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【須坂市議会 9月定例会の顛末】  
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 6 件（1 件は台風 21 号による被害で追加）が上程されま

した。9月 26 日本会議が再開され、全ての議案を議了して 30 日間に亘った議会は

閉会されました。 
 

（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 

☆上記 2 件は、委員長報告のとおり可決 ⇔ 佐藤議員・賛成 
 

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 

☆上記 3 件は、委員長報告のとおり起立多数で可決  

⇔ 佐藤議員・賛成 
 

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 

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 

 ☆上記 2 件は、委員長報告のとおり賛成起立多数で可決 

☆佐藤議員・反対しました。 
 

     ≪反対理由≫  
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、社会的弱者と思われる市民を見守るのが

肝要と考える。市民のセーフティネットに資する事業である。この崇高な使

命であ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、市民を見守る社会福祉の観点から許してはならないと思料するからで

す。 



 

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 
〇予算現額 219 億 6641 万 165 円 支出済額 209 億 7911 万 7095 円 

 

   ☆上記１件は、委員長報告のとおり賛成起立多数で可決 

⇔ 佐藤議員・賛成 
 

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 
〇予算現額 67 億 2174 万 6 千円 支出済額 62 億 3410 万 2172 円 

 

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 
〇予算現額 865 万 1 千円 支出済額 817 万 2351 円 

 

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 
〇予算現額 42 億 9690 万 3 千円 支出済額円 41 億 9605 万 1566 円 

 

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 
〇予算現額 6億 884 万 3 千円 支出済額 6億 719 万 8161 円 

 

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 

      ◇収益的収入及び支出 
〇収入決算額 13 億 218 万 5 千円 支出決算額 10 億 7096 万 1 千円 

          ◇資本的収入及び支出 
〇収入決算額 9201 万 3 千円 支出決算額 6 億 7522 万 8 千円 

 

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 

◇収益的収入及び支出 
〇収入決算額 21 億 4826 万 8 千円 支出決算額 17 億 8415 万 1 千円 

◇資本的収入及び支出 
〇収入決算額 9億 7556 万 6 千円 支出決算額 16 億 8567 万 4 千円 

 

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 

◇収益的収入及び支出 
〇収入決算額 158 万 8 千円 支出決算額 204 万 7 千円 

◇資本的収入及び支出 
〇収入決算額 ０円 支出決算額 ０円 

☆上記 7 件は、委員長報告のとおり可決 ⇔ 佐藤議員・賛成 

 

