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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月定例会が招集されました】  

１．【私の議会内議員活動】 

須坂市議会９月定例会は 8月 28 日招集され、事件決議 2件、条例 5件、決算認

定 8件、そして補正予算 5 件が上程されました。会期は 8月 28 日から 9月 26 日ま

での 30日間です。 

 

（１） 今 9月定例会に上程された議案。 

１） 事件決議 ２件 

議案第 52 号 （新）須坂市学校給食センター整備運営事業に係る事業契約の 

締結について 

議案第 53 号 市道の認定について 

 

２） 条例案 5 件 

議案第 54 号 須坂市家庭的保育事業等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 55 号 須坂市指定地域密着型サービスの事業の人員、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 56 号 須坂市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及 

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予 

防のための効果的な支援の方法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 57 号 須坂市市営住宅等に関する条例の一部を改正する条例につい 

     て 

      ≪争点≫ 市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で

住宅を賃貸し、市民生活の安定と社会福祉の増進に努めなくて

はならないものである以上、須坂市の一番身近な部署で見守る

ものと考える。市営住宅及び共同施設の管理を長野県住宅供給

公社に行わせることは、市民の社会福祉の観点から許してはな

らないものではないかが争点になりそうです。 

議案第 58 号 須坂市コミュニティ住宅条例の一部を改正する条例について 

 

３） 決算認定 8 件 

認定第 1 号 平成 29 年度須坂市一般会計歳入歳出決算認定について 



認定第 2 号 平成 29 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 

認定第 3 号 平成 29 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 

認定第 4 号 平成 29 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 

認定第 5 号 平成 29 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 

認定第 6 号 平成 29 年度須坂市水道事業会計決算認定について 

認定第 7 号 平成 29 年度須坂市下水道事業会計決算認定について 

認定第 8 号 平成 29 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 

議案第 59 号 平成 30 年度須坂市一般会計補正予算第２号 

議案第 60 号 平成 30 年度須坂市国民健康保険特別会計補正予算第１号 

議案第 61 号 平成 30 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 

議案第 62 号 平成 30 年度須坂市介護保険特別会計補正予算第１号 

議案第 63 号 平成 30 年度須坂市後期高齢者医療特別会計補正予算第１号 

 

（２）議会運営委員会 

開議日時 平成 30 年 8 月 21 日（火） 
  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 〇9 月定例会の議案等について。 
       〇会期は 8 月 28 日～9 月 25 日までの 30 日間とする。 
       〇招集日の議事日程及び議案の取扱いについて。 
       〇一般質問及び統括質疑の通告について外。 
       ◇議会運営委員会の行政視察については、今年度は中止とする。 
       ◇タブレット端末導入に向けた最終報告は 9 月 26 日行う。 

 

（３）予算決算特別委員会 

 
開議日時 平成 30 年 8 月 7 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  報告事項 生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金による須坂温泉古城 

荘の整備について、開発行為に係る整備手法の整合に伴う整備位 
置の変更について。 

 
開議日時 平成 30 年 8 月 28 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
協議事項 予算決算特別委員会平成 30 年 8 月 21 日（火）の各分科会への委 
     任。 

 



（４）全員協議会 

開議日時 平成 30 年 8 月 6 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  報告事項 市職員の不祥事による懲戒処分について。 
       経緯：市職員Ｎは、平成 30 年 7 月 12 日、警視庁練馬警察署にお

いて、大麻を所持していたとして、大麻取締法違反の容疑で現行

犯逮捕された。平成 30 年 8 月 2 日当該職員は、東京地方検察庁に

よって東京地方裁判所に起訴された。 
       処分：懲戒免職 
       処分理由：地方公務員法第 29 条 1 項第 1 号及び第 3 号の規定によ

る。 
 

開議日時 平成 30 年 8 月 28 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 

協議事項 ①平成 30 年 8 月 21 日議会運営委員会で決した内容の周知。 
     ②議案等の説明として、報告書第 15 号、第 16 号の説明。 
     ③議選監査委員より平成 29 年度各決算等の審査報告の説明。 

         ④長野広域連合議会の報告。 
         ⑤平成 29 年度須坂市健全化判断比率及び須坂市資金不足比率の

説明。 
         ⑦その他 
 

 （５）今定例会一般質問で、私が取り上げた諸課題の質問と答弁の概要 

 

