ことぶき月報 (No.237) 2018 年６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 6 月定例会の顛末】
１．【私の議会内議員活動】
須坂市議会６月定例会は、6 月 12 日招集され、事件決議 6 件、条例 8 件、補正予
算 1 件が上程されました。23 日間の会期においてすべての議案を予算決算特別委員
会分科会、総務文教委員会外 2 常任委員会でそれぞれ委員会審査を行いました。
議会は、7 月 2 日予算決算特別委員会、4 日本会議を開き議案の採決を諮ったとこ
ろ、上程されたすべての議案を原案とおり可決し閉会しました。
（１） 今定例会に上程された報告・承認・議案等について
１）報告
報告第 4 号

専決処分の報告について（損害賠償の額を定めること）

報告第 5 号

平成 30 年度須坂市土地開発公社事業計画書及び須坂市土地開
発公社予算書について

報告第 6 号

平成 30 年度一般財団法人須坂市文化振興事業団事業計画書及
び一般財団法人須坂市文化振興事業団予算書について

報告第 7 号

平成 30 年度須坂温泉株式会社事業計画書及び須坂温泉株式会
社予算書について

報告第 8 号

平成 29 年度須坂市土地開発公社事業報告書及び須坂市土地開
発公社決算書について

報告第 9 号

平成 29 年度一般財団法人須坂市文化振興事業団事業報告書及
び一般財団法人須坂市文化振興事業団決算書について

報告第 10 号

平成 29 年度須坂温泉株式会社事業報告書及び須坂温泉株式会
社決算書について

報告第 11 号

平成 29 年度須坂市一般会計繰越明許費繰越計算書について

報告第 12 号

平成 29 年度須坂市水道事業会計継続費繰越計算書について

報告第 13 号

平成 29 年度須坂市水道事業会計予算繰越計算書について

２）承認
承認第１号

専決処分の承認を求めることについて（須坂市市税条例の一部
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（須坂市都市計画税条例
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（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４号

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９号）

３）事件決議 6 件
議案第 37 号

凍結防止剤散布車の取得について

議案第 38 号

高規格救急自動車・高度救命用資器材の取得について

議案第 39 号

損害賠償の額を定めることについて

議案第 40 号

市道の認定について

議案第 41 号

市道の廃止について

議案第 42 号

市道の変更について

※ 佐藤議員は、事件決議６件について、何れも賛成しました。
４）条例 8 件
議案第 43 号

須坂市体育施設条例の一部を改正する条例について

議案第 44 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

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

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

議案第 47 号

須坂市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について

議案第 48 号

須坂市放課後児童健全育成事業の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

議案第 49 号

須坂市介護保険条例の一部を改正する条例について

議案第 50 号

須坂市地方活力向上地域における固定資産税の税率の特例に
関する条例の一部を改正する条例について

※

佐藤議員は、条例 8 件について、何れも賛成しました。

５）補正予算 1 件
議案第 51 号

平成 30 年度須坂市一般会計補正予算第１号

① 修正案１について。地域おこし協力隊の派遣先と活動負担金の支出先を
須坂温泉㈱としているが、旅館業の全てを㈱古城荘に賃貸しており、結
局誰の指示で活動するのか疑問である外 2 点の理由から、市が須坂温泉
㈱に活動負担金を支出することは認められないとする。
※これに対する、修正案１を否とする佐藤議員の理由として
地域おこし協力隊の派遣先については、中々難しい課題があることは事
実である。市が考える「地域おこし協力隊に任務」は、１．観光振興、農
業振興、地域振興活動。２．拠点整備交付金事業の支援：健康長寿食の研
究開発拠点、農家チャレンジショップであることから、須坂温泉古城荘に

派遣したことが窺われる。このことについて、市は長野県に確認して派遣
を決定した経緯があります。であれば殊更にこれを拒否する必要性を感じ
ないので、修正案を否としました。
② 修正案２について。一部土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）に含まれ
る場所にある老朽化した南館及び体育館を指定避難所として整備しても、
須坂温泉の収入が確保できるか不明であり、規模の縮小も含め、須坂温泉
古城荘全体の将来のあり方について、議会ともっと議論、協議が必要と考
える外１点の理由から、須坂温泉㈱の清算を優先すべきとし、商工費 1,230
万円（財源 市債・商工費 1,230 万円）を全額削除するもの。
※これに対する、修正案２を否とする佐藤議員の理由として
会派無所属クラブらは、5 月 28 日から東日本大震災津波における、緊急避
難所、指定避難所と福祉避難所の有益性とその役割について、岩手県庁、岩
手県山田町、そして釜石市に政務調査を行い、震災における避難所等の果た
す役割とその有益性等を学びました（議員活動詳報第 236 号に搭載済み）
。
市は、今議会に須坂温泉古城荘を指定避難所として整備するため、緊急防
災・減災事業債を活用し、須坂温泉㈱の耐震補強、改修工事に必要な設計を
行うための費用として商工費 1,230 万円（財源 市債・商工費 1,230 万円）を
計上したものです。
気象庁は「南海トラフ周辺の地殻で『ひずみ』が溜まっているのを観測。
いつ南海トラフ地震が発生してもおかしくない。」と発表しています。我々市
民の生命・財産を与る者として、巨大地震は必ず発生するとの緊張感を以て、
市民のためにこれに備えねばなりません。更に 6 月 26 日、政府の地震調査委
員会が「30 年以内に震度 6 弱以上」の激しい揺れに襲われる確率を示した、
最新の全国の予測地図が発表された内容にも、須坂市は意識して危機感を持
たねばなりません。
万一、須坂市が被災して指定避難所や福祉避難所の開設をする事態は、実は
当市にとっての悲劇が起こったときと認識すべきです。願わくば、このような
災害がこの地を襲わないで欲しい限りですが、昨今の地球環境は我々が思う以
上に病んでいると言えます。
であれば今回活用しようとする緊急防災・減災事業債は、平成 32 年度で終
了とされることを思料するに、この「有利な起債」を活用して、須坂市が万一
に備えて、須坂温泉の施設が指定避難所或いは福祉避難所として利用できるた
めの施設を強靭化しておくことは賢策と申せます。修正案を否とし、原案を支
持する所以（ゆえん）です。

