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佐藤寿三郎の議員活動詳報 
ことぶき月報 (No.242) 2018 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 12 月定例会】  

１．【私の議会内議員活動】 

須坂市議会 12 月定例会は 11 月 20 日招集され、事件決議８件、条例９件、補正 

予算８件が上程されました。会期は11月20日から12月11日までの22日間です。 

 

１） 議会運営委員会 

開議日時 平成 30 年 11 月 13 日 午前 9 時 30 分～11 時 50 分 
  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 12 月定例会議案等外 6 件 

 
開議日時 平成 30 年 11 月 20 日 

  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 12 月定例会の議案等 3 件の確認 

 
２）予算決算特別委員会 

開議日時 平成 30 年 11 月 20 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 各分科会への議案委任について 

 
３）インター周辺等開発特別委員会 

開議日時 平成 30 年 11 月 8 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 須坂長野東ＩＣ周辺周辺開発の進捗状況について 

 

４）全員協議会 

開議日時 平成 30 年 11 月 20 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 新教育委員二宮邦彦氏の就任あいさつ外 7 項目の周知。 

 

  ５）今定例会一般質問で私が取り上げた諸課題 

     今期議員任期最後の一般質問に臨んで、私は以下の 5 点に亘っての課題

を質しました。一般質問の内容や私の持論に対するご意見をお聞かせ下さ

い。 



１． ふるさと納税について 

 （１） ふるさと納税について 

 （２）  ふるさと納税・須坂市の台風被害りんご発送について 

【持論】須坂市は、台風により傷がついたリンゴをふるさと納税の返

礼品に加えたところ、全国から予想外の寄付を賜ったようで

す。ご支援下された方々に感謝を申し上げます。これこそが

将にふるさと納税の趣旨に則った寄付と感じます。 

ところで、ふるさと納税の制度と目的からすれば、返礼品は

不要であると思っています。総務省大臣が返礼品目安を 30～

40％と大臣通知を発する自体大いに疑義を感じます。返礼品は

各自治体の胸算用で処理されるに任せるべきだと思います。 

 

２． 行政の公正の確保と透明性の向上として 

（１） 須坂市のＰＤＦの入札情報漏洩対策は万全か  

【持論】入札の「予定価格」を入札者は誰しも知りたい情報と思えるが、

これがホームページのＰＤＦファイル資料から読み取れるとな

れば、入札の公平性が将に疑われる事態と言えます。 

アンファは許されません。法律行為の無効、取消しの効果を周

知徹底を図ることが行政の公正性を保てると思います。 

 

３.  最近の県内の経済状況について 

（１） 好景気と断定できない慢性的な人手不足の要因は何か 

（２） 国の外国人労働者受け入れ拡大をどうみるか 

   【持論】毎年、須坂から多数の 18 歳が都会に流出します。人生の目標を  

叶えるための巣立ちであり、これは古より繰り返す須坂で育った

若人が負う宿命です。大切なのは都会に出た若人が、学業を終え

た後にどの位この須坂に戻って来れるかです。 

 

昭和 30 年代から団塊世代の皆さんは、地元に居たくても働き 

場がなく、長男や跡取りを除いて都会に就職しました。然し地元

にも有力な企業が存在する昨今、高校を卒業して敢えて都会に出

る必要はないと感じます。 

 

今や県内の広域的範囲で、雇用の場があるならば、子孫らは  

郷里須坂で住み続けることは叶います。人口が減少し地方経済が

委縮する今こそ、有能な須高の青年を地元にとどまらせる施策が

必要と思います。更に、一旦郷里を離れて都会に出た学生たちも、

郷里に戻って来て所帯を持てるまちづくりが必要とか感じます

が如何ですか。 

 



４.  こどもは須坂の宝 

（１） 学校のエアコン設置について 

（２） 夏休みの延長論議について 

【持論】子どもの将来がその生まれ育った環境によって、左右される社 

会を許してはなりません。行政は財政的に許される最大限の恵

みを遍く子どもたちに注ぐべきと思っております。恵まれた環

境下で学業に勤しむことは大切なことだと思います。 

然し、恵ぐみが過剰であることが、果たして人材育成に資する

ものかは些か疑問に思います。親（保護者）としての責務と公（行

政・学校等の機関）としての、責務の分担が必要と感じています。 

 

     夏休みの期間は、長年学校が培ってきた文化と伝統更に地域と

の共創で練り上げられた宝珠と申せます。学校にエアコンが設置

されることも勘案して、徒に先走りする必要を感じません。 

 