１）主役である市民の権利を守るに怠りはないか 

①今回行われた県知事選について 

質問：県知事選投票日の８月５日、墨坂中学校投票所の閉所時間間際に投  

票の行かれた有権者が何らかの理由で投票出来なかったとお聞きし

ましたが、当該事案についての顛末と結果について。 

答弁：ア）須坂市から転出された有権者の方が、閉鎖時間の凡そ 8 分前に

来場された。 

イ） この場合は、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を持

参されなければならないが、本人はこれを不持参。 

ウ）そこで、救済措置として、住民基本台帳ネットワーク（住基ネ 

ット）により「引き続き県内に住所を有する旨の確認」確認作 

業を依頼したが、確認は取れなかった。 

エ）よって、長野県選挙管理委員会に確認を取り、本有権者は投票 

出来なかった。 

    ≪疑義≫住基ネットの信憑性と投票権行使の厳格性が問われる課題と思料し

ます。 

 

②米子地籍を震源地とする地震について   



    質問：７月 12 日、7 月 31 日（２回）、8月 20 日に、須坂市米子地籍におい

て発生した地震について、凡そ５０年前である、昭和 40年 8 月 3日

から凡そ 5 年半に亘った松代群発地震（この間に、震度 5 が 9 回、

震度 4 が 48 回、震度 3 が 413 回、震度 2 が、4596 回、震度 1 が 5

万 6253 回。資料出典・ウキペディア）のような継続的な地震発生に

は繋がらないか。 

    答弁：長野地方気象台の地震担当者に問い合わせたところ、「現在この位置

での地震活動は落ち着いている状態であるが、どうなるのかの今後

の見通しは立たず松代群発地震のような継続的な地震発生に繋がる

かは何とも言えない。」 

 

    ③今年６月の大阪北部の地震で、学校のブロック塀が倒壊して女子児童が 

死亡した痛ましい事故を受けて 

質問Ⅰ：市内のブロック塀診断実施の結果と、その後の措置と須坂市のブ 

   ロック塀等の撤去に関する補助金について。 

答弁Ⅰ：ア）ブロック塀の点検調査は平成 23、24 年に行っている。今回は

前回の状況が変わっていないか目視での確認を 6 月 27 日～7 月

25 日に亘り、「危険であると思われるブロック塀」エ市内 11 校

の小学校の通学路をまちづくり課職員 4人で行った。 

イ） 対象ブロック塀 1225 件のうち、先回「特に危険でないと思わ

れるブロック塀 324 件から、今回調査で 136 件のブロック塀改

修が行われたことを確認できた。 

        ウ）「危険であると思われるブロック塀」は 362 件である。 

     質問Ⅱ：「危険であると思われるブロック塀」の所有者に、須坂市は「危険 

塀の虞あり」とする告知の措置をとるべきであると思うが如何か。 

     答弁Ⅱ：須坂市として（塀の所有者に）告知する。 

     質問Ⅲ: ブロック塀等の撤去に対する費用の補助をしてはどうか。 

     答弁Ⅲ：ア）須坂市は現在ブロック塀の改修に関わる補助制度はない。 

イ）然し乍ら、ブロック塀の改修の促進となるように補助を行い 

たい。すでに改修されている方にも今年度については、補助

制度前に行った工事も、さかのぼって適用でできるように検

討する。 

 

④「すぐに命に危険があるほどの降水量」における、市の避難施設は対応 

できるか。 

質問Ⅰ：千曲川、鮎川、百々川の河床の天井川現象についてと洪水対策の取 

組について国の方針は如何に。 

         答弁Ⅰ：〇千曲川の中州の草木の繁茂について 

ア） 戦後の高度経済成長期に大量の川砂利採取が行ったため、川底

が低下し水深が深くなったため、流れがほぼ一本化され中州



ができるようになり、普段水が流れない場所が多くなり樹木

が生い茂り易くになったようである。 

〇百々川等の草木の繁茂について 

ア） 低水護岸の整備や低水路の定期的な整備により、一定の場所に 

水が流れるようようになったため、普段水が流れない場所が多 

くなり、樹木が繁茂し易くなったと思われる。 

 

質問Ⅱ：千曲川洪水時における、避難場所としての相森中学校、井上小学校、 

墨坂中学校は、余りにも避難場所として遠すぎ、万一の時に役に立 

たないのではないか。 

      答弁Ⅱ：ア）千曲川の水位については随時把握していて、洪水になる前に早 

めに避難を呼びかけてまいる。 

イ） 小中学校は拠点避難場所として定めているが、必ずしもこの場 

所に避難するということではない。自分の命を守ることが一 

番であり、身近な指定避難場所に避難するなり、近くの高い 

建物や屋上へ避難されたい。 

        ハ） 防災の基本である自分の命は自分で守る努力をして戴きたい。 

         