４） 補正予算 ６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 

                補正予算額 4 億 952 万円 
       

☆59 号の内容は、平成 32 年度に会計年度任用職員制度に移行するに

伴い、非正規職員が担う業務を包括的業務委託として外部委託が可

能かを調査する補正額 32 万４千円額です。 



これに対する修正案が提出され、採決の結果 

☆上記修正案を賛成起立多数で可決  ⇔ 佐藤議員・修正案賛成 
 

         ≪佐藤壽三郎修正案賛成の理由≫ 
    私はご承知のとおり民営論推進論者であります。 

思うに民主主義とは、選挙で選ばれた市長と議員が政策の意思決定をし

て、市長が決定した政策を忠実に執行すべく市職員を指揮・監督する。必

然、職員採用試験を合格するという、一定の能力者を選択する手段を経た

後に採用されるものであり、様々な事務を通じて市の事業は執行されるこ

とを原則とします。 
であれば、年次に亘る非正規職員（嘱託職員や臨時職員）は、あくまで

も「考察を要しない事務処理」に当たり、然も労働内容も勤務時間も極め

て臨時的な作業に留める。」が原則であい、「考察を要する事務処理」や「特

に考察を要する事務処理」は、厳格に正規職員を以て携わるべきものであ

ると考えます。 
 

私は平成 11 年の市議会議員選挙において、「民間で出来る仕事は民間に 

開放し、小さな市役所をめざしましょう!」と、職員の 200 名削減を提唱し

ました。爾来 20 年間唱え続けて平成 29 年 4 月までに 139 名の正規職員削減

が叶いました。 
 

ところで、地方分権が推進されることは、各々の自治体が自立することで

あります。須坂市は自立していくための財政的基盤を確立して、はじめて真

の地方主権は実現すると信じます。須坂市は、速やかに公共事業のうち、以

下に示す部署の大部分を民営化し、市民の働き方の様々なパターンを活用す

るためにも、これらの事業を解放し、非正規職員（嘱託職員や臨時職員）と

して雇用されている市民を移行すべきです。市民は民営化された事業に就労

し、民間の力とやりがいのある仕事選びが出来、仕事に誇りが持てる日々を

おくれる。このことにより須坂の経済効果も活性化され、この相乗効果とし

て、他市の人々をこの須坂に呼び入れることにつながれば、須坂市は人の動

きに伴って財政的にも増幅され、須坂市は地力のある自治体に変貌すると思

います。 
 

具体的には、すべての福祉事業、子ども課傘下の保育園等、市民体育館等

の施設、メセナホール、中央公民館をはじめその傘下にあるすべての地域公

民館、すざか女性未来館、児童館など。更に生涯学習スポーツ課傘下にある、

図書館、博物館、生涯学習センター。学校給食センター。臥竜公園管理事務

所の運用や公共施設管理も民営化とすることを提唱します。これらの事業は、

官より民間のきめ細かなノウハウを導入すべきであります。民間人が培った

民意の活用の場とすべきです。 

 

須坂市自身が機構改革、組織改革を通してスリム化を図り、民営化によっ

て市民の雇用の場の拡大が叶えば、須坂はもっと笑顔な町になるでしょう。

民営化の促進と小さな行政庁の協調こそが、須坂市が他の市に先駆け、地方

の時代をリードする自治体になれると考えます。 

 

修正案提案者が何れも市職ＯＢであることに、素直に同調することを躊躇



しました。なぜならば、提案者の意図する本意は私の構想とは、当然異なると

推測されるからですが、敢えて「同床異夢」と割り切りました。 
 

何故なら、修正案提出は会派無所属クラブと共に学習会を開いている仲間

たちで、独自で提出しようと決した経緯があるからです。私にとっては民営化

論を唱える絶好の機会を得たと思っており、渡りに舟の感もありました。 

 

私は正規職員と非正規職員を十把一絡げにする「会計年度任用職員制度」

は反対です。これは職員採用試験制度を骨抜きにする何ものでもなく、且つ公

共事業の民営化推進にブレーキをかけるものであり、その妥協を許すことはで

きません。市役所の行政サービス事業の肥大化とこれに伴っての非正規職員を

比例しての増員は是認できません。市役所の肥大化ではなく、肥大する事業の

うち、民間で出来る仕事は民間に開放し、市正規職員のスリム化を図るべしと

考えれば、自ずから原案を認めることはできません。よって反対の意思を示し

ました。 

     ☆修正案を除く原案を全員起立で可決 ⇔ 佐藤議員・賛成 
 

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 

        補正予算額 1 億 6816 万 9 千円 
 

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 

 補正予算額 44 万 5千円 
 

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 

        補正予算額 1 億 1603 万２千円 
 

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 

        補正予算額 540 万 6千円 
 

議案第 64 号  平成 30 年度須坂市一般会計補正予算第 3号 

        補正予算額 302 万４千円 
        

☆上記５件は、委員長報告のとおり全員起立で可決 ⇔ 佐藤議員・賛成 

 

    同意第  3 号 教育委員会委員の任命について 

            須坂市大字小河原 

             二ノ宮 邦彦 

☆原案のとおり同意する。⇔ 佐藤議員・同意 
 

    諮問第  1 号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。 
 

             須坂市大字須坂 

                           藤井 壽美男 
             

             須坂市大字小島 

              依田 浩明 
               

             須坂市大字中島 

              嶋倉 徳子 



 

☆何れも異議なき旨を答申すると決した。⇔ 佐藤議員・異議なし 

 

    意見書第 5 号  主要農産物種子法の復活を求める意見書 

☆委員長報告のとおり可決 ⇔ 佐藤議員・賛成 
 

    意見書第6号 学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める 

意見書 

☆委員長報告のとおり可決 ⇔ 佐藤議員・賛成 
 

（２）今議会の予算決算特別委員会分科会で出された「平成 29 年度決算認定」審査 

における各分会長報告で私が注目した事業結果の手控え 

   １）総務名の香文教委員会 

開議日時 平成 30 年 9 月 14、18 日・開議場所 議会第 4 委員会室 
  Ｑ：消火栓維持管理事業で、、消火栓 22 基は新設か？ 
  Ａ：新設である。平成 29 年 4 月 1 日現在、市内の消火栓は 2,367 基あり、そ