※採決の結果修正案 2 件は何れも否決され、一般会計補正予算第１号は原案のと
おり可決されました。
私は、
「修正案 2 件を否決し、原案とおり予算を可決すべき」と賛成しまし
た。議員の矜持とは、遠望した市民の福祉を最優先課題と掲げ、この実現に努
めるものであり、併せて政治信条を貫くことであると思っています。
６）請願・陳情
請願第 1 号

義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願

請願第 2 号

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

※ 佐藤議員は上記請願 2 件について、何れも賛成しました。
請願第 3 号

農振法、農地法、都市計画法の弾力運用を求める請願

※ 佐藤議員は本件請願１件について否としました。
理由：須坂市は都市計画法を施行しております。地域の人口が減少したから、
人口増を図るために、農振法、農地法、都市計画法の弾力運用を恣意
的に図れば、骨抜きされた法律と化し、農政施策が弱体化して国民の
生命を担う農業政策がズタズタとなり、結果的に国民（市民）の生存
権も脅かされる事態に陥りことを懸念して否決に投じました。
陳情第 1 号

須坂温泉の維持存続と須坂温泉古城荘の福祉避難所整備につ
いて

陳情第 2 号

須坂温泉の維持存続と体育館などの施設の整備について

陳情第 3 号

須坂温泉の維持存続について

陳情第 4 号

須坂温泉古城荘に関する陳情書

陳情第 5 号

須坂温泉の維持存続について

※ 陳情 5 件の審査は所管の委員会では何れも「聞置き」
（実質的な不採択）
となりましたが、私は何れも「採択」で構わないと思います。
理由： 請願・陳情は市民の参政権の一態と捉えます。明らか違憲であった
り、法律違反でない限り、且つ私の政治信条に照らし合わせて違い
があったとしても、最大限市民の発言の自由を押さえつけるような
行為は、議員として厳に慎むべきと考えるからです。
７）意見書
意見書第 1 号

義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

意見書第 2 号

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

意見書第 3 号

地方財政の充実・強化を求める意見書

意見書第 4 号

旧優生保護法による不妊手術ｎ被害者救済を求める意見書

※ 佐藤議員は意見書 4 件について、何れも賛成しました。

（２）今議会の総務文教委員会で、私の調査研究として所管課への確認事項と提唱
□ 消防本部
【提唱】県消防防災ヘリ事故の墜落事故の解明と、運航の市消防職員派遣要請があ

った場合の安全性の確認をされ派遣されたい。
【確認】須坂市の状況はどうか？

Ｈ29 年における出動数 2,988 件。現着までに 8

～9 分要す。
【確認】救急車が出動場所間違え到着遅れあってはならない不始末の原因を解明し、
その処分について課す必要がある。
【確認】（答弁）消防ホースの金属製筒先窃盗事件の多発対策については、各区長
を通じて至急調査報告を受ける。
□ 学校教育課
【確認】新潟市女児殺害事件発生時に
① 市教育委員会の取った処置について説明を示して下さい。
②児童・生徒からの不審者情報のつぶやきが、生命を守ることに繋がるこ
とを認識して、児童・生徒⇒教師⇒教頭・校長⇒教育委員会の連携を図
れ。
【確認】①地震災害ブロック塀倒壊事案について、学校教育課で取られた処置
②倒壊危険の恐れある障害物やブロック塀に対する市の対応について、市
内に７４８か所の危険塀があることを確認。
この調査結果の取扱いについて。場合によっては責任所在の明確化を
図る意味で「塀の取壊し勧告」の手法を考えるべきである。
□ 人権同和政策・教育課
〇思想弾圧「二・四事件」裁判記録見つかる

信毎 Web

〇無罪の元町長、司法取引懸念 うその供述で無罪の人が 朝日新聞Ｄ
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【提唱】①人権同和政策・教育課として、上記２題について、基本的人権の尊重の
意味から研究をされるべきと思う。
□ 総務課・危機管理係
【一般質問の補足質問】
今議会で小職がなした「職員採用試験について」についての答弁に対す
る、市の認識の甘さについて市の姿勢を質し、係長が面接試験官になる
などは、職員採用試験の公平性・透明性に悖る行為であるので取り止め
るべきと提言しました。

【提唱】長野市で「子ども議会」開催されている。須坂市も児童に地方自治につ
いて学ぶ機会を設けるべきであることの重要性を提唱しました。
【確認】県の広域受援計画基本構想について、市の危機管理係から、基本構想の
進捗状況の報告を受けました。
□ 政策推進課
【確認】移住したい県、２年ぶり長野１位に返り咲いたが、須坂市は何位か。
県内 77 市町村のうち 12 位。Ｈ29 年の移住者数は 30 名。
【確認】全国消費者物価 0.7％上昇は、実数でありならば喜ばしいことであるが、
政策操作による上昇であれば、これは消費増税を意図したものであり許さ
れないことであるが、そのように認識しているか。
□ 税務課
【確認】県ふるさと納税