２) 国民健康保険 保険給付費誤りについて 

① 公金取扱いの公平性と透明性について。 

質問：本事案で給付超過であっても、地方自治法 236 条の時効に関わる決まり

で違法ではないとする。給付を受けた対象者は「貰い得」にならないか。

地方自治法の時効規定は、現代の市民感覚からして理解は得られると思

が如何か。 

答弁：地方自治法第 236 条２項の規定により、「時効の援用を要せず」とされ

ている。法令に基づき処理をしたもので、返納請求はできない。 

≪争点≫ 

公法（地方自治法等）も近年は私法（民法）の解釈に近づきつつあると

捉えているが。こと「時効」に関しては、私法と違って公法は「時効の

援用」を認めない。理由は、行政のやることに誤り無しとする問答無用

の高圧的立場の堅持と、万一、受益者から「時効」を放棄された場合に

生ずる、事務処理の誤りの是認と、これに伴って行わねばならない事務

処理の煩雑さを回避するためにあるように私には思える。然し、これで

は市民の視点からすれば、公金の取扱いの公平性と透明性に欠ける規定

であると思料する。国民主権がまだまだ程遠い民主国家である規定では

ないか。 

  

 ３）市職員の不祥事について 

   ① 市職員としての矜持とは 

   質問：本件事件発生により、市民からの職員に対する信用失墜の汚名を須坂 



市はどのように回復すべく対応されるのか。 

    答弁：市職員がこのような不祥事を起こしたことは、市政を預かる最高責任

者として、改めてお詫びを申し上げる。 

       信頼回復に向けて、改めて職員一人ひとりが、勤務時間の内外を問わ

ず、公務員としての自覚を持って行動し、信用失墜につながる行為を

厳に慎むよう、様々な機会を通じて周知徹底を図る。 

 

     ≪市職員に呼びかけました≫ 

甚だ僭越な発言になろうかと思いますが、ご寛容下さい。 

私は、6 月定例会一般質問で、職員の採用試験について取り上げま

した。その際、市の職員の皆さんは、厳正な採用試験を経て、言わば

選ばれた人たちであり、一度限りの人生を栄えある須坂のために、市

民のために尽くす事を宣誓した選ばれた人たちです。このことをぜひ

自覚されて、公僕に徹していただきたいと述べました。 

この度の職員の不祥事について、どうか動揺することなく、臆する  

ことなく須坂市職員としての矜持を持たれ、須坂市のために、須坂市

民のために務められますことを切に願います。 

 

 （６）今 9月定例会の一般質問総括 

  今定例会で、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。 

       〇行政全般      11 議員 〇福祉・環境問題   7 議員  

〇教育問題       3 議員  〇時事問題         1 議員   

〇職員の不祥事等 2 議員  〇農林・土木関係   4 議員 

〇産業振興問題    1 議員 〇市の活性化等   2 議員 

〇防災・危機管理 6 議員 〇知事選について   2 議員 

 

（７）議員有志の学習会 

開議日時 平成 30 年 8 月 21 日 
  開議場所 議会第 1 委員会室 
  協議事項 ①本日開議された議会運営委員会の概略説明。 
       ②今定例会に上程された議案、補正予算並びに決算認定について 

の学習会の日時案を決定。 
 

２．長野広域連合議会・ 

（１）臨時議会を招集 

開議日時 平成 30 年 8 月 3 日 
  開議場所 長野市議会議場 
  議案   １．工事請負契約について（「(仮称) 長野広域連合Ｂ焼却施設」建 

設工事） 
１） 契約方法   随意契約（公募型プロポーザル） 
２） 契約の金額  92 億 2,190 万 4 千円 



３） 契約の相手方 クボタ環境サービスービス・守谷商会 
       特定建設工事共同企業体 
 

         ２．土地の買入について（「(仮称) 長野広域連合Ｂ焼却施設建設事 
業用地） 
１） 土地の所在  
２）  千曲市大字屋代字中嶋 3081 番 1 外 30 筆 
３） 買入れ予定面積 1 万 4,627.15 ㎡ 
４） 買入れ予定価格 金２億 5,972 万 6104 円 