のうち 734 基が地上式である。消火栓は施設替え工事の際、近隣の方の

協力を得て土地を確保できた場合は地上式に変更する。 
 

  Ｑ：教育奨励事業で、峰の原自然体験学習事業の内容とその成果について。 
  Ａ：賃金の内容は、サポート下さる方の賃金。自動車借上げ料、バスの借上

げ料、ペンションの借上げ料である。 
成果として、児童が峰の原で一泊してすばらしさを体験できた。初め 
て仲間と共に一晩を共にしえた等と好評であった。 

 

Ｑ：家庭児童相談事業で、児童虐待に関する相談について増加傾向なのか？ 
  Ａ：増加傾向にある。すぐに解決するということは困難な場合が多いが、子

どもと直接かかわっている保育園、学校などと情報共有し見守っていく。 
 

  Ｑ：ふるさと信州須坂の集いで、須坂市出身の方が参加対象ということだが、

近隣（小布施町・高山村出身者）などは参加されていないのか。 
  Ａ：毎年 80 人前後の方に参加いただいている。須坂市にゆかりのある方にも

参加いただいている。 
 

  Ｑ：還付未済になった金員の保管方法は、どのように処理されるのか？ 
  Ａ：5 年間はこのまま市で保管することになる。その後、法務局に供託する

方法があります。市町村によっては、雑入に繰り入れしているケースもあ

りますので、県内他市の事例もお聞きして処置については検討する。 
 

２）経済建設委員会 

開議日時 平成 30 年 9 月 12、13 日。開議場所 議会第 4 委員会室 
  Ｑ：住宅耐震改修事業で、耐震診断を実施した７件についての対応につい 

て。 
  Ａ：耐震診断の結果をお知らせし、改修の補助金の説明等を行いました。 

   

３）福祉環境委員会 

開議日時 平成 30 年 9 月 10、11 日。開議場所 議会第 4 委員会室 
  Ｑ：ごみ減量・再資源化事業で、可燃ごみ・不燃ごみ共に排出量が前年度よ 

り増えている。ごみ減量化のために何をして来たか。 



  Ａ：平成 29 年は増えた。今後も減量運動推進活動を継続することにより、減 
量化を図りたい。 

 

  Ｑ：福祉タクシー運行  管理事業で、委託先である須坂観光タクシー㈱が 
廃業した後の対応について。 

  Ａ：中野市のＮＰＯ法人長野コアラに委託し、タクシー利用料金助成券給付 
事業を継続実施している。 

   

（３）  今議会に上程された一般会計・補正予算第２号における、予算決算特別委

員会分科会での私が注目した質疑と答弁手控え 

   １）総務文教委員会 

開議日時 平成 30 年 9 月 14、18 日。開議場所 議会第 4 委員会室 
  Ｑ：小中学校のエアコンの設計委託料について、文部科学省は来年度補助を 

認めるような、内示或いは通達はあったのか？ 
  Ａ：具体的にはない。 

 

  Ｑ：包括的業務委託基礎調査業務委託料について。 
  Ａ：正規職員でなければできない業務とそうでない業務の仕分けを外部に出 

せるかを専門業者と共に検討して行く必要がある。 
 

Ｑ：広聴広報事業で、ドローンの購入と操縦の訓練について。 
  Ａ：体育館での一日の学科と実技の講習で取得可能であるらしい。 

 
２）経済建設委員会 

開議日時 平成 30 年 9 月 12、13 日。開議場所 議会第 4 委員会室 
  Ｑ：農道・水路補修事業で、竜ヶ池の防水シート補修だが、工事場所と工事 

時期について。 
  Ａ：〇工事場所は臥竜橋付近を検討している。 

〇工事時期は 3 月頃を検討している。 
   

  Ｑ：河川管理事業で、山崎川（山埼用水）の河畔整備についての工事内容と 
工事場所について。 

  Ａ：坂田町の風の子保育園から、田中本家北側の縁、旧富士通、市民体育館 
へと鎌田山沿いに下流に向けて樹木の伐採を計画している。 

 

Ｑ：豊丘ダムの堰堤改良事業について。 
  Ａ：ダム管理用制御処理設備の更新を行う。  

 