過去最高

総額３億９５０２万円とのことであるが、

須坂市のふるさと納税の収支勘定は如何か。
(答弁)

須坂市は「ふるさと納税」の収支は、黒字である。

（３）今議会の予算決算特別委員会分科会で出された質疑と答弁の手控え
１）総務文教委員会
開議日時 平成 30 年 6 月 26 日・開議場所 議会第 4 委員会室
Ｑ：北相之島児童クラブの廃止の経過について。
Ａ：平成 27 年度から、児童クラブの対象児童を 4 年生までから 6 年生まで拡
大した。必要となる留守家庭世帯の児童は全て市の運営する児童クラブ
で受け入れ可能となった。
同町の区長より、「区で運営することも困難となってきている。」との申
し出があり廃止となった。
２）経済建設委員会
開議日時 平成 30 年 6 月 25 日・開議場所

議会第 4 委員会室

Ｑ：
【農業振興対策事業】河東土地改良区を母体とする「河東水土里の会」の
事業について。
Ａ：必須事業として、草刈り、水路の泥上げ等。任意事業として、水路の改
修や保守、排水設備の点検等を計画しているとの事。
Ｑ：【観光施設整備事業】須坂温泉に関する今回の整備はあくまでも避難所に
する為の、耐震工事やバリアフリーの工事という認識か。
Ａ：そのとおり。工事を行うことで須坂温泉の安全性が向上して、誘客にも
つながると考えます。
Ｑ：
【観光・誘客宣伝事業】須坂温泉に地域おこし協力隊 2 名を派遣し、観光
振興、農業振興、地域振興等の活動に要した費用は須坂温泉㈱が立替え

払いをすることについて。
Ａ：協力隊の活動については、一度に高額の費用を使うことなく、年間を通
して使う活動費と認識している。
３）福祉環境委員会
開議日時 平成 30 年 6 月 27 日・開議場所 議会第 4 委員会室
Ｑ：【市民支援事業】助成内容について詳細に。
Ａ：南横町は、複合機やプロジェクター等。
太子町は、ワイヤレスアンプ、プロジェクター、会議テーブル、折りた
たみ椅子等。
４）議会運営委員会
開議日時 平成 30 年 6 月 4 日午後 1 時 30 分
開議場所 議会第 3 委員会室
協議事項 6 月定例会の議案、会期日程、招集日の議事日程及び議案の取扱
い等について外。
開議日時 平成 30 年 7 月 4 日午前 9 時
開議場所 議会第 3 委員会室
協議事項 １．追加議案等について。
２．本日の議事日程、議案の取扱いについて。
３．市議会議員被服貸与規定の一部を改正する規定について。
開議日時 平成 30 年 7 月 4 日
開議場所 議会第 3 委員会室
協議事項 宮坂成一議会運営委員長（会派・須坂市民クラブ）が「リハビリ
治療に専念するため辞任したい。」申出を受け、委員会は之を諮り
採択の結果許可と決した。
〇協議を議了したので閉会。
この間に、
① 議長宛に会派・須坂市民クラブから岩田修二議員が退会したことによる会
派結成変更届出書を受理。
② 会派・新しい須坂の風を市民と共に創る会から、会派構成員に岩田修二議
員が新たに参入したことによる、会派結成変更届出がなされ、これらの届
出書の受理に関わる書類の内容の整合性等の確認作業を行った。
開議日時 平成 30 年 7 月 4 日
開議場所 議会第 3 委員会室
協議事項 １．会派・須坂市民クラブの岩田修二議員が会派・新しい須坂の
風を市民と共に創る会に移籍したことにより、会派・須坂市民
クラブの構成議員が一人となり、一人会派になったため、宮坂
成一委員は議会申合せ事項により、議会運営委員に留まる資格
を喪失したことの確認を行った。
２．会派・新しい須坂の風を市民と共に創る会は、構成議員を５

人となったために、議会運営委員会の委員を 2 人とすることの
確認を行った。
３．新議会運営委員長選出について。岩田修二委員（会派・新し
い須坂の風を市民と共に創る会）を指名選出した。
５）予算決算特別委員会
開議日時 平成 30 年 6 月 12 日
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 条例された補正予算第 1 号に関わる各分科会への委任について。
開議日時 平成 30 年 7 月 2 日
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 平成 30 年 6 月議会本会議に上程された、議案第 51 号補正予算第
1 号について、各分科会報告、報告に対する質疑、議案に対する意
見、討議・討論を行った後、2 件の修正案が提出されたが、これに
対しての討議・討論を経て採決の結果、修正案は何れも否決され、
原案とおりに採決すべきものと決定した。
６）全員協議会
開議日時 平成 30 年 6 月 12 日
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 6 月 4 日議会運営委員会で決した「6 月定例会の議案、会期日程、
招集日の議事日程及び議案の取扱い等について」の周知を図る。
開議日時 平成 30 年 6 月 15 日午前 9 時から午後 15 時 30 分
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 ①須坂温泉㈱のＨ29 年度、事業報告及び決算報告。Ｈ30 年度事業
計画、予算書の報告。
②須坂市土地開発公社のＨ29 年度、事業報告及び決算報告。Ｈ30
年度事業計画、予算書の報告。
③一般財団法人須坂市文化振興事業団のＨ29 年度、事業報告及び
決算報告。Ｈ30 年度事業計画、予算書の報告。
④須坂市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂箇所について。
⑤地方創生推進交付金事業の検証。
⑥須坂市立博物館基本計画策定について外。

開議日時 平成 30 年 7 月 4 日
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 １．議会運営委員会で決定された協議事項の周知。
２．追加議案等の説明
３．須坂署の交番・駐在所の再整備計画について。
４．その他