５. 須坂市の喫緊の課題と将来像について 

（１） 須高地域で頻繁に発生する地震について 

（２） 地震発生における倒壊の恐れのあるブロック塀 

（３） 当市の都市計画におけるコンパクトシティの構築の進捗について  

（４） 須坂市景観条例について 

         【持論】 7 月 31 日から 11 月 12 日までに長野県北部で発生した地震を

ヤフーの地震情報で調べました。この間に、地震は 14 回ありその

うち 9 回が震源地を米子地籍或いは高山村にかかるもので、7 月

31 日は震度 3でした。松代群発地震がトラウマである団塊世代以

上の皆さんを代表して、「地震は怖い」ことを訴え続けます。 

 

          通学路に限らず市内の全てのブロック塀に関心を持たねばいけ

ないと思いますが、子どもたちが登下校する通学路に特化しての

改修費に対する補助金の支給は、如何に須坂市が「子どもは須坂

の宝」としての位置付けをしているかの証左と言えます。子供ら

に不慮の事故が襲いかかるも、これが防げるものであったならば、

大人の責務としてあがなえぬ被害が起きてからの後悔は許されな

いと思っています。子どもらは「やがて世の光とならん！」志を

持って素直に大きく育てねばなりません。誰しもが幸せになれる。

誰しもが努力すればその道で活躍できる夢を、地震や災害でその

夢を奪うことは、須坂にとっての大きな人財の損失であり、であ

れば市を挙げて、危険な構築物は排除する努力をせにゃいけんと

思います。 

 

人口減少、生産年齢人口の総人口の６割を割込み、高齢者が増  



大する今後の社会生活を維持するには、コンパクトシティの構築

こそが、市街地の空洞化を阻止しうるものと思われるが、青写真

に留まらず具体的な構想を立案して推進すべきと思います。 

 

まちづくりは、市民が一体となる意志と時間と財政的裏付けが 

あってはじめて完成するものと思います。都市計画は一にも二に

も継続する一貫した信念の下に進められますことを願うからです。 

 

 ２）今定例会の一般質問総括 

  今定例会で、17 名の議員が一般質問で登壇しました。 

     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 16 議員     〇福祉・環境問題 10 議員  

〇教育関係問題 5 議員   〇人口減少等時事問題 4 議員  

〇産業振興問題  4 議員  〇須坂市の活性化等 4 議員 

〇消費増税 2 議員 

 

３）須坂市都市計画審議会 

開議日時 平成 30 年 11 月 14 日午後 2 時～ 
  開議場所 市役所本庁舎 305 会議室 
  会議事項 １）須坂市都市計画マスタープランの改定について 
       ２）須坂長野東ＩＣ周辺周辺開発の進捗状況について 

 

４）須高市町村議会議員研修会  

開議日時 平成 30 年 11 月 5 日 
  研修場所 高山村保健福祉センター 
  研修内容  
      「長野地方連携中枢都市圏の現状と展望について」 

        講師  長野市長 加藤久雄 氏 

                        （講演資料あり） 

５）三会派議員有志に学習会 

開議日時 平成 30 年 11 月 13 日 
  開議場所 議会第 1 委員会室 
  協議事項 12 月議会に上程される議案と補正予算第 4 号の概括 
       今定例会における学習会の開催予定日の作成。 
 

６）【会派・無所属クラブの動き】 

開議日時 平成 30 年 11 月 2 日 
  開議場所 メセナホール 
  協議事項 諸般の情報交換。 

 

開議日時 平成 30 年 11 月 7 日 
  開議場所 会派室 
  協議事項 12 月定例会に関わる学習会開催日程について 
 



開議日時 平成 30 年 11 月 13 日 
  開議場所 会派室・第 1 委員会室 
  協議事項 ・本日開議された議会運営委員会の要旨報告 

・三会派の 12 月定例会上程議案、補正予算第 4 号の概要について 
 

２．長野広域連合議会 

開議日時 平成 30 年 11 月 16 日 
  開議場所 佐藤市議会議員事務所 
  協議内容 今定例会の委員会議事進行の打合せ 
 

開議日時 平成 30 年 11 月 20 日 
  開議場所 長野市議会議場 
  会議名  平成 30 年度定例会 
  上程議案 〇平成 30 年度老人福祉施設等運営事業特別会計補正予算 
       〇平成 30 年度ごみ処理施設事業特別会計補正予算 
       〇長野広域連合ごみ処理施設設置及び管理に管理に関する条例 
       〇長野広域連合一般廃棄物処理施設技術管理者の資格に関する 