    報告   １．専決処分の報告（平成 30 年度長野広域連合一般会計補正予算） 
１） 歳入歳出夫々57 万円を追加して、歳入歳出予算総額を 

5 億 3,547 万円とする。 

 

 （２）長野広域連合議会常任委員会行政視察 

    １）行政視察先 

     ① Ａ焼却施設（大豆島）   別紙資料あり 

     ② 特別養護老人ホーム須坂荘 別紙資料あり 

     ③ 臥竜公園・須坂市動物園    別紙資料あり 

 

３．【 私の議会外議員活動 】 

（１）行政書士甲田正昭氏の旭日双光章叙勲祝賀会に参列し祝辞を述べました 

    甲田正昭先生は、長野県行政書士会の副会長等を永く務められ、軽井沢町で

行政書士事務所を開業されておられます。行政書士会県理事としての、甲田先

生と私の出会いは何故か当初から大変馬が合いました。将に「龍知龍」の思い

でした。 

 

私が行政書士会長野支部長兼本会の副会長時代に就任すると同時に、規制緩

和旋風が吹き荒れ、行政書士制度撤廃を求める動きが沸き上がりました。行政書

士を生業にする我々にとっては晴天の霹靂でした。そこで長野支部は「行政書士

制度の堅持」をアピールする討論会を催しました。 

県行政書士会本部役員は、国家資格である行政書士の存続と行政書士への代

理権付与を請願すべく、県選出の衆・参院の国会議員の諸先生がおられる永田町

の議員会館をお訪ねすることとしましたが、如何せん役員がこぞって上京する旅

費が無いということで、急遽県下の行政書士にパンパを募り旅費を調達いたしま

した。 

 

県行政書士会会長、副会長共々で上京し、県内選出の総ての国会議員に面会

して、行政書士制度の存続等を直訴した思い出があります。長野県行政書士会の

この機敏な行動が功を奏してか行政書士制度は堅持されました。更にアピールの

際に「行政書士に代理権の付与の願い」は、数年後に野中広務代議士のご尽力に

より、行政書士は代理権を国から付与されました。野中広務先生は行政書士制度



の中興の大恩人であることを、全国の行政書士は忘れてはなりません。 

 

更に甲田先生と私は、「行政書士受験資格の高校卒業要件を撤廃。」を働き掛

けました。国もこれに呼応して行政書士法を改正しました。義務教育を修了した

者である以上、学歴に関係なく誰しもが受験できる資格試験にし、公務員十年の

特例を廃止の要望も出しましたが、公務員特例は二十年と変更になり存続するこ

とは未だに異議があります。 

学歴撤廃要望は叶いましたが、試験は寧ろ難易度の高い資格に変貌しました。

然し努力して取得するに値する資格になったことは結構なことと感じておりま

す。この意味からも公務員の特例条項は廃止し、真に実力があれば、正々堂々と

行政書士試験を受験して合格すれば足りる話です。 

 

閑話休題 

叙勲祝賀会は、平成 30 年 8 月 25 日正午より、軽井沢プリンスホテルウエス

トで催され、来賓に井出庸生衆議院議員、今井正子県議会議員、小泉俊博小諸市

長、柳田清二佐久市長をはじめ地元の実業家の皆さん。行政書士会より、遠田和

夫日本行政書士連合会長、太田光三郎同副会長、山本準一長野県行政書士会会長、

並びにかって私が県の副会長時代に共に手を取り合って行政書士会発展のため

に力を合わせた同志ともいえる多数の行政書士の先生方がご参集。更に甲田先生

の幅広い友人関係を示すかの如く東信の各士業・業界の関係者や親類縁者が凡そ

250 名ほど参集して、甲田先生の叙勲を挙って祝いました。 

 

（２）平成 30年度須坂市総合防災訓練 

①須坂市議会防災委員会は、平成 30 年 8 月 26 日午前 6 時より、須坂市庁舎広場

にて緊急招集訓練を執り行いました。引き続いて②会場に移動しました。 

②平成 30 年度須坂市総合防災訓練は、平成 30年 8 月 26 日午前 7時～8時 30 分

まで、常盤中学校グランドと体育館で執り行われ出席しました。 

③訓練内容は、市は災害対策本部を設置し、各防災関係機関、地元住民等の協力

を得て、情報伝達、被害把握、交通規制、物資運搬、避難場所設置、救出救護、

炊き出し、ライフライン復旧などの総合的且つ実災害を想定した災害応急対策

訓練を実施し、午前 9時に解散しました。 

 