３）福祉環境委員会 

開議日時 平成 30 年 9 月 10、11 日・開議場所 議会第 4 委員会室 
  Ｑ：健康診査事業で、各種保険診査の申込書の配布について、保健補導員会 

を通じての配布をやめて郵送するとしているが、地域住民の状況を保険 

補導員が分かりづらくなるという危惧はないか。 
  Ａ：保健補導員と地域の住民の方との交流をしまうわけにはいきませんので、 

地域を知る別の機会が考えられ行くと思われる。 
 

（４） 議会運営委員会 

開議日時 平成 30 年９月 5 日 9 時～ 



  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 台風 21 号の被害報告を受ける。 

 

開議日時 平成 30 年 9 月 21 日 9 時～ 
  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 追加議案・一般会計補正予算第 3 号の提出について外。 

 

開議日時 平成 30 年 9 月 26 日 9 時～ 
  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 9 月定例会最終日に関わる 
       1.追加議案等について。 
       2.本日の議事日程及び議案の取扱いについて。 
       3.タブレット端末導入に向けた検討最終報告外。 

 

（５） 予算決算特別委員会 

開議日時 平成 30 年 9 月 21 日時～12 時 30 分 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 １．議案第 64 号 平成 30 年度須坂市一般会計補正予算第 3 号を

審査に付し、採決の結果、原案のとおり可決すべきと決した。 
 

       ２．各分科会報告、報告に対する質疑、議案に対する意見、討議・

討論採決を諮った。 
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 

       ついては、何れも原案とおり認定すべきものと決した。 
 

補正予算 5 件について。 

議案第 59 号 平成 30 年度須坂市一般会計補正予算第２号 

については、修正案が提出され、修正案に対する質疑、意見、

討議・討論採決を諮り採決した結果、賛成多数で修正案を可決

した。 

 修正案を除く補正予算案は、原案とおり可決すべきと決定。 

 



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 

           上記 4 件は、何れも原案とおり可決すべきと決した。 

 
（６） インター周辺等開発特別委員会 

開議日時 平成 30 年 9 月 25 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  報告事項 〇中澤正直副市長、滝沢健一まちづくり課長より地域未来投資促 

進法に関わる事業申請の進捗状況の説明を受けた。  
  講演   〇須坂市のまちづくりに寄せて ～笑顔が広がるまちづくり～ 
        講師:国際航業株式会社 
           地域計画グループ 都市計画担当課長 宮野 貴 氏 

           

（７）全員協議会 

開議日時 平成 30 年 9 月 21 日 9 時 30 分～ 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 追加議案・一般会計補正予算第 3 号の上程について。 

 

開議日時 平成 30 年 9 月 26 日 9 時 45 分～ 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 1.追加議案等について 
       2.本日の議事日程及び議案の取扱いについて 
       3.追加議案の等の説明 

 

（８）会派代表者会議 

開議日時 平成 30 年 9 月 4 日 
  開議場所 正副議長室 
  協議事項 ①教育委員の任命候補者 1 名 
       ②人権擁護委員の任命候補者 3 名 
       ③9 月 5 日の議会運営委員会開議のため、一般質問開始の遅延。 

 

（９）3会派＋1の学習会 

開議日時 平成 30 年 9 月 8 日 
  開議場所 議会第 1 委員会室 
  協議事項 上程議案の全ての質疑事項の洗い出しを行い、各自が所属する予 

算決算特別委員会分科会並びに常任委員会で之を質す。 
 

開議日時 平成 30 年 9 月 20 日 
  開議場所 議会第 1 委員会室 
  協議事項 各委員会審査結果に対する報告と再協議. 

 

開議日時 平成 30 年 9 月 21 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委員会審査結果対する検討。 

 