条例  
         〇土地の買入れについて（Ｂ焼却走路施設建設事業用地） 
    上程認定 〇平成 29 年度一般会計・各特別会計決算の認定について 
    上記各議案については、原案を可決及び認定すべきものと決定しました。 

 

   〇副議長・委員長の任期満了に伴い改選が行われました。副議長に和田英幸（千

曲市）、総務委員長に中村直行議員（千曲市）、福祉環境委員長に佐藤壽三郎

議員（須坂市）が選出されました。 

 

３．【 私の議会外議員活動 】 

催名 須坂市戦没者追悼式 
期日 平成 30 年 11 月 2 日 

  場所 メセナ小ホール 
  内容 主催・須坂市の戦没者を追悼する催しに参列。須坂市遺族会会長小松 

嘉樹氏の「追悼の辞」は、戦死した父亡きあとの幼き日の自己の人生 
を語られた。私も幼くして父を亡くしたが、彼の語られる内容が真実 
であることもあって、わが身とオバーラップして頷くことしきりで、 

 涙を禁じ得なかった。 
 

催名 境沢町子ども神輿町内巡行 
期日 平成 30 年 11 月 3 日 

  場所 境沢町内全域  
  内容 境沢町の子どもたちが神輿を担いで、町内の各戸を巡行して、家内安

全・健康長久を呼び込むお祭りである。 
少年時代に、神輿を担いで町内ではなく、市内を各町の神輿が出揃 

って市内を巡行したことを思い出した。 
 

催名 第 35 回境沢町文化祭・町内功労者表彰式 



期日 平成 30 年 11 月 3 日 
  場所 境沢町公会堂 
  内容 境沢町が代々受け継ぐ区民挙げての文化祭である。昭和 63 年、平成元 

年の文化祭は境沢町公民分館長として、その任に充ったことことが懐 
かしい。 

        公会堂で来賓あいさつで壇上から場内をみるに、場内は役員と来賓

更に接待役の婦人会員で占められてて、主役。の区民が来場していな

い淋しさが目立った。これでは区長経験者の慰労会でしかない。区予

算を使っての区の行事である以上、一般区民が挙って参加できる企画

を考えなければならない。 

 

４． 陳情等に基づく現地調査 

10 月 14 日、幸高町住民より、幸高町の生コン会社三谷商事信越須坂支社前の

市道が、幹線市道とインター線を結ぶバイパス機能の道（凡そ 400ｍ）でありな

がら防犯灯が一つも設置されていなく、夜間は真っ暗で然も空き地が多い道であ

ることから、夜間は防犯上極めて危険な道と化すので、防犯灯の設置を市に陳情

されたい申出。⇒夜間に現況調査をした後に回答することを約束。夜間に調査し

ました。陳情趣旨に相違はありませんが、住宅戸数が僅か 2軒であることが気が

かりです。 

 

５.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 

181201 桜木町通りの景観計画に合致しない事案について まちづくり課 9/28 議活綴り 

㊟議活綴り：議会活動資料綴り 

 

６.【2018 年 11 月期・私が注目した報道の見出し備忘録 】12 月議会対策資料 

               報道情報整理日 11/1、3、5、9 14、22、24、30 

         報道の見出し 出展機関 月日 備 考 

総務文教委員会所管    

学校教育課    

重大事態」認識、自傷の半年後＝中１女子いじめ訴え―山梨・北

杜 

ＮＨＫ長野 11/1  

中学生自殺未遂いじめ調査せず 山梨・北杜市 ＮＨＫ山梨 11/1  

教職員の残業 依然８０時間超 ＮＨＫ長野 11/2  

夜間中学の教育費支援＝経済負担の実態調査へ―文科省 時事通信 11/2  

暴力受けた子ども支える学習会 ＮＨＫ長野 11/9  

虐待防止へ子育ての悩み電話相談 ＮＨＫ長野 11/8  

特別支援学校の冷房設置前倒しへ ＮＨＫ長野 11/14  

いじめ問題で第三者委報告書＝死亡との因果関係認めず―

東京都青梅市教委 

時事通信 11/14  



いじめ自殺で１０人処分＝退職の校長には寄付要請―新潟 時事通信 11/14  

いじめ自殺 当時担任ら懲戒処分 ＮＨＫ新潟 11/14  

生徒の遺族「処分が軽すぎる」 ＮＨＫ新潟 11/14  

特別支援学校へのエアコン設置前倒し 県検討 信濃毎日Ｗ 11/15  

他学級の通知表持ち出し廃棄＝「同僚困らせたい」教諭を停

職―横浜市教委 

時事通信 11/22  

    