７）会派代表者会議
開議日時 平成 30 年 7 月 4 日
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 １．宮坂成一議会運営委員長からの「委員長辞任届出」に関わる
新議会運営委員長の人事案件と、会派・須坂市民クラブの一
人会派降格等に関わる議会の諸手続の手順を確認した。
２．議会運営委員会の委員長に岩田修二議員を指名選出すること
で合意した。

（４）今定例会一般質問で私が取り上げた諸課題
件名１．主役である市民の権利を守るに怠りはないか
（１）事務一般職員（行政職）の採用試験で課す「専門試験」について。
① なぜ須坂市が採用試験で、憲法や行政法、経済学等などの知識を問う
専門試験を廃止したのか。その主なる理由について示して下さい。
② 法律や経済を学ばない理系学生に、門戸を広げる狙いがあるという報
道もあるが、これは行政職に就く志を抱いて、法律や経済を学んだ学
生に対しての逆差別にならないか。
③ 須坂市は「公務員（行政職）採用試験」科目として、憲法、行政法や
経済原論等は必須科目として課すべきと思うが如何か。
件名２．須坂の魅せ処と観光誘客との点と線
（１）須坂市の観光振興について。
① 臥竜公園さくらまつりから ＧＷにかけての須坂市内の観光施設へ
の入り込み状況についてお示し下さい。
② 臥竜公園さくらまつりから ＧＷに市内を訪れた日帰り客並びに宿
泊客数を示して下さい。
③ 市が掌握する須坂の観光地への各リピート率を示して下さい。
④ リピート率を上げるために、須坂市或いは市観光協会が行ってきた
企画の実施と、その成果の有りや無しやを示して下さい。
⑤ 観光客として須坂市を訪れた昨年度の外国人は何人だったか。併せ
て前年比の増減数を示して下さい。
⑥ 市内のホテルや旅館に泊まった外国人は、何人だったか。併せて前
年比の増減数を示して下さい。
件名３．日本は青年の立志を拒む国であってはならない
（１）文部科学省が課す私大の定員管理の厳格化の歪みについて。
① 国のこの愚策は、大都市への学生集中を抑制し、地方からの学生流
出に歯止めをかける効果があると、果たして言えるか。
② 地方の私大へ、学生を誘導しようとする政策は、青年が学問を志す
向学心や向上心を、寧ろ歪めるものではないか。結果的に国家の大

きな損失につながらないか と懸念するが如何か。
（２）職業学科高校の仕組みの見直しをする必要性について。
① 現行の農業高校、工業高校、商業高校を文部科学省が認める就学を
５年とする高等専門学校に再編成する私案について。
② 再編成された高等専門学校を卒業すれば、大学への編入学が可能と
なり、就学も２年間で済む。親の経済的負担も軽減され、奨学金返
還に絡む破綻も軽減されると思料するが如何か。
（５）今定例会の一般質問総括
今定例会は、16 名の議員が一般質問を行いました。
取り上げた課題区分は概ね以下のとおりです。
〇行政一般 13 議員
〇福祉・環境問題 11 議員
〇教育行政等
5 議員 〇観光・産業振興問題 4 議員
〇須坂温泉関係 2 議員
（６）議員有志の学習会
開議日時 平成 30 年 6 月 23 日
開議場所 議会第 1 委員会室
協議事項 今議会に上程された議案についての疑問点の拾い出しと、各委員
会、分科会における質問事項の洗い出し。
開議日時 平成 30 年 6 月 28 日
開議場所 議会第１委員会室
協議事項 各委員会、分科会における質問事項の回答内容の報告に対する問
題点の再検討。
予算決算特別委員会に臨む問題点の洗い出し。
開議日時 平成 30 年 7 月 2 日
開議場所 議会第 1 委員会室
協議事項 予算決算特別委員会の採決を踏まえての、本会議での対応につい
て。
２．
【 私の議会外議員活動 】
（１） 市社協南部支部総会に出席
平成 30 年 6 月 9 日、臥竜山公会堂で平成 30 年度須坂市社会福祉協議会南部
支部総会が催され出席。南部支部（坂田、南原、北原、小山、屋部、八幡そし
て境沢）に居住する市議会議員、各町の区長外区役員、民生委員、民生児童委
員、保健補導員等が出席して、Ｈ29 年度事業・会計報告、Ｈ30 年度事業計画、
予算について協議をしたのち、講演「痴呆症を理解しよう」と寸劇を鑑賞。そ
の後の懇親会で 8 町区の親睦を図りました。
３. 【会派・無所属クラブの動き】
開議日時 平成 30 年 6 月 12 日

開議場所
協議事項

会派室
議員有志との学習会開催日の日程調整。

開議日時 平成 30 年 6 月 19 日～22 日
開議場所 会派室
協議事項 一般質問に対する会派内の意見調整
開議日時 平成 30 年 6 月 23 日
開議場所 会派室
協議事項 委員会審査に臨む会派の主張について。
開議日時 平成 30 年 6 月 28 日
開議場所 会派室
協議事項 予算決算特別委員会採決に関しての会派の本会議に臨む意見調整。
開議日時 平成 30 年 7 月 2 日
開議場所 会派室
協議事項 予想される修正案 2 案に対する会派の意思表示について。
宮坂成一議会運営委員長の進退伺い等について。
開議日時 平成 30 年 7 月 4 日
開議場所 会派室
協議事項 １．宮坂議会運営委員長辞任の顛末について
２．新議会運営委員長候補の当会派の推薦者について。
３．会派代表者会議の顛末と対応について
開議日時 平成 30 年 7 月 4 日
開議場所 会派室
協議事項 新議会運営委員長候補の取扱いについて。
４.【 Ｈ30 年 6 月期に佐藤壽三郎議員が提供を受けた資料一覧 】
文書番号

