
台風が 何と西へと 逆走ぞ 梅柿 
 

＜速報＞ 7 月 31 日 14 時 53 分地震発生  震源地：須坂市 震度３ 
 

佐藤寿三郎の議員活動詳報 
ことぶき月報 (No.238) 2018 年７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 9月定例会に向けて】  

１．【私の議会内議員活動】 

１） 議会運営委員会 

開議日時 平成 30 年 7 月 11 日 
  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 ①霜田剛副委員長から辞任届を提出されたため、開議して之を 

承諾。 
       ②塩崎貞夫委員を新副委員長として指名選出した。 
       
２）インター周辺等開発特別委員会 

開議日時 平成 30 年７月 11 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  研修事項 １．事業の進捗状況について。まちづくり課 滝澤健一課長 
       ２．大型商業施設等への政務調査から見えてきたもの。 
        １）浜松商工会議所がとられた対応策等について。 
           ◇久保田克彦委員が調査・研究発表をされた。 
        ２）岡山商工会議所がとられた対応策等について。 
           ◇北澤雄一委員が調査・研究発表をされた。 
３）会派代表者会議 

Ⅰ開議日時 平成 30 年 7 月 11 日 
  開議場所 議長応接室 
  協議事項 ①霜田剛議員の会派の変更届出について了承。 
       ②議会運営副委員長欠員の補充について。 
        協議の結果、塩崎貞夫議運委員を選出することで承諾。 
       ③一人会派室変更について＝改選まで現状の儘とする。 
 

２. 【会派・無所属クラブの動き】 

Ⅰ．開議日時 平成 30 年 7 月 11 日 
  開議場所 会派室 
  協議事項 ①議員の会派の変更届出について。 
       ②議会運営副委員長欠員の補充と人選について。 
        塩崎貞夫議運委員を推すことで合意。 
       ③会派室変更については、現状の侭で良いとする。 

      開議の顛末:須坂市民クラブは、岩田修二議員が「新しい須坂の風を市民



と共に創る会」に会派替えされた。その結果、「須坂市民クラブ」は宮坂

成一議員の一人会派になった。議会規則では、一人会派では議会運営委

員になれないので、そのために宮坂議員は議会運営委員並びに委員長を

失職した。これを受けて新たに議会運営委員長を選出することとなった。

先月報で記述したとおり、会派代表者会議で、新委員長は会派を移籍し

た岩田修二議員が選出されたが、委員長職を欲しいばっかりに「須坂市

民クラブ」会派を脱会し、且つ宮坂委員長を失職させたとの評価である。 
 

その余波とも言えるが、議会運営副委員長であった霜田剛副委員長が、

「すざか輝創会」から「新政会」に会派替えを申し出たために、議会運営

委員会副委員長の選出が必要となった。当会派としては、塩崎貞夫議員を

推すことで合意した。 

 

Ⅱ．開議日時 平成 30 年 7 月 23 日 
  開議区分 持ち回り 
  協議事項 ①会派と理事者の懇談会の希望について。 
        当会派は「必要なし」と、議会事務局に回答。 
      

３.【 Ｈ30 年 8 月に佐藤壽三郎議員が提供を受けた公文書資料一覧 】  

文書番号        文   書   名 提出機関 配布日付 保管綴り 

1809-01 須坂市の行政改革・将来の課題 総務課 7/25 議活綴り 

1809-02 災害への備えと対策 総務課 7/25 議活綴り 

1809-03 須坂温泉㈱及び須坂温泉古城荘への市の考え方 商業観光課 7/25 議活綴り 

1809-04 須坂長野東インターチェンジ周辺開発の進捗状況 まちづくり推進部 7/25 議活綴り 

1809-05 都市計画マスタープランの改革案 まちづくり課 7/25 議活綴り 

1809-06 小学校通学用「標準かばん」 学校教育課 7/25 議活綴り 

1809-07 須坂市立博物館基本計画（素案）の概要 生涯学習課 7/25 議活綴り 

1809-08 須坂市立小中学校の所在地の標高一覧 佐藤事務所 7/25 議活綴り 

1809-09 平成 30 年度地域づくり市民会議：南部地域資料 市総務部 7/25 議活綴り 

1809-10 国民健康保険 保険給付費誤りについて 健康づくり課 7/27 議活綴り 

㊟ 議活綴り：議会活動資料綴り 

 