子ども課    

幼保無償化「全額国費で」＝地方負担案に反発―全国市長会 時事通信 11/14  

幼児保育無償化、市長会が反発 地方への財政負担大きく 朝日新聞Ｄ 11/15  

幼保無償化、半年は国費＝地方負担、議論なお平行線―政府 時事通信 11/21  

県警と児童虐待で合同訓練＝埼玉県 時事通信 11/21  

    

総務課・危機管理係    

長野市など震度２  信濃町２ ＮＨＫ長野 11/5  

市長らの給与減額へ＝ウロック塀倒壊事故受け 大阪府高槻市 時事通信 11/5  

震度６強で「倒壊の危険性高い」858 棟 本社調査 日本経済ｗ 11/6  

長野市や須坂市などで震度１ ＮＨＫ長野 11/12  

入管法改正案 実習制度は置き去りか 信濃毎日ｗ1 11/24  

県の公文書管理 住民主権の理念に立って 信濃毎日ｗ 11/25  

焼岳 地震増え活動推移に注意を ＮＨＫ長野 11/24  

女性問題指摘の美祢市長、辞職否定＝議会は異例の流会―山口 時事通信 11/29  

防災ラジオ、全希望世帯に配布目指す＝津谷秋田県北秋田市長 時事通信 11/30  

女性問題報道の市長辞職へ＝「心配と迷惑掛けた」―愛知県尾張旭市 時事通信 11/28  

    

公務員等（士業を含む）の犯罪    

公文書偽造の疑いで元職員を告発 ＮＨＫ長野 11/1  

市立小職員を懲戒処分＝出退勤時間を不正に記録―東京都調布市 時事通信 11/14  

中学教諭酒気帯び運転で懲戒免職 ＮＨＫ長野 11/21  

万引き容疑で警部逮捕＝量販店で１万円相当―沖縄県警 時事通信 11/24  

男性脅し、示談書強要＝容疑で弁護士逮捕―大阪府警 時事通信 11/24  

万引きの５０代係長を停職＝大阪市 時事通信 11/30  

男性主事が金銭窃取で停職＝千葉県成田市消防本部 時事通信 11/29  

    

政策推進課    

３部局でも第三者委新設＝労組ヤミ専従問題で―神戸市 ＮＨＫ長野 11/1  

地方創生で研修＝首長ら対象に地域経営塾―ＪＩＡＭ ＮＨＫ長野 11/1  

御嶽海関に新設のスポーツ栄誉賞＝３日に表彰式―長野県木曽町 時事通信 11/2  

市職労、ヤミ専従認め陳謝＝３役５人が組合辞職―神戸市 時事通信 11/2  



地銀の収益に警戒感＝最短 5 年で課題直面―黒田日銀総裁 時事通信 11/5  

成人式は２０歳で継続＝大西高松市長 時事通信 11/8  

県内の倒産 １０月はことし最多 ＮＨＫ長野 11/9  

介護 5年で最大 6万人の外国人受け入れ 法務省が規模提示  日本経済Ｗ 11/14  

地域づくりの事例学び合う 須坂でフォーラム開幕 信濃毎日Ｗ 11/11  

「消費者態度指数」連続で悪化 ＮＨＫ長野 11/13  

人口減対策で自治体連携の深化を＝内外情勢調査会で講演

―柴橋岐阜市長 

時事通信 11/13  

ＧＤＰ、年１．２％減＝災害影響、２期ぶりマイナス―７～９月 時事通信 11/14  

戦後最長景気、海外にリスク ７～９月期マイナス成長 日本経済Ｗ 11/14  

景気判断据え置き、「緩やかに回復」 政府 11 月報告   日本経済ｗ 11/22  

増税対策 5%をポイント還元 9 カ月間 首相検討 日本経済ｗ 11/23  

「人手不足は大きな問題」＝入管法改正案衆院通過で―林横浜市長 時事通信 11/28  

「長野県営業本部」、来年４月に設置＝阿部知事 時事通信 11/29  

    