（３）森上小学校 6 年生の市議会等社会見学を取次致しました。8月 31 日は市議会

議場への社会見学会に立ち合い、「須坂の宝」である児童を見守りました。 

 

須坂市生涯学習まちづくり出前講座の内容 

 

団体等名 須坂市立森上小学校 6学年 

代表者氏名 

担当者氏名 

校長 田中菜穂子 

   桜井 直子 先生 



団体等住所 須坂市墨坂三丁目 1番 1 号 

電話 245-0236  FAX 248-8842 

希望講座 口座番号 43 講座名 市役所ってどんなところか見学しよう 

           市議会ってどんなところか見学しよう 

開催希望日時 平成 30 年 8 月 31 日（金）午前 9 時～10時 30 分 

講座開催場所 市議会議場、庁舎内 

予定参加人数 総員 62 名 内訳児童 60 名、教師 2 名 

申立理由 〇当校の 6 年生は、今秋に国会議事堂を訪問する予定です。

これに先立ち、国会と地方議会の役割の違いについて大変興

味があり、須坂市議会並びに市庁舎を見学して、地方自治と

国政の大まかな違いを学んでから、国会見学を行いたいため。 

１．市議会議場見学の際に議場で 

① 議場内の配置について 

② 自治体（須坂市）の仕組みと市議会の仕組みについて 

③ 市議会議員の役割について 

④ 市長のコントロール（市長の不信任決議と議会の解散） 

⑤ 議会の会期と議事の流れについて 

⑥ その他 

２．庁舎内の見学の際に 

⑦ 須坂市の仕組みと国の仕組みの違い違いについて 

⑧ 須坂市の組織と機構図について 

⑨ 各課の窓口での担当事務の概要説明 

⑩ その他 

３．尚、具体的な協議は、担当の桜井直子先生と図られたい。 

 

４．【研究・地方議会と市議会議員】  

（１） 須坂市の防災について 

１） 須坂市が抱える防災上のアキレス腱 

〇一般質問で「市の避難施設」についてを質す以上、以下の資料作成と個人的

に該当町区の実態を現地調査しました。 

 

  千曲川沿線並びに西部・北部地区の小中学校の標高一覧 

森上小学校  369M 

須坂市役所  379M 

 

相森中学校 362M  

井上小学校 350M 

井上地域公民館 357M 

 

福島町 天神社 335M 

中島町 圓長寺 335M 

 

日野小学校 336M 

墨坂中学校  365M 

村山町公会堂  336M 

五閑町公会堂  335M 



メセナホール 383M 八重森町公会堂 334M 

高梨町公会堂  336M 

豊洲小学校 333M 

旭ヶ丘小学校 387M 

北部体育館 358M 

旭ヶ丘駅  365M 

相之島保育園  333M 

北相之島郵便局 333M 

小島町公会堂  333M 

 

 情報源：国土地理院の地図から求めた標高。 

 標高 340ｍ以下の地点は、赤字で表示した。 

 