４.【 保険給付費誤りについての取扱いに異議あり！  】 

〇国民健康保険 保険給付費誤りについて。 

 ◇保険給付の誤りの原因は、システム運用における民間システム業者と須坂市との

事務処理上の認識のずれによるものです。 

  給付超過の場合は、時効の 5 年を超えているため、返納請求はいたしません。 

  給付不足がある対象者へは、職員が電話や訪問し説明を行い、給付してまいりま

す。 

 【影響額】 

  給付超過 平成 22 年度～平成 24 年度 7名 1,438,343 円 時効 

  給付不足 平成 23 年度～平成 26 年度 3名  160,176 円 



 

民間システム業者と須坂市との事務処理上の認識のずれによるものです。 

 

 【私の視点と争点】 

① 「民間システム業者と須坂市との事務処理上の認識のずれによるもの」に異議

あり。 

イ） この認識のずれを何時発見したのか。 

ロ） 間違いは、民間業者にあるのか、須坂市にあるのか 

ハ） 給付超過とは、給付を受けた対象者は「不当利得」にならないか。公金

運用において「貰い得」を許すことは、社会的妥当性を欠くことになら

ないか。 

② 「時効の 5 年を超えているため、返納請求はいたしません。」に異議あり。 

イ） 給付超過 1,438,343 円を、返還請求しないとすれば、誰がこの損失額を

市（市民）に弁償するのか。 

ロ） 地方自治法に時効の取扱い規定があるとの主張であるが、職員の責任の

免責のための時効条項であるとすれば、このような規定は憲法違反であ

る。 

ハ） 監査委員に対する監査請求（地方自治法 98 条 2）に値する怠慢行為であ

ると思料する。目下、担当課が下した処分の是非の適正を検討中。 

 

５. 地域づくり市民会議を傍聴して 
 

   平成 30 年 7 月 25 日、開催された南部地域づくり市民会議を傍聴しました。 

  席上、臥竜山駐車場（看護学校東側）の再利用として、「未舗装駐車場を車駐車だ

けに使用せず、市民のために須坂市街地にはない別目的に使用してはどうか。」の

提唱で、①期間限定（夏場）で、バーベキュー広場やキャンプ場として解放し、

バーべキュー等の器具貸出をする。②キャンピングカー専用駐車場とする案につ

いて。 
 

  【私の一考察】 

   提唱された本件空き地は、市道を隔てて小山町の用途区域で指定する第 1 種住

宅地区が隣接した住宅が連坦している地域であること。又、臥竜公園（本件空き

地を含む）一帯は、公園・緑地として指定されていること等を勘案するに、期間

限定といえども仮にバーベキュー広場やキャンプ場として施設が解放された場合

には、日々複数のグループやご家族の利用が見込まれる。 

バーベキュー広場から生ずる油煙や臭気等、或いはキャンプ場を許した場合に、 

果たして隣接する住民の合意が得られるかが難しい。昨今、一家の楽しい筈のバー

ベキューが、相隣関係の破綻としてトラブルが生じ、痛ましい悲劇が生じているこ

とは周知のとおりである。本件空き地を「バーベキュー広場やキャンプ場として解

放」することは、一層慎重でなければならないと思います。 
 

バーベキュー広場やキャンプ場としての施設を市街地に設置することについて

の提案は大いに結構ですが、区長として他町の土地利用を提言される場合は、居住

されている小山町住民の皆さんとの十分な生活環境等の話し合いの場を持ち、且つ



該当する住民の合意を取り付けたうえでの提案が必要ではなかったかと感じまし

た。 

 

６.【2018 年 6.７月期・私が注目した報道の見出し備忘録 】9月議会対策 6/25〆 

 

         報道の見出し 出展機関 月日 備 考 

総務文教委員会所管    

消防本部    

タケノコ採り 遭難相次ぐ 例年より生育早く 信濃毎日 web 6/30 今年は遭難多い 

松本・北ア・木曽の広域消防 指令の共同運用を検討 信濃毎日 web 7/18  

    

学校教育課    

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 須坂市も調査 

倒壊の危険あるブロック塀など 長野・安曇野・佐久でも 信濃毎日 web 6/27  

長野市 ブロック塀撤去補助拡充 ＮＨＫ長野 7/14  

学校・保育園にエアコンを 県内で設置の動き拡大 信濃毎日 web 7/26 須坂市は慎重 

猛暑 学校、対応に懸命 プール開放中止・授業短縮・登山延期も 信濃毎日 web 7/25  

    

人権同和教育課    

杉田氏「生産性」発言に広がる批判 自民党本部前で抗議 朝日新聞Ｄ 7/27 生産性≠尺度 

    