３．【 私の議会外議員活動 】 

  9/29 議員活動報告の配布・配信。議員報告会の開催のご案内を配信しました。 
     

４．【長野県知事選挙結果】  

   平成 30 年 8 月 5 日投票の第 20 回県知事選は、全県に知名度のある現知事の阿

部守一氏が 635,365 票を獲得され、無所属で新人候補（元上田市議会議員）金井

忠一氏（得票 110,930 票）を破り３選を果たされました。 

   須坂市の得票は、阿部守一氏 14,373 票、金井忠一氏 2,227 票、無効票 139 票、

投票率 39.76％（先回・39.31％）でした。 
 

５．【市立墨坂中学校開校 60周年記念式典が挙行され参加しました】  

   平成 30 年 9 月 29 日、市立墨坂中学校創立 60 周年記念式典・記念祝賀会が挙行

され、出席しました。 

   〇記念式典は体育館で、在校生、三木正夫市長、堀内孝人県議会議員、佐藤壽

三郎市議会議員外 5名、通学区 20 町区の区長、歴代 PTA 役員、本年度 PTA 役

員の皆様方、三溝清洋学校長以下職員の皆様、保護者の皆様等が参加され、

厳かに記念祝典が進められました。その後、合唱部、吹奏楽部の演奏が披露

され、全員で校歌を歌い閉会しました。 

   〇記念祝賀会は、須坂迎賓館に会場を移し、古川剛実行委員長挨拶、三溝学校

長挨拶、来賓祝辞（中澤正直副市長、村石正郎県議会議員、佐藤壽三郎市議

会議員）、中島俊孝同窓会長の乾杯のご発声で祝宴に入り歓談に入りました。

万歳は小林雅彦市教育長の音頭で万歳三唱をした後に散会いたしました。 
 

６. 【須坂の街から】 今や百歳時代です。市民で 100 歳以上の高齢医者は 40 人 

   長野県内に住む 100 歳以上の高齢者は 9 月 1 日時点で、1727 人（男性 220 人、

女性 1507 人）で過去最高とか。 

   ◇須坂市に住まれる 100 歳以上の高齢者は 9月 1 日時点で、40人（男性 4人、

女性 36 人）。内訳、100 歳 18 人（男性 2人、女性 16人）。101 歳 7 人（男性 1

人、女性 6人）。102 歳 9 人（男性 1人、女性 8人）。103 歳 3 人（女性 3人）。

104 歳 2 人（女性 2人）。105 歳１人（女性１人）。 
 

７. 【会派・無所属クラブの動き】 

開議日時 平成 30 年９月 5 日 
  開議場所 会派室 
  協議事項 議会運営委員会の報告と意見調整 

 

開議日時 平成 30 年 9 月 8 日 
  開議場所 会派室 
  協議事項 3会派＋1学習会での意見調整 

 

開議日時 平成 30 年 9 月 20 日 
  開議場所 議会第 1 委員会室 
  協議事項 各委員会審査結果に対する意見調整 

 

開議日時 平成 30 年 9 月 21 日 
  開議場所 会派室 



  協議事項 追加議案・一般会計補正予算第 3 号に関わる意見調整 
 

開議日時 平成 30 年 9 月 26 日 
  開議場所 会派室 
  協議事項 9 月定例会最終日の採決に関わる意見調整 
 

開議日時 平成 30 年 9 月 28 日 
  開議場所 書面回覧 
  協議事項 議員提出に関わるマニアル原案の意見調整。 
       

８.【 9 月議会に提出された資料一覧 】  
文書番号        文   書   名 提出機関 配布日付 保管綴り 

1809-20 予算決算特別委員会現地調査資料 議会事務局 8/30 議活綴り 

1809-21 株式会社須坂スクールランチサービス会社概要 学校教育課 8/29 議活綴り 

1809-22 予算決算特別委員会診査に係る資料 総務課 9/6 議活綴り 

1809-23 長野広域連合・須坂荘の民営化 健康福祉部 9/14 議活綴り 

1809-24 信州須坂ハーフマラソンについて 生涯学習スポ 9/14 議活綴り 

1809-25 旧須坂青年の家について 生涯学習スポ 9/14 議活綴り 

1809-26 須坂市文書館の一般利用について 生涯学習スポ 9/14 議活綴り 

1809-27 地域活性化事業活動費 商業観光課 9/14 議活綴り 

1809-28 台風 21 号農作物被害状況 農林課 9/14 議活綴り 

1809-29 H29 年度町別人権同和問題学習会一覧表 中央公民館 9/14 議活綴り 

1809-30 タブレット端末導入に向けた検討最終報告書 議会運営委員会 9/26 議活綴り 

1809-31 教育標準時間認定の子ども 子ども課 9/18 議活綴り 

1809-32 公立保育園全園での「信州型自然保育」認定申請 子ども課 9/18 議活綴り 

1809-33 学校急ｈ測センター建設における経過等について 学校教育課 9/18 議活綴り 

㊟議活綴り：議会活動資料綴り、長野広域：長野広域連合綴り 

 

９.【2018 年 9 月・私が注目した報道の見出し備忘録 12 月議会対策 9/2 日以降 

                          報道情報収集最終日 9/30 

         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    

防災ヘリ運行再開後初の救助活動 ＮＨＫ長野 9/17  

    