千曲川洪水時の指定緊急避難場所/指定避難場所までの距離一覧 

      各町公会堂から指定避難場所（小中学校）までの直線距離 

福島町公会堂（337ｍ）  →1800ｍ ← 井上小学校 

中島町公会堂（336m）   →1360ｍ   までの距離 

九反田町公会堂(339ｍ)  →630ｍ 

幸高町公会堂 (341ｍ)   →300ｍ 

二睦町公会堂（346ｍ）  →570ｍ 

井上町公会堂（355ｍ）  →600ｍ 

井上小学校の標高 

（350Ｍ） 

八重森町公会堂（334ｍ） →2670ｍ ←墨坂中学校 

沼目町公会堂（335ｍ）   →2420ｍ  までの距離 

塩川町公会堂（348ｍ）   →1270ｍ 

高梨町公会堂（336m）    →1140ｍ 

五閑町公会堂（335ｍ）   →1840ｍ 

村山町公会堂（336ｍ）   →2420ｍ 

墨坂中学校の標高 

（365ｍ） 

相之島保育園(333ｍ)     →2740ｍ ←相森中学校 

北相之島公会堂（333ｍ）  →3110ｍ  までの距離 

豊島町公会堂（339ｍ）    →2770m 

西町公会堂（338ｍ）      →1340m 

小島町公会堂（333ｍ）    →2380m 

新田町公会堂（342ｍ）    →2360m 

小河原町公会堂（344ｍ）  →1350m 

南小河原町公会堂（346ｍ）→ 860m ←相森中学校 

相森中学校の標高 

（362ｍ） 

〇標高 340ｍ以下の町は、千曲川沿線 20町区のうち 14 町区もある。 

〇指定避難場所から１ｋｍ以上離れた公会堂等からの指定避難所までの距離は太 

字表示。 

    〇過去の洪水の数値からすれば標高 240ｍが安全の目安となろうが、最近の「す

ぐに命に危険があるほどの降水量」を斟酌すれば安全標高とはいえない。 

 

５. 【会派・無所属クラブの動き】 

開議日時 平成 30 年 8 月 21 日 
  開議場所 議会会派室 
  協議事項 ①今議会における総括質疑の取扱いについて。⇒行わない。 



       ②タブレットのランニングコストについて。⇒来年の改選時以降 
に具体的に決することがベターである。 

         ③その他 
 

開議日時 平成 30 年 8 月 28 日 
  開議場所 議会会派室 
  協議事項 9 月定例会の対応について外 

   

６.【 議会に提出された資料一覧 】  

 

文書番号        文   書   名 提出機関 受取日 保管綴り 

1809-11 長野広域連合Ａ焼却施設建設工事の進捗状況外 長野広域連合 8/3 長野広域 

1809-12 特別養護老人ホーム 須坂荘の施設の概要 長野広域連合 8/3 長野広域 

1809-13 須坂荘の民営化にむけて 長野広域連合 8/3 長野広域 

1809-14 須坂荘の民営化にむけて ≪参考資料１≫ 長野広域連合 8/3 長野広域 

1809-15 須坂荘の民営化にむけて ≪参考資料２≫ 長野広域連合 8/3 長野広域 

1809-16 職員の不祥事による懲戒処分について 総務部総務課 8/7 議活綴り 

1809-17 須坂温泉古城荘の整備の一部変更について 商業観光課 8/7 須坂温泉綴 

1809-18 最終処分場について 長野広域連合 8/7 議活綴り 

1809-19 （新）須坂市学校給食センター整備運営事業概要 学校教育課 8/7 議活綴り 

名称省略注記。議活綴り：議会活動資料綴り。長野広域：長野広域連合綴り 

 

７.【2018 年 8 月期・私が注目した報道の見出し備忘録 】 

9 月議会対策 6/25～9/1 迄 

         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    

群馬ヘリ墜落、９人全員の死亡確認 ６人の身元を特定 朝日新聞Ｄ 8/11  

    

学校教育課    

学力テスト 算数と数学を対策へ ＮＨＫ長野 8/1 県内全国平均下 

エアコン格差、猛暑の東海で浮き彫り 負担大きく後回し 朝日新聞Ｄ 8/2  

知事 学校へのクーラー設置意欲 ＮＨＫ長野 8/8  

首都大学東京、再び都立大へ 小池知事発表、２０年から 朝日新聞Ｄ 8/24  

須坂市は来夏にクーラー設置に動く 須坂新聞 8/25 財政の手当が先 

小学生が通学路の危険をチェック ＮＨＫ長野 8/31  

    

総務課・危機管理係    

大麻所持で起訴 職員を懲戒免職 ＮＨＫ長野 8/6  

須坂市職員が大麻所持 逮捕・起訴 懲戒免職処分に 信濃毎日 web 8/7  



発見男児 大きなけが無く元気（山口県） ＮＨＫ山口 8/14 幼児生存感激 

災害時に役立つラジオを作る ＮＨＫ長野 8/18  

須坂市で震度１ 午後 8 時 36 分ごろ発生 Yahoo！ 8/20 米子山塊震源地 

豪雨のさなか北海道で競馬観戦 高知市総務部長を更迭 朝日新聞Ｄ 8/21 他市の出来ごと 

元職員の大麻所持事件受け研修会 ＮＨＫ長野 8/22  

台風が最多ペースで発生 ８月に初の５日連続で 毎日新聞Ⅾ 8/22  

長野県に高温注意情報 ＮＨＫ長野 8/27  

    