総務課・危機管理室    

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 投票率は過去最低 信濃毎日 web 7/2  

広い範囲で雨 土砂災害厳重警戒 ＮＨＫ長野 7/5  

松本死刑囚ら７人に死刑執行 ＮＨＫ長野 7/6  

県内の避難指示や勧告 ＮＨＫ長野 7/6  

全国・大雨特別警報、すべて解除 7/8 14:50 朝日新聞Ｄ 7/8  

須坂で震度１北緯 36.6 東経 138.4 須坂市米子焼却場南 ＮＨＫ長野 7/12 松代地震を彷彿 

不妊手術で県が申請書換え指南か ＮＨＫ長野 7/24  

法改正でマタハラ是正指導増加 ＮＨＫ長野 7/24  

甲信越中心に猛暑 熱中症に警戒 ＮＨＫ長野 7/25  

塩尻市が「朝型勤務」導入 ６時半からＯＫ 信濃毎日 web 7/26  

８・５知事選 防災と減災 激甚化にどう備えるか 信濃毎日 web 7/27  

知事選 県政の課題「観光」 ＮＨＫ長野 7/31  

飲酒運転で略式命令の信濃町職員処分 ＮＨＫ長野 7/31 6 か月懲戒訴分 

須坂市で震度３ 午後 2 時 53 分発生 ＮＨＫ長野 7/31 7/12 との関連は 



    

政策推進課    

公文書管理 身内機関の監視では 信濃毎日 web 7/22 信憑性の問題か 

自治体への普通交付税総額、６年連続減 不交付２団体増 朝日新聞Ｄ 7/24  

「日銀離れ」を意識し始めた日本株   日本経済新聞 7/24  

諏訪で「公共ポイント」導入 たまれば市内で買い物可能 信濃毎日 web 7/26  

移住相談、長野県が３年連続で最多  信濃毎日 web 7/27 須坂はどうか 

    

財政課    

自治体への普通交付税総額、６年連続減 不交付２団体増 朝日新聞Ｄ 7/24  

長期金利１年ぶり 0.1％ 日銀、緩和修正に揺れる 日本経済新聞 7/26  

日銀、金融緩和運用柔軟に 長期金利の変動容認   日本経済新聞 7/31  

日銀、ゼロ金利適用残高の比率を引き上げ マイナス金利減らす   日本経済新聞 7/31  

    

税務課     

路線価 県内０・６％下落 減少幅は縮小 信濃毎日 web 7/2  

路線価 県内平均２３年連続下落 ＮＨＫ長野 7/5  

マンション相続、実質減税 土地の容積率で新基準 日本経済新聞 7/14  

    

議会事務局    

多様な人材を地方議会に 長野県立大・田村秀教授   信濃毎日 web 7/2  

性的少数者から地元議会に請願の動き続々 声上げ存在伝える 信濃毎日 web 7/25  

    

福祉環境委員会所管    

高齢者福祉課    

「介護いりません」こそが介護保険だ   日本経済新聞 7/25  

    

健康づくり課    

熱中症 先週全国で１万 3000 人超病院搬送 39 人死亡 ＮＨＫ全国 7/31  

（長野県内）先週の熱中症搬送１７２人 ＮＨＫ長野 7/31  

子ども医療費「完全無料化」９町村に拡大 信濃毎日 web 7/31 須坂市 15 歳 

    

市民課    

集配業者、架空請求関与か 現金入り郵便物抜き取り疑い 朝日新聞Ｄ 6/28  

県内に「交通事故多発警報」 ＮＨＫ長野 7/28  

    

生活環境課    

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  

    



経済建設委員会所管    

農林課・農委会    

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 北信も梅雨明け 

長野県北部に竜巻注意情報 ＮＨＫ長野 6/30 台風日本海北上 

長野県に「高温注意情報」 ＮＨＫ長野 7/14 暑い 

暑さの農業被害 ほぼ全域で確認 ＮＨＫ長野 7/27 12 号の雨は 

    

産業連携開発課    

「ブラックバイト」注意呼びかけ ＮＨＫ長野 6/27  

働き方法案 欠陥だらけで通すのか【社説】 信濃毎日 web 6/29  

県内景況感「プラス」６１％ ４期ぶり悪化でも依然高水準 信濃毎日 web 7/1  

製造業の景況感２期連続で悪化 短観、非製造業は改善 日本経済新聞 7/2  

６月の日銀短観 県内は全産業プラス１４ 信濃毎日 web 7/2  

（長野県内）日銀短観 ２期ぶりに悪化 ＮＨＫ長野 7/3  

月 45 時間超の残業、企業に健康対策を義務付け   日本経済新聞 7/14  

県内企業「増収増益」見通し３割 ＮＨＫ長野 7/17  

    