学校教育課    

学校にエアコン「積極的に」７８％ 県民世論調査 信濃毎日 9/3  

学校の働き方改革 来年１月に一律の方針 信濃毎日ｗ 9/12  

学力テスト 弊害を生むばかりだ 信濃毎日ｗ 9/19  

「ネットで知り合った人と実際会った」小学生１１７人 中学

生７７人 松本で調査 
信濃毎日ｗ 9/25  

小中学校でいじめの定義狭く解釈 ＮＨＫ長野 9/26  

    

子ども課    

児童虐待防止へ 県と警察が協定 ＮＨＫ長野 9/20  

    



人権同和教育課    

県内で新たに１３人強制不妊手術 ＮＨＫ長野 9/21  

    

総務課・危機管理係    

須坂市のぶどう畑に倉庫が直撃 ＮＨＫ長野 9/5  

台風から一夜 県内各地で被害 ＮＨＫ長野 9/5  

台風 須坂市ではりんごの被害 ＮＨＫ長野 9/5  

台風２１号 県内でも避難やけが人 信濃毎日ｗ 9/5  

（大北森林組合）補助金不正 県が元専務を提訴へ ＮＨＫ長野 9/27  

借金返済で文書偽造 懲戒処分 ＮＨＫ長野 9/26  

台風２４号 県内には３０日夜から１日未明にかけて接近、通過 信濃毎日ｗ 9/29  

    

政策推進課    

景気「緩やか拡大」１２か月連続 ＮＨＫ長野 9/6  

台風２１号 落果被害で「ふるさと納税」返礼品から果実除外も 信濃毎日 9/7  

４～６月期ＧＤＰ上方修正で年率３％増 設備投資が好調 朝日新聞Ｄ 9/10  

県内全１１市町村見直しへ 返礼品巡り総務省通知 信濃毎日ｗ 9/12  

県内企業の景況感３期ぶりプラス ＮＨＫ長野 9/13  

リーマン１０年 格差拡大を見過ごすな【社説】 信濃毎日ｗ 9/15  

世界の債務 10 年で 4 割増、リーマン危機 10 年 日本経済ｗ 9/15  

ふるさと納税 返礼品は直ちに廃止を【社説】 信濃毎日ｗ 9/16  

ふるさと納税の返礼品規制 変更迫られた自治体は恨み節 朝日新聞Ｄ 9/19  

「地方の反乱」うなだれる安倍陣営 圧勝意識し反発招く 朝日新聞Ｄ 9/20  

日銀、展望開けぬ消耗戦 長短金利操作から２年 日本経済ｗ 9/21  
「ふるさと納税」成功しすぎで総務省は許せない？ 制度見直しの真意とは  MONEY VOICE 9/20  

ふるさと納税見直しに反論 返礼品１千種類の泉佐野市長 朝日新聞Ｄ 9/28  

    

財政課    

千曲市 ＰＤＦから予定価格漏えい 信濃毎日ｗ 9/29  

税務課     

森林税 基金残高５億２０００万円 県、第３期から使途拡大 信濃毎日ｗ 9/11 農林課とｗり 

県内の地価 下落幅が縮小 ＮＨＫ長野 9/18  

    

選管事務局    

知事選 １０代投票率３０％余 ＮＨＫ長野 9/19  

塩尻市長選 小口氏が５選 ＮＨＫ長野 9/24  

    

議会事務局    

当選するたびスーツ新調３０万円 町議会が補助取りやめ 朝日新聞Ｄ 9/15  

女性議員どう増やす 「議会に育休・介護休」声多く 信濃毎日ｗ 9/16  

性的少数者の人権保護 伊那市会が請願採択 信濃毎日ｗ 9/19  

千曲市議会 車券売場の請願採択 ＮＨＫ長野 9/21  

競輪の場外車券売り場計画 千曲市会「設置」意見書可決 信濃毎日ｗ 9/22  

福祉環境委員会所管    

    



福祉課    

生活保護費不正受給で夫婦逮捕 ＮＨＫ長野 9/6  

    

高齢者福祉課    

１００歳以上６万９７８５人 ４８年連続増、女性が８８％ 信濃毎日ｗ 9/14  

    