税務課     

有価証券報告書とは 年 1 億円以上の報酬に開示義務    日本経済ｗ 11/23  

    

議会事務局    

市議失職取り消しで意見書＝居住判断の説明要求―滋賀県野洲市議会 時事通信 11/1  

「年金暮らしジジイ」青森市議当選者、ツイッターで差別 朝日新聞Ⅾ 11/2  

生坂村で住民参加の模擬議会 ＮＨＫ長野 11/3  

「受かる気なかった」けど町議に当選 名前すら未掲載で 朝日新聞Ｄ 11/14  

議会のネット配信を開始へ＝栃木県足利市 時事通信 11/20  

会議録検索システムを刷新＝京都市議会 時事通信 11/28  

元市議のセクハラなどを認定＝第三者委が報告書提出―埼

玉県川越市議会 

時事通信 11/29  

    

福祉環境委員会所管    

福祉課    

福祉避難所 災害時機能に課題 ＮＨＫ長野 11/7  

生活保護受給者の文書紛失＝病名など１００人分―北海道釧路市 時事通信 11/22  

年金抑制なお課題 マクロ経済スライド、ようやく２度目の発動へ 日本経済ｗ 11/23  

    

健康づくり課    

子宮の移植 安全と倫理問題ないか 信濃毎日Ｗ 11/11  

優生手術 被害実態の検証機関を 信濃毎日Ｗ 11/11  

ノロウイルス食中毒注意報が発令 ＮＨＫ長野 11/14  

松本市が条例骨子案 「受動喫煙防止区域」設定 信濃毎日Ｗ 11/16  



「７５歳以上」高齢者定義を共有＝阿部知事と長野市長、松

本市長が懇談―長野 

時事通信 11/22  

高齢者「７５歳以上に」提言 知事「趣旨には賛同」 信濃毎日ｗ 11/23  

風疹流行で予防接種呼びかけ ＮＨＫ長野 11/24  

児童１００人超が胃腸炎＝ノロウイルスか、重症なし―奈良 時事通信 11/28  

    

市民課    

県内「点検商法」相談相次ぐ 本年度 床下だけで２３件 信濃毎日Ｗ 11/7  

県内の特殊詐欺阻止４１５件、最多に ９月末時点 信濃毎日Ｗ 11/8  

県内の特殊詐欺被害 目立つ「古典的」手口 信濃毎日Ｗ 11/10  

デマンド型乗り合いタクシー ＡＩが最適ルート 伊那市が実証実験 信濃毎日 11/19  

８０代女性から３１００万円詐取 ＮＨＫ長野 11/22  

    

経済建設委員会所管    

農林課・農委会    

長野市で初霜と初氷を観測 ＮＨＫ長野 11/1  

県内のコメの作柄「平年並み」 ＮＨＫ長野 11/1  

晩秋にセミ？ 長野・飯綱高原で鳴き声 信濃毎日Ｗ 11/10  

須坂市で特産りんご販売の催し ＮＨＫ長野 11/18  

    

産業連携開発課    

県の経済「緩やか回復」上方修正 ＮＨＫ長野 11/2  

若い働き手”で外国人依存進む ＮＨＫ長野 11/2  

７～９月ＧＤＰ、年率１．１％減＝災害で景気足踏み―民間１３社予測 時事通信 11/3  

高卒求人倍率 21 年ぶり 2倍超 ＮＨＫ長野 11/5  

成長率、７～９月期マイナスへ 年率 1.0％減 民間予想 日本経済Ｗ 11/6  

景気「緩やか拡大」１４か月連続 ＮＨＫ長野 11/6  

景気指数、２カ月ぶり悪化＝自然災害影響―内閣府 時事通信 11/7  

ＧＰＳ活用 松本空港への着陸 自動操縦で誘導 国交省

が導入検討 

信濃毎日Ｗ 11/7  

ミネベアミツミ、ユーシンと経営統合 １兆円超グループに 信濃毎日Ｗ 11/7  

実習生の調査 実態を覆い隠す不誠実 信濃毎日ｗ 11/19  

１０月の鉱工業生産２．９％プラス＝基調「緩やかに持ち直し」に上方修正 時事通信 11/30  

    

商業観光課    

道路河川課    

まちづくり課    

恒例のカピバラ温泉オープン ＮＨＫ長野 11/1  

空き店舗のリノベで融資利子補助＝深沢鳥取市長 時事通信 11/2  



カンガルーの赤ちゃん、元気に育て 須坂市動物園 信濃毎日Ｗ 11/16  

    