文

1806-01

書

名

出展機関

保管箇所

須坂市立博物館基本計画（素案）

生涯学習スポ課

議会活動資料綴り

1806-02

地方創生推進交付金事業の検証

政策推進課

議会活動資料綴り

1806-03

須坂市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂について

政策推進課

議会活動資料綴り

1806-04

Ｈ30 年 6 月市税（個人所得税）の税制改正の概要

税務課

議会活動資料綴り

1806-05

タブレット端末導入に向けた検討中間報告

議会運営委員会

議会活動資料綴り

1806-06

裁判事件概要（平成 30 年 4 月 18 日原告提訴）

学校教育課

議会活動資料綴り

1806-07

小.中.支援学校職員の働き方改革に関する取組

学校教育課

議会活動資料綴り

1806-08

小学校通学用「標準かばん」の導入について

学校教育課

議会活動資料綴り

1806-09

学校給食センター建設における経過等について

学校教育課

議会活動資料綴り

1806-10

フルーツエール推進協議会への貸付けについて

財政課

議会活動資料綴り

1806-11

須坂市防災行政無線デジタル更新工事完了

総務課

議会活動資料綴り

1806-12

防災行政無線システム

総務課

議会活動資料綴り

1806-13

㈱アールエフ須坂工場整備棟の塗装について

まちづくり課

議会活動資料綴り

1806-14

地域おこし協力隊の派遣について（案）

商業観光課

議会活動資料綴り

1806-15

須坂市景観計画 概要版

まちづくり課

議会活動資料綴り

1806-16

須坂フルーツ発泡酒を核とした果樹振興と賑わい創出事業

産業連携開発課

議会活動資料綴り

1806-17

市営住宅の長野県住宅供給公社への管理代行業務委託について

まちづくり課

議会活動資料綴り

1806-18

須坂温泉古城荘整備計画（案）

商業観光課

議会活動資料綴り

1806-19

有料イラストレーションの無断使用賠償金

健康づくり課

議会活動資料綴り

1806-20

一般廃棄物最処分場建設に向けた取り組み

生活環境課

議会活動資料綴り

1806-21

信州須坂ハーフマラソンについて

生涯学習スポ課

議会活動資料綴り

1806-22

機能分散型総合博物館に関する概算費用

生涯学習スポ課

議会活動資料綴り

1806-23

女性の参画状況について

男女共同参画課

議会活動資料綴り

1806-24

第五次須坂総合計画・福祉計画

福祉課

議会活動資料綴り

1806-25

第 5 期須坂市障がい福祉計画

福祉課

議会活動資料綴り

1806-26

第 3 期須坂市食育推進基本計画

福祉課

議会活動資料綴り

1806-27

第 3 期 いのちつなぐ須坂市自殺予防地策計画

福祉課

議会活動資料綴り

1806-28

第 2 次健康須坂ときめき２１

健康づくり課

議会活動資料綴り

1806-29

交番・駐在所の再編整備計画について

須坂警察署

議会活動資料綴り

1806-30

須坂温泉体育館の下水道整備についての負担金

水道局

議会活動資料綴り

1806-31

障がい福祉サービスの報酬算定について

福祉課

議会活動資料綴り

第 1 期分

５.【身近な問題と私の視点】
〇小中学校の夏休みの期間・時機の柔軟的見直し論
近隣の市において、小中学校の冷房整備が進められようとしている。大いに結構
なことである。
私の小中学校時代の９年間を思い返すと、正月休み、寒中休み、卒業式以降の春
休み、春の農繁休業、夏休み、秋の農繁休業と様々な休みが結構あったように思え
る。現在は経済体制や第 1 次産業から第 2 次産業、3 次産業への比率も変わり、寒中
休み、春秋の農繁休業も無くなった様であるが、更に正月休みや春休みも短縮して、
その分夏休みを長くすることを考えるべきである。
然し、夏休みを一括して長期に取るのではなく、近年の猛暑に関する気象データ
に基づき、猛暑である波を捉えて、１波、２波、３波、或いは４波の熱波（猛暑）
の襲来に合わせて分散して夏休みとする。或いは小中学生に「夏時間」を敷き、夏
季期間は 1 時間早く登校させて午前中のみ授業をして、給食を食べたら午後は休み
とする（定時制を布く）。毎日「半ドン」として猛暑を乗り切ることで、信州の朝夕
の寒暖の差がある気候の長所を逆手にとる思考を実践すれば、小中学校に冷房整備
をする必要はないと考える。その分、真の教育に必要なものに財政を注ぐ。

教育とは人づくりであることかあらすれば、お金と時間がかかることは承知して
いる。人間は満たされ過ぎた環境で育つとロクな人間に育たない。母校の大先輩で
ある植木等氏が「万葉集」という歌中で「学校の成績あてにはならぬ、夢のある子
が宝物」と唄っていたのを思い出します。将にそのとおりと感じる齢（よわい）になり
ました。
私の「夏休みの期間、時機の柔軟的見直し論」は、決して時代錯誤でもなければ
空論ではない。況や「子どもは須坂の宝」である基調を些かも崩したとは思えない
と確信しています。
６.【2018 年 6 月期・私が注目した報道の見出し備忘録