健康づくり課    

優生手術 形だけでない補償を 社説 信濃毎日ｗ 9/9  

風疹感染 県内も新たに５例確認 ＮＨＫ長野 9/12  

県内の百歳以上 1727 人（男性 220 人、女性 1507 人） ＮＨＫ長野 9/14  

須坂産果物・野菜でスムージーを ＮＨＫ長野 9/18  

高齢者「７５歳以上」に 長野・松本市長が共同提言へ 信濃毎日ｗ 9/19  

高齢者の定義 ７５歳以上に提言 ＮＨＫ長野 9/21  

新たながん治療「ＣＡＲ−Ｔ細胞療法」 信大、実用化へ伊

那に国内拠点 

信濃毎日ｗ 9/21  

旧優生保護法下 不妊手術記録９施設１３人 県が調査結果まとめ報告 信濃毎日ｗ 9/22  

長野県内 「介護看護離職」 全国２位に ＮＨＫ長野 9/24  

６７歳以上の医療費完全無料化 原村の検討委、制度見直し案答申 信濃毎日ｗ 9/29  

    

市民課    

抱っこで自転車、悲劇生んだ 子ども死亡、母を書類送検 朝日新聞Ｄ 9/15  

在留外国人２６３万人、過去最多に 総人口の２％ 朝日新聞Ｄ 9/19  

    

経済建設委員会所管    

農林課・農委会    

台風 21 号通過から 1 週間・農業被害の影響続く 信越放送 9/11  

台風被害の支援を須坂市に要望 ＮＨＫ長野 9/11  

森林税 基金残高５億２０００万円 県、第３期から使途拡大 信濃毎日ｗ 9/11 税務課とＷり 

須坂市農業委員会、市に支援要望 台風 21号果樹への被害受け 信濃毎日 9/12 迅速な対応を 

長野県森林づくり指針の概要 長野県 9/12 使途拡大反対 

巨峰たわわ 須坂で露地物の出荷ピーク 信濃毎日ｗ 9/13  

新ぶどう「クイーンルージュ」 ＮＨＫ長野 9/21  

佐久穂のメガソーラー計画、災害懸念「事業中止も」 県

アセス技術委が意見案で合意 

信濃毎日ｗ 9/21  

    

産業連携開発課    

有効求人倍率引き続き高水準 ＮＨＫ長野 9/1  

多様な働き方認証 １００社突破 ＮＨＫ長野 9/9  

「退職認めない」 悪質な慰留横行、解雇相談上回る   日本経済ｗ 9/18  

かぶちゃん農園、整理解雇を通知 対象は５０人前後 信濃毎日ｗ 9/21  

県内企業 人手不足感が高水準 企業割合 55％ ＮＨＫ長野 9/27  

有効求人倍率 引き続き高水準 ＮＨＫ長野 9/28  

    

商業観光課    

「サントリー天然水」 大町でも生産へ 信濃毎日ｗ 9/8  



白駒池」表記を地元で呼ぶ「白駒の池」に 佐久穂と小海

両町、国土地理院に申請検討 

信濃毎日ｗ 9/23  

    

道路河川課    

まちづくり課    

空き家予備軍、東名阪に 330 万戸 高齢者だけ居住   日本経済ｗ 9/16 6/22 搭載 

    

県内ガソリン価格    

県内のガソリン価格 高値続く 155.5/ℓ ＮＨＫ長野 9/9  

レギュラーガソリンことし最高値 156 円/ℓ ＮＨＫ長野 9/13  

ガソリン価格 ことしの最高値 157.7 円/ℓ ＮＨＫ長野 9/21  

ガソリン価格ことしの最高値更新 157.9 円/ℓ ＮＨＫ長野 9/28  

    

国政    

森友加計対応の評価、安倍氏と石破氏に差 朝日東大調査 朝日新聞Ｄ 9/9  

「思いついた」としてちゃぶ台還すプーチン氏 積年のいら立ち 朝日新聞Ｄ 9/13  

「パワハラと言われたらおしまい」石破派・山本会長代行 朝日新聞Ｄ 9/18  

国会のあり方って？ 森友・加計、解明不十分 朝日新聞Ｄ 9/24  

ＴＡＧ「トランプ・安倍両氏のごまかし」 国民・玉木氏 朝日新聞Ｄ 9/30  

    

県政    

県に管理徹底求める意見 大北森林組合事業巡り改革推進委 信濃毎日ｗ 9/12  

補正予算案にエアコン設置費など ＮＨＫ長野 9/20  

森林税 観光など使いみち拡大へ ＮＨＫ長野 9/21  

エアコン設置など県が補正予算案 ＮＨＫ長野 9/26  

    