商業観光課    

米ウォルマート西友の売却検討 毎日新聞Ｄ 7/12  

県内スキー場利用者数０・６％減 １７〜１８年シーズン 信濃毎日 web 7/18  

松本 ホテル続々開業へ 来年夏以降 市街地に３施設 信濃毎日 web 7/25  

    

まちづくり課    

倒壊の危険あるブロック塀など 長野・安曇野・佐久でも 信濃毎日 web 6/27  

持ち主不明の土地、課題は？災害対策、農地集約進まず 日本経済新聞 7/8 3/5 掲載記事 

「土用の丑の日」ペンギンには「ドジョウ」 須坂市動物園 信濃毎日 web 7/21 飼育員の尽力 

    

各ガソリン価格    

ガソリン価格２週連続値下がり 155.3 円/ℓ ＮＨＫ長野 6/28  

ガソリン価格 小幅な値動き続く 155.4 円/ℓ ＮＨＫ長野 7/5  

    

国政    

豪雨前の赤坂自民亭「慎んだ方がよかった」自民・森山氏 朝日新聞Ｄ 7/10 はしゃぎすぎだ 

官僚、野田氏への配慮優先 国民の知る権利の保護よりも 朝日新聞Ｄ 7/24 忘却国民主権 

省庁・大臣自ら注意喚起違反 公開請求の内容漏洩問題 朝日新聞Ｄ 7/25  

岸田氏、名門の重圧 揺れた末の総裁選不出馬 日本経済新聞 7/25 宏池会に失望 

あすへのとびら 国会が終わって 「多数の専制」へ進む懸念 信濃毎日 web 7/29 忘却国民主権 

経営難の私立大は募集停止や学校法人解散に 文科省 ＮＨＫ全国 7/31  



    

司法    

司法取引を初適用 東京地検、外国公務員への贈賄事件で 朝日新聞Ｄ 7/14 日本の風土に？ 

オウム死刑囚６人に死刑執行 ＮＨＫ長野 7/26  

    

議員活動資料    

御嶽海が初の幕内優勝 県出身力士で初 大相撲名古屋場所 信濃毎日 web 7/22 信州の期待の星 

    

★加計学園問題    

愛媛知事「責任者として言葉の重みを」 加計氏会見拒否 朝日新聞Ｄ 7/5 忘却公金 

 

【北信濃鏡】 

7/1 友人宅を訪問、 

   /2 予算決算特別委員会、会派会議、2会派＋2会議、議会報編集 

/3  議会運営委員会の正常化について 

/4 議会運営委員会、全員協議会、本会議、全員協議会、議会運営委員会しょしょ 

  Ｇ開発行為・依頼者と協議 

/5 Ｇ農林課、依頼者と協議、金融機関出向 

/6 会報 6月号のまとめ、湯っ蔵んど 

/7 報道情報収集・整理、会報まとめ、配信 

/8 報道情報収集・整理、もみじ荘 

/9 ＳＧ長野建設事務所出向、依頼者協議 

/10 Ｇ遺言執行・須坂郵便局出向 

/11 インター周辺等開発特別委員会、会派代表者会議、議会運営委員会。 

Ｇ須坂建設事務所出向、報道情報収集・整理 

/12 Ｇ遺言執行・郵便局出向 

/13 Ｇ遺言執行・郵便局出向、Ｇ・依頼者来所 

/14 報道情報収集・整理 

/15 もみじ荘。 

/16 報道情報収集・整理 

/17 行政書士業務:登記依頼中村事務所、市農林課 

/18 市民病院、ＳＭ氏来所、 

/19 長野広域連合事務局と協議 

/20 依頼者と協議。 

/21 報道情報収集・整理。 

/22 Ｙ氏から陳情。報道情報収集・整理 

/23 商業観光課、まちづくり課と協議：長野広域連合議会視察）議会事務局へ回答。 

/24 議会事務局と東北信議員研修の確認。 

/25 地域づくり市民会議に出席。会議の記録作成。 

/26 行政書士業務：郵便局へ出向 

/27 健康づくり課に確認。報道情報収集・整理 

/28 行政書士業務：相続人へ進捗状況報告。逆走台風 12 号県内に最接近につき警 



戒。報道情報収集・整理 

/29  会報概報版編集。会報 FAX 版配信、もみじ荘。 

/30 会報詳報版編集。会報概報版配信、監査委員と協議。、市民相談。 

/31 Ｇ現場検証、報道情報収集・整理、会報詳報版編集、会報詳報版ＨＰ搭載 

 

■□■□■□■□  ■□■□■□■□ 発行日 平成 30年 7 月 31 日 
 

                      編集：発行人  須坂市議会議員 佐 藤 壽三郎 
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