】6 月議会対策 6/25 付〆

出典機関

月日

消防ホースの金属製筒先 佐久・小諸で１９０本盗難

信毎 Web

6/1

集団窃盗団か

長野日赤で新たな救急対応開始

ＮＨＫ長野

6/4

救急車の改革

消防ホースの金属製筒先 東御でも 32 本窃盗

信毎 Web

6/5

集団窃盗団か

新しい県防災ヘリ購入予算化

信毎 Web

6/15

（須坂の男性・高山村で）山菜採りで６０代男性一時遭難

ＮＨＫ長野

6/20

知事、ヘリ運航「細心の注意」 活動全面再開へ決意

信毎 Web

6/21

（高山村で）タケノコ採りで遭難の２人救助

ＮＨＫ長野

6/23

タケノコ採り 遭難相次ぐ 例年より生育早く

信毎 Web

6/30

朝日新聞Ｄ

6/2

都内の大学

（新潟市）女児殺害事件「手で首絞めた」

ＮＨＫ新潟

6/6

故意犯か

須坂創生高校資料

公式サイト

6/7

高校改革

検証：久光再編 上

信濃毎日

6/6

長野県内３校

検証：久光再編 中

信濃毎日

6/13

大学無償化は年収３８０万円未満 政府会議が方針

産経 web

6/13

「何で俺らが払わなあかんねん！」 給食費滞納の保護者、低いモラル

産経 web

6/13

2018/1/10 発

給食費未納世帯問題 埼玉・戸田市が簡裁に申し立て

産経 web

6/13

2018/1/10 発

6/16

俣野成敏著

ニュースの見出し

視 点

総務文教委員会所管
消防本部

県が補正案決定

斎藤満氏

学校教育課
「Ａ判定」でも不合格

増える浪人生、入学断る予備校も

いきなり借金 300 万円のハンディ。奨学金に殺される若者たち
塀倒壊で死亡の女児、
「あいさつ当番」へ１人で登校中（大阪）

朝日新聞Ｄ

6/18

（長野市教育委員会）学校のブロック塀を緊急調査

ＮＨＫ長野

6/19

県教委 ＬＩＮＥ相談方針を説明

ＮＨＫ長野

6/20

信毎 Web

6/20

朝日新聞Ｄ

6/21

毎日新聞Ｄ

6/22

千曲市、全小中学校の普通教室に冷房
震災、身近に潜む危険

ブロック危険性

来年度から順次

ブロック塀、自販機、看板、照明、ガラス

外部専門家が 2 度指摘

財政課

ブロック塀「問題ないと判断」高槻の倒壊で教育長

朝日新聞Ｄ

6/22

小学校でブロック塀の緊急点検

ＮＨＫ長野

6/22

ブロック塀の安全点検を通知・国土交通省

ＮＨＫ長野

6/22

女児殺害事件で政府が再発防止策

ＮＨＫ新潟

6/22

ブロック塀・県立校２３か所で基準満たさず

ＮＨＫ長野

6/23

新潟女児殺害「車で故意にはねた」

朝日新聞Ｄ

6/25

長野・須坂市）母校にある戦前のリードオルガンを８１歳が修復

朝日新聞Ｄ

6/23

長野市の７校 ブロック塀撤去へ

ＮＨＫ長野

6/26

県内の通学路 危険箇所点検へ

ＮＨＫ長野

6/27

信毎 Web

6/27

朝日新聞Ｄ

6/19

思想弾圧「二・四事件」裁判記録見つかる

信毎 Web

6/23

無罪の元町長、司法取引懸念

朝日新聞Ｄ

6/24

人口３万人の全国市長会長 大都市の影薄く

日本経済新聞

6/6

全国市長会、立谷新会長を選出「政策団体めざす」

日本経済新聞

6/6

南海トラフ地震の被害

ＮＨＫ長野

6/8

大卒者採用 憲法や行政法など問う「専門試験」県内８市廃止

信毎 Web

6/9

須坂市がイラスト無断使用 京都の会社に賠償へ

信毎 Web

6/16

大阪で震度６弱 今後１週間程度 十分注意を

ＮＨＫ長野

6/18

高槻・茨木など１３市町に災害救助法適用

朝日新聞Ｄ

6/18

激しい揺れ確率 予測地図公表

ＮＨＫ長野

6/26

「30 年以内に震度６弱以上」大都市圏のリスク浮き彫り

日本経済新聞

6/26

大町市長に牛越氏４選

信毎 Web

7/2

日本経済新聞

6/22

倒壊の危険あるブロック塀など

容疑者が供述変える

長野・安曇野・佐久でも

人権同和政策・教育課
地震後に差別的ツイート相次ぐ

法務省が注意喚起の投稿

うその供述で無罪の人が

総務課・危機管理係

中信・東信でも南信並み打撃

大阪北部地震

投票率は過去最低

政策推進課
５月の全国消費者物価 0.7％上昇 伸び幅は横ばい
財政課
（長野県内）市町村の当初予算 ２年ぶり増加

6/5

長野市が返礼品競争に参戦へ

ＮＨＫ長野

6/17

人口減少時代の公共交通(6) 補助金は地域支える支出

日本経済新聞

6/18

去年の所得税納税額わずかに減少

ＮＨＫ長野

6/15

路線価 県内平均２３年連続下落

ＮＨＫ長野

7/5

注目せねば

税務課
須坂は？

議会事務局
総務政務次官が飯綱町議会改革視察

ＮＨＫ長野

6/5

議会改革

長野市議 器物損壊の疑いで逮捕

ＮＨＫ長野

6/5

議員の蹉跌

信毎 Web

6/6