経済    

リーマン１０年 格差拡大を見過ごすな【社説】 信濃毎日ｗ 9/15  

世界の債務 10 年で 4 割増、リーマン危機 10 年 日本経済ｗ 9/15  

    

北海道地震・震度７関連記事    

北海道安平町で震度６強 ＮＨＫ札幌 8/6  

札幌市 避難所１２か所開設 ＮＨＫ札幌 8/6  

自衛隊 ４町に２４００人派遣 ＮＨＫ札幌 8/6  

なぜ北海道全域で停電したか？ ＮＨＫ札幌 8/6  

 

10．【壽会佐藤壽三郎後援会】  
 

～ 第 23 回 佐藤壽三郎議員活動報告会開催のご案内 ～ 
 

  来る 10 月 14 日午後 1 時より、境沢町公会堂におきまして、佐藤壽三郎議員活動

報告会を開催いたします。須坂市長 三木正夫氏の講演。財政課長、まちづくり課長

による、須坂の財政の諸課題、大型商業施設招致の進捗状況等の説明。佐藤壽三郎

議員のこの 4 年間の議員活動の総括をさせて頂きます。奮ってご来場ください。 
  

※資料作成の都合上、ご参加される方は 9月 10 日までにご一報下さい。 



 

【北信濃鏡】 

6/1  長野市に出向く。報道情報収集・整理 

   /2 11 時 倅一家帰京。 

/3 9 時 総括質疑（2会派）。報道情報収集・整理 

/4 10 時 一般質問 酒井、岡田、佐藤、古家の各議員が登壇 

/5 10 時 一般質問 宮本、浅井、北澤、荒井の各議員が登壇、報道情報収集 

/6 10 時 一般質問 西澤、水越、久保田、石合の各議員が登壇、報道情報収集・

整理 

/7 10 時 一般質問 岩田、織内、竹内の各議員が登壇。 

/8 9 時 2 会派主催の学習会～14 時、報道情報収集・整理 

/9 9 時 会報概報編集・配信、17時もみじ荘。 

/10 予算決算特別委員会・福祉環境分科会、会報詳報編集、長野建設事務所建築課：

宅地建物取引業免許更新手続き。報道情報収集・整理 

/11 福祉環境委員会、9時 定期健康診断、報道情報収集・整理。 

/12 予算決算特別委員会・経済建設分科会審査。G：S氏と協議、報道情報収集 

/13 経済建設委員会、総務文教委員会関係資料の読込。 

/14 9 時 予算決算特別委員会・総務文教分科会、総務文教委員会審査、懇親会 

/15 PC アクシデント発生で操作不能。湯ったり苑、報道情報収集・整理。 

/16 報道情報収集・整理 

/17 15 時 境沢町敬老祝賀会～16 時 30 分。メールマガジン配信。報道情報収集 

/18 9 時 予算決算特別委員会・総務文教分科会 ～17 時 30 分 18 懇親会・くろい 

   わ 21 時 湯ったり苑。 

/19 9 時 市民病院。14 時 墨坂中学校教頭、校長と協議。16 時 市理事者と協議。

報道情報収集・整理。 

/20 9 時 議会 3会派＋１学習会 

/21 9 時 議会運営委員会、9時 30 分 全員協議会、10時 予算決算特別委員会 

/22 0 時 51 分地震発生・米子震源か？震度１。親類懇談会。報道情報収集・整理。 

/23 会報編集、報道情報収集・整理 

/24 報道情報収集・整理、会報編集、湯っ蔵んど 

/25 10 時 インター周辺等開発特別委員会、湯っ蔵んど 

/26 9 時～ 議会運営委員会、全員協議会、本会議、議会閉会、市理事と協議、議会

運営委員会～13 時 30 分。市民相談、G Ｔ氏農振除外ＯＫの内示、報道情報収

集・整理、会報 240 号編集。 

/27 9 時～会報編集、議員報告会案内通知配信、市民相談 

/28 会派・持ち回り協議。時事通信と会費の件で合意。職員派遣要請の申立。 

議会事務局と協議。町内巡回、名簿整理、湯っ蔵んど。 

/29  会報配信。報道情報収集・整理。墨坂中学校開校 60 周年記念式典、祝賀会に 

参加。ｗｆ新潟出向 

/30 9 時～会報詳報版編集、報道情報収集・整理。台風 24 号の進路が昭和 34年 9 

月 26 日襲来の伊勢湾台風に似ているとの報道。 
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