政策推進課    

政府の教育無償化、物価を最大 0.9％下押し 民間試算   日本経済新聞 8/3  

夏季一時金４９万８８６８円 県平均最終報 信濃毎日 web 8/11  

消費者態度指数 ９か月ぶり悪化 ＮＨＫ長野 8/21  

須坂市で震度３ 午後 2 時 53 分発生 信濃毎日 web 8/21  

    

選管事務局    

知事選の期日前投票２４万人余、過去最多 全投票者の３２・９８％ 信濃毎日 web 8/6 制度の有効性？ 

松本の高３世代 知事選の投票率５４・４４％ 信濃毎日 web 8/8  

    

議会事務局    

県内議会６４％が「なり手不足」 議長アンケート 信濃毎日 web 8/26  

    

福祉環境委員会所管    

健康づくり課    

各地で猛暑続く 熱中症に警戒を ＮＨＫ長野 8/1 広報呼びかけ有 

県内７地点で猛暑日 １１人熱中症疑い 信濃毎日 web 8/4  

蜂に刺されての搬送急増 ７月の長野、松本、諏訪地域 信濃毎日 web 8/3  

自転車条例巡り意見交換会 県、岡谷で２５日 白馬で来月４日 信濃毎日 web 8/18  

子どもの自殺 原因分析し対策へ ＮＨＫ長野 8/22 当市独自の分析 

若者の自殺対策 県がプロジェクトチーム 信濃毎日 web 8/22 当市独自の分析 

風疹、関東中心に流行の兆し 妊婦の家族、予防接種を 朝日新聞Ｄ 8/22 当市の状況は？ 

熱中症疑いで１３人救急搬送 信濃毎日 web 8/27 当市の状況は？ 

    

市民課    

消費生活相談減少も高齢者は増加 ＮＨＫ長野 8/8 高齢者貧困問題 

給油所過疎 生活インフラどう守る 信濃毎日 web 8/23 過疎地＝車社会 

保釈中の再犯で起訴、１０年前の倍に 上がる保釈率背景 朝日新聞Ｄ 8/27 刑事政策の課題 

    

生活環境課    

朝日の処分場 汚濁度操作問題 塩尻市、焼却灰の搬入停止 信濃毎日 web 8/4  



犬の混合ワクチン、毎年は不要？ 世界では「３年以上」 朝日新聞Ｄ 8/24  

    

経済建設委員会所管    

農林課・農委会    

長野県で記録的短時間大雨情報 ＮＨＫ長野 8/10  

長野市で３７度７分 一番の暑さ ＮＨＫ長野 8/21 今年一番！ 

    

産業連携開発課    

６月の有効求人倍率 高水準続く ＮＨＫ長野 8/1 就着率が低い 

人手不足で高卒求人倍率高水準に ＮＨＫ長野 8/30  

    

商業観光課    

レトロな「横丁」松本に 「かめや」が１３飲食店の複合施設 信濃毎日 web 8/9 一見の価値あり 

王滝村の村営スキー場 存続へ    

    

道路河川課    

豪雨の高梁川アユの産卵場所消失 岡山 ＮＨＫ岡山 8/27 土砂堆積の原因 

    

まちづくり課    

ブロック塀 見過ごされてきた危険 信濃毎日 web 8/16 後手行政の轍 

老朽マンション、玉突き建て替え 都が容積率上乗せ 日本経済新聞 8/19 高層が解決策か 

空き家問題 長野市が初の対策協 ＮＨＫ長野 8/22 当市も必要だ 

横浜市がブロック塀撤去に補助 ＮＨＫ神奈川 8/24  

    

水道局    

ガソリン価格    

ガソリン価格 わずかに値下がり 155.4 円/ℓ 0.1 円値下り ＮＨＫ長野 8/3  

ガソリン価格 小幅な値動き 155.7 円/ℓ ＮＨＫ長野 8/13  

ガソリン価格 １５５円台続く 155.5 円/ℓ ＮＨＫ長野 8/16  

ガソリン価格 １５５円台続く  155.5 円/ℓ ＮＨＫ長野 8/23  

ガソリン価格 高値で推移 ＮＨＫ長野 8/30  

    

憲法関連    

憲法の岐路 自民総裁選 首相前のめりの危うさ 信濃毎日 web 8/18  

    