議員の蹉跌

ＮＨＫ長野

6/7

議員の蹉跌

県の出生率１.５６ 前年下回る

ＮＨＫ長野

6/1

国政的な施策が

（長野県）喫煙率 男性は全国平均を上回る

ＮＨＫ長野

6/5

愛煙家が多い

（長野市）改正条例施行後 歩きタバコ減少

ＮＨＫ長野

6/6

モラルを問う

旧優生保護法 国への意見書可決

ＮＨＫ長野

6/22

信毎 Web

6/23

朝日新聞Ｄ

6/28

長野市議の男を逮捕 自転車に体液

汚損疑い

器物損壊容疑で逮捕の市議 辞職

福祉環境委員会所管
健康づくり課・地域医療福祉ＮＷ推進室

市民課
ＡＩが最適ルート決定

伊那市が新デマンド交通実証実験へ

集配業者、架空請求関与か 現金入り郵便物抜き取り疑い

生活環境課
志賀高原の自然保護強化

国立公園の開発規制地域４・４倍拡大案

ごみ「もっと減らせる」４９％

県民意識調査

信毎 web

6/27

たばこ規制で路上喫煙増える？

都、屋外喫煙所には補助

朝日新聞Ｄ

6/28

気象庁「関東甲信が梅雨入り」

ＮＨＫ長野

6/6

昨年より 1 日早

（県内）各地でひょう 野菜などに被害

ＮＨＫ長野

6/12

須高に被害は

森林バンク法 実効性が見えてこない

信毎 web

6/16

２５年ぶりに「黒星病」注意報

ＮＨＫ長野

6/20

梅雨明け真夏日に 熱中症に注意

ＮＨＫ長野

6/29

関東甲信が梅雨明け 観測史上最も早く、６月は初

日本経済新聞

6/29

長野県北部に竜巻注意情報

ＮＨＫ長野

6/30

日経平均、一時１００円安 米のＥＵなどへの関税に嫌気

朝日新聞Ｄ

6/1

４月の名目賃金 0.8％増 ９カ月連続増 実質横ばい

日本経済新聞

6/6

「重税感」増す日本の仕組み

朝日新聞Ｄ

6/3

ＮＨＫ長野

6/8

経済建設委員会所管
農林課・農委会

台風日本海北上

産業連携開発課

所得再分配の効果、下位に

日銀景気判断９か月連続据え置き

緩やかに拡大

県内の設備投資計画 大幅な増額

ＮＨＫ長野

6/11

（県内）企業の景況感 ２期連続マイナス

ＮＨＫ長野

6/13

金融正常化、取り残される日銀 ７月に物価再点検

日本経済新聞

6/15

浮上する 70 歳定年制

日本経済新聞

6/16

信毎 web

6/20

「ブラックバイト」注意呼びかけ

ＮＨＫ長野

6/27

働き方法案

信毎 web

6/29

飯綱高原スキー場 民間に譲渡へ

ＮＨＫ長野

6/1

注目せねば

菅平山開きとカントリーフェス

ＮＨＫ長野

6/3

参考案件

王滝村のスキー場 来季継続検討

ＮＨＫ長野

6/8

今季は継続

県内３スキー場の事業譲渡

信毎 web

6/9

峰の原は？

届け出で誰でも“民泊”新法施行

ＮＨＫ長野

6/15

治安が課題

「まいかた」ちゃうで

朝日新聞Ｄ

6/15

ＮＨＫ長野

6/18

長野市 空き家対策で協定締結

ＮＨＫ長野

6/4

所有者不明の土地、公園や道路に転用 特措法成立

日本経済新聞

6/6

所有者不明地 特別措置法をステップに

信毎 web

6/7

所有者わからない土地、民間で活用へ 特別措置法が成立

朝日新聞Ｄ

6/11

ブロック塀

信毎 web

6/20

学校教育課

倒壊の塀、鉄筋の長さ不足 高槻市長、女児遺族に謝罪

朝日新聞Ｄ

6/21

学校教育課

倒壊の危険あるブロック塀など 長野・安曇野・佐久でも

信毎 web

6/27

ガソリン ６週連続で最高値更新 155.4 円/ℓ

ＮＨＫ長野

6/7

産業連携課

ガソリン ７週連続で最高値更新 155.5 円/ℓ

ＮＨＫ長野

6/14

産業連携課

ガソリン ３か月ぶりに値下がり

ＮＨＫ長野

6/21

ガソリン、高止まりの公算大

朝日新聞Ｄ

6/23

ＮＨＫ長野

6/28

信毎 web

6/16

加計学園の面会、架空なら矛盾 愛媛県知事「説明不足」

朝日新聞Ｄ

6/2

加計学園問題

加計学園の大学教職員組合が声明「虚偽説明は背信行為」

朝日新聞Ｄ

6/4

加計学園問題

人手不足で「高齢」問い直す

産学連携の研究開発拠点施設

信大繊維学部で開所式

欠陥だらけで通すのか【社説】

商業観光課

マックアース、再エネ事業会社に

枚方市が自虐読み方調査

県が観光振興に向け全国初の協定

まちづくり課

各地で調査 佐久市は「壁」撤去決定

各ガソリン価格

産油国による増産が小幅に

ガソリン価格２週連続値下がり 155.3 円/ℓ
憲法関連
信大生 ９条改正「不必要」６１％
国政

愛媛知事、補助金見直し「考えず」加計学園の謝罪問題

朝日新聞Ｄ

6/5

加計学園問題

加計への補助金「事業目的に沿う」

朝日新聞Ｄ

6/7

加計学園問題

加計側の説明「おかしい」 進次郎氏、参院特別委を要求

朝日新聞Ｄ

6/6

加計学園問題