イオン・大型商業施設関係    

須坂の大型商業施設開発計画 民間主体で産業用地拡大 信濃毎日Ｗ 11/14  

水道局    

水道管破裂、約４８００戸で被害＝長野市 時事通信 11/13  

    

各ガソリン価格    

県内のガソリン価格 高値続く ＮＨＫ長野 11/1  

ガソリン価格１２週ぶり値下がり ＮＨＫ長野 11/7  

ガソリン価格 ２週連続値下がり ＮＨＫ長野 11/14  

ガソリン価格 ３週連続値下がり 158.5 円/ℓ ＮＨＫ長野 11/21  

    

国政    

北方領土交渉 首相は基本姿勢を語れ 信濃毎日Ｗ 11/16  

    

議員活動資料    

奨学金あっさり減額、心底驚いた 法律の知識が運命左右 朝日新聞 D 11/1  

外国人労働者受け入れ拡大どうみる 識者 2 人に聞く   日本経済ｗ 11/4 政策推進課 

    

 

【北信濃鏡】 

11/1 会報 10 月分総括し HP に搭載。行政書士業務:I 氏相続手続、湯っ蔵んど。報道 

情報収集・整理 

 /2 須坂市戦没者追悼式参列。会派会議、市内巡回、知人宅訪問、田本紹介番組視 
   聴、報道情報収集。 

/3 境沢町こども神輿、境沢町文化祭、会報編集、報道情報収集・整理 

/4 会報編集、恩師の健康伺い、報道情報収集 

/5 まちづくり課、健康福祉部長と協議、須高市町村議会議員研修会・懇親会（高 

山村）、報道情報収集・整理 

/6 報道情報収集、会報編集、湯ったり苑 報道情報収集 
/7 林業活性化議員連盟総会、インター周辺等開発特別委員会、若林健太臨時激励 

会（長野市）、報道情報収集 

/8  行政書士業務：相続手続き、湯っ蔵んど、報道情報収集 

/9 飯山出向（山﨑厚先生）、行政書士業務：ＳＤ、報道情報収集・整理 

/10 倅一家帰省、長野出向 湯ったり苑、報道情報収集 

/11 孫娘七五三参り（墨坂神社詣） 

/12 倅帰京、市民の陳情聴取、孫娘一家帰京・長野駅出向、報道情報収集 

/13 議会運営委員会、３会派学習会日程打合せ、議員間協議、次姉来宅、報道情報 

収集 

/14 行政書士業務、都計審会議、報道情報収集・整理 



/15 一般質問の資料整理、報道情報収集 

/16 長野広域連合事務局と下打合せ、孫娘ＮＨＫ出演、報道情報収集 

/17 湯っ蔵んど、山岸寿氏叙勲を祝う会、報道情報収集 

/18 長野出向（娘内祝）、小松裕先生激励会（国際 21）、報道情報収集 

/19 一般質問通告書作成、一般質問要旨書作成、湯っ蔵んど、報道情報収集 

/20 9 月定例会開会、議会運営委員会、全員協議会、本会議、予算決算特別委員会、 

総務文教分科会、総務文教委員会、3会派開議、湯っ蔵んど、報道情報収集 

/21  市民病院、一般市質問要旨訂正、報道情報収集 

/22 長野広域連合議会 9 月定例会開議・全員協議会、本会議、総務委員会、本会議、 

福祉環境委員会、本会議、全員協議会、散会。会議資料の整理。報道情報収集・ 

整理 

/23 一般質問の資料読込、会報編集、報道情報収集 

/24 散髪、一般質問資料読込、湯っ蔵んど、報道情報収集・整理 

/25 一般質問資料読込、報道情報収集 

/26 一般質問原稿確認、湯っ蔵んど、報道情報収集 

/27 一般質問初日  宮本・岡田・佐藤壽三郎・堀内各議員登壇、報道情報収集 

/28 一般質問 2 日目 浅井・古家・西沢・酒井各議員が登壇、報道情報収集 

/29 一般質問 3 日目 竹内・荒井・塩崎・久保田各議員が登壇、湯っ蔵んど、報道 

情報収集 

/30 一般質問最終日・石合・水越・岩田・霜田・宮坂各議員登壇、報道情報収集・ 

整理 

 

発行日 平成 30 年 11 月 30 日 
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