国政    

安倍総裁３選支持の麻生氏「負けた派閥、冷遇の覚悟を」 朝日新聞Ｄ 8/4 7/4 掲載された 

（自民党総裁選２０１８ 安倍政権と官僚：５）ぐらつく官僚の中立性 朝日新聞Ｄ 8/4  

野田総務相、１年分の大臣給与返納へ 金融庁は職員処分 朝日新聞Ｄ 8/7  



野田聖子氏、閣僚給与返納へ 情報公開請求の漏出で引責 朝日新聞Ｄ 8/7  

人事で冷遇「そんな馬鹿げた話ない」 総裁選巡り竹下氏 朝日新聞Ｄ 8/7  

首相、自身と夫人の関与否定 加計・森友問題で 日本経済新聞 8/11 5/28 掲載された 

携帯料金、「４割下げ余地」 官房長官   日本経済新聞 8/21 料金が高い！ 

安倍首相、総裁選に立候補を表明 石破氏との一騎打ちへ 朝日新聞Ｄ 8/26 資質の適正を問 

    

社説等    

自民党総裁選 政権の在り方を論じよ 信濃毎日 web 8/11  

    

議員活動資料    

松代群発地震    

ブロック塀等撤去事業補助金 伊勢崎市    

ブロック塀等撤去事業補助金 静岡県    

ブロック塀等撤去事業補助金 裾野市    

狂犬病    

 

８．【北信濃鏡】 

8/1 まちづくり部長、臥竜公園事務所長：3日の長野広域連合議会の須坂市への行 

政視察の下打合せ。長野建設事務所：宅建免許更新手続。行政書士業務。 

   /2 Ｇ：須坂建設事務所と協議、建築士と依頼者との協議。市民相談 2件。湯った 

り苑。市まちづくり課に確認。報道情報収集・整理 

/3 長野広域連合臨時議会、須坂荘、市動物園行政視察。 

/4 Ｇ相続手続き、Ｍ建築士と協議。報道情報収集・整理 

/5 Ｇ依頼者と協議 

/6 須坂建設事務所、全員協議会、予算決算特別委員会、北信三市市議会研修会 

/7 Ｇ打合せ、市理事と協議、議会事務局長と協議、市民相談 2件 

/8 市民病院、報道情報収集・整理 

/9 レントゲン、Ｇ：建築士と協議 

/10 Ｇ：建築士と協議、市福祉課、農林課、議会事務局と協議、Ｇ：公証人役場出 

向、ふくや昼食、 

/11  Ｇ：遺言執行関係者と協議。報道情報収集・整理 

/12 一般質問課題を調査、もみじ荘 

/13 盂蘭盆 

/14 一般質問課題を調査。報道情報収集・整理 

/15 散髪、新盆宅焼香。市内の河川の検証、市福祉課と協議、Ｆ兄と協議 

/16 おくり盆。税務課、生活環境課と協議。3会派議員と協議 

/17 福島町～相之島町までの千曲川との関係で町内検証。報道情報収集・整理 

/18  一般質問課題を調査のため、井上小、日野小、豊洲小の標高調査等。 

/19 報道情報収集・整理 

/20 Ｇ：郵便局出向、市民相談。 

/21 議会運営委員会、二会派議員学習会等の学習会日程調整。報道情報収集・整理 



   仏壇遷宅 

/22 一般質問課題推敲、一般質問資料整理 東北信 9 市議会研修会（欠席） 

/23 一般質問課題推敲、一般質問資料整理。報道情報収集・整理 

/24 一般質問起案、祖先譜系確認。掲額作業。 

/25 行政書士甲田正明氏旭日双光章叙勲祝賀会出席のため軽井沢に赴く。祝辞述 

/26 平成 30 年須坂市防災総合訓練（常盤中学校校庭）、一般質問起案。報道情報収 

集・整理。故叔父の写真発見し掲額。 

/27 副市長に申入れ、一般質問資料収集、一般質問通告書作成、長野広域連合議会 

の起案書外返信。市民からの議員活動に対する質疑応答。報道情報収集・整理。 

/28 9 月議会招集、全員協議会、本会議、全員協議会、予算決算特別委員会・総務 

文教分科会、総務文教委員会。 

/29  市民病院、県建設事務所、市農林課と協議 

/30 予算決算特別委員会・総務文教分科会現地視察、選管協議、村石県議と協議、 

湯ったり苑 

/31 森上小学校市議会社会見学に立ち合い。一般質問趣旨書提出、総務課協議 

 
〇今 9 月定例会一般質問が 9 月 4 日から 4 日間行われる関係で、小職の一般質問の結果を速

報でお伝えするために、会報発行日を 1 週間ずらしました。 
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