加計学園が実質的「ゼロ回答」 参院予算委の質問に

朝日新聞Ｄ

6/8

加計学園問題

改ざん、忖度はなかったのか

朝日新聞Ｄ

6/6

森友学園

朝日新聞Ｄ

6/6

森友学園

非核化、時間稼ぎの恐れ 米朝共同声明で道筋示せず

日本経済新聞

6/12

米朝共同声明

医療費未払いの外国人、再入国拒否へ 訪日客で後絶たず

朝日新聞Ｄ

6/14

外国人労働者の長期就労に門戸

朝日新聞Ｄ

6/15

法務省が在留管理強化へ 外国人労働者受け入れ拡大

朝日新聞Ｄ

6/15

安倍内閣で政策主導の経産省「我が世の春」に陰り

毎日新聞

6/16

加計氏の会見、説明不十分なまま打ち切り 「校務が…」

朝日新聞Ｄ

6/20

加計学園問題

愛媛知事、加計氏の会見に納得せず「最優先は説明責任」

朝日新聞Ｄ

6/21

加計学園問題

日本経済新聞

6/7

出口戦略は

人生 100 年時代に備える(上) 職業寿命・資産寿命 延ばせ 日本経済新聞

5/30

自主研究

世帯収入より母親の学歴が影響？

6/5

子どもの貧困

財務省、忖度の有無聞かず

今治市長見直さず

財務省内部調査の限界

自民も異論、検証へ

改ざん調査

日本人との「共生」カギ

経済
膨らむ日銀

債務超過の足音、描けぬ出口戦略

議員活動資料
大学進学断念の背景 沖縄タイムス

高 3 生らに沖縄県が初の大規模調査
低所得・ひとり親・低進学率…子どもの貧困、沖縄の環境深刻

沖縄タイムス

15/11/4

子どもの貧困

高裁「ＤＮＡ型鑑定、信用できぬ」

朝日新聞Ｄ

6/11

裁判所で鑑定だ

朝日新聞Ｄ

6/21

1/16 版

袴田さん釈放は継続

角栄１世紀、原点は平和と福祉

各紙社説等

区 分

司法取引導入 冤罪生む懸念消えず

信濃毎日 web

6/1

刑事政策

働き方法案

信濃毎日 web

6/4

産業連携課

袴田事件 再審の扉を閉ざすな

信濃毎日 web

6/12

刑訴法

大学無償化

信濃毎日 web

6/22

信濃毎日 web

6/24

過労死防ぐ原点どこに
公平な制度になるのか

あすへのとびら

減らない過労死 長時間労働に罪の認識を

【北信濃鏡】
6/1 会派政務調査の研修まとめ、包括支援Ｃと協議、湯っ蔵んど。
/2 会派政務調査の研修まとめ、会報配信、会報 HP に搭載。
/3 一般質問推敲、議員間意見調整、報道情報収集・整理、Ｗ千葉出向。
/4

議会運営委員会、議長宛会派政務調査報告書提出、市内巡回、議会資料整理、
報道情報収集・整理。

/5

市内巡回、報道情報収集・整理、一般質問推敲、湯っ蔵んど。

/6

市民病院、議員間意見調整。

/7

一般質問推敲。

/8

一般質問推敲・情報収集。

/9

社会福祉協議会南部支部総会、一般質問資料収集。

/10 一般質問原稿推敲・資料収集分析。
/11 一般質問原稿清書、会派間意見調整、一般質問通告書電送提出
/12 6 月議会招集、全員協議会、本会議、予算決算特別委員会、予算決算特別委員
会・総務文教分科会、総務文教委員会、本会議。一般質問通告。報道情報収集・
整理。
/13 高齢者福祉課職員来所、報道情報収集・整理、議会資料整理。
/14 支援者来所、市理事者と協議、開発行為補完、湯っ蔵んど。
/15 全員協議会:市開発公社、市文化事業団、須坂温泉㈱の決算報告外。
/16 一般質問の資料読込。
/17 一般質問の資料読込。
/18 一般質問の再質問思考、湯っ蔵んど。
/19 一般質問：塩崎、中島、酒井、佐藤の各議員が登壇。湯っ蔵んど。
/20 一般質問：浅井、古家、岡田、荒井の各議員が登壇。湯っ蔵んど。
/21 一般質問：宮本、堀内、久保田、水越の各議員が登壇。湯ったり苑。
/22 一般質問：石合、竹内、霜田、岩田のアック議員が登壇。
/23 2 会派＋2 上程議案の調査研究会、説明者：産業振興部長・課長、次姉ＯＰ。
/24 一般質問の議会報原稿まとめ、湯っ蔵んど、報道情報収集・整理。
/25 予算決算特別委員会・経済建設分科会、経済建設委員会（宅調）
。
/26 予算決算特別委員会・総務文教分科会、総務文教委員会、懇親会、湯ったり苑。
/27 市民病院 予算決算特別委員会・福祉環境分科会、福祉環境委員会（宅調）
。
行政書士業務 2 件。報道情報収集・整理。
/28 2 会派＋2：予算決算特別委員会・各分科会並びに常任委員会の審査結果の報告
と分析。報道情報収集・整理。
/29 議会資料整理、報道情報収集・整理
/30 行政書士業務：農振法に基づく農振除外申請、もみじ荘。
7/1 支持者宅訪問。
7/2 予算決算特別委員会、議員間意見調整会議。
/3 議員間意見調整会議。
/4 議会運営委員会、全員協議会、本会議、全員協議会、会派代表者会議、議会運
営委員会。
■□■□■□■□

■□■□■□■□ 発行日 平成 30 年７月 5 日
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