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【須坂市議会令和 2年 12 月定例会が招集されました】 

１．【私の議会内議員活動】 

令和 2年 12 月定例議会は、11月 24 日招集され開会いたしました。 

上程された議案は、事件決議 20 件、条例 20 件、補正予算 5件、請願 1 件で 

す。議案の委員会審査結果並びに本会の議決結果につきましては、次号月報№267 

  でご報告いたします。 

  会期の日程は、11月 24 日から 12 月 16 日までの 23 日間です。 

 

   〇事件決議 1 件 

議案第 71 号 第六次須坂市総合計画の基本構想について 

    

   〇事件決議 19 件 

議案第 72 号 令和元年台風第 19 号災害復旧工事日滝原土地改良区第一揚水 

機場災害復旧工事請負変更契約の締結について 

議案第 73 号 須坂市旧小田切家住宅の指定管理者の指定について 

議案第 74 号 須坂市老人デイサービスセンターすえひろの指定管理者の指 

定について 

議案第 75 号 須坂市老人福祉センターくつろぎ荘の指定管理者の指定につ 

いて 

議案第 76 号 須坂市屋内ゲートボール場ふれあいの指定管理者の指定につ 

いて 



議案第 77 号 須坂ひだまり作業所の指定管理者の指定について 

議案第 78 号 ぶどうの家の指定管理者の指定について 

議案第 79 号 福島人権ふれあいセンターの指定管理者の指定について 

議案第 80 号 二睦学習センターの指定管理者の指定について 

議案第 81 号 須坂市シルキーホールの指定管理者の指定について 

議案第 82 号 須坂市福祉会館の指定管理者の指定について 

議案第 83 号 須坂市福祉ボランティアセンターの指定管理者の指定につい

て 

議案第 84 号 須坂市第１勤労者研修センターの指定管理者の指定について 

議案第 85 号 須坂市塩野ふれあい広場の指定管理者の指定について 

議案第 86 号 須坂市米子農村公園の指定管理者の指定について 

議案第 87 号 須坂市豊丘活性化施設の指定管理者の指定について 

議案第 88 号 須坂市そのさと有機センターの指定管理者の指定について 

議案第 89 号 須坂市笠鉾会館ドリームホールの指定管理者の指定に係る変 

更について 

議案第 90 号 市道の変更について 

  

   〇条例 20 件 

議案第 91 号 須坂市美術館等文化施設条例の一部を改正する条例について 

議案第 92 号 須坂市旧上高井郡役所条例の一部を改正する条例について 

議案第 93 号 須坂市旧小田切家住宅条例の一部を改正する条例について 

議案第 94 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 95 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 96 号 須坂市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条 

例について 

議案第 97 号 須坂市学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部 

を改正する条例について 

議案第 98 号 須坂市立博物館条例の一部を改正する条例について 

議案第 99 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 100 号 須坂市商工業振興条例の一部を改正する条例について 

議案第 101 号 須坂市営駐車場条例の一部を改正する条例について 

議案第 102 号 須坂市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤 

強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改 

正する条例について 

議案第 103 号 須坂市火災予防条例の一部を改正する条例について 

議案第 104 号 須坂市生活支援金貸付基金条例の一部を改正する条例につい 

       て 

議案第 105 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 106 号 須坂市市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条 

例の一部を改正する条例について  

議案第 107 号 須坂市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

議案第 108 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 109 号 須坂市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正 

する条例について  

 

※議案第  115 号  須坂市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する 

条例については、分離して審査・裁決される。 

         11 月 24 日 総務文教委員会で委員会審査の結果、原案とおり 

可決すべき決定。 

           11 月 26 日 本会議を開議。委員長報告の後採決した結果、  

                 原案とおり可決された。 

〇補正予算 5件 

議案第 110 号 2020 年度須坂市一般会計補正予算第 10号 

        〇補正予算額 9 億 7,529 万 8 千円 

議案第 111 号 2020 年度須坂市国民健康保険特別会計補正予算第３号 

〇補正予算額   2,736 万 8 千円 

議案第 112 号 2020 年度須坂市介護保険特別会計補正予算第２号 

〇補正予算額    988 万 0 千円 

議案第 113 号 2020 年度須坂市後期高齢者医療特別会計補正予算第２号 

〇補正予算額     25 万 9 千円 

議案第 114 号 2020 年度須坂市水道事業会計補正予算第２号 

〇補正予算額 収益的収入  100 万 6 千円 

     資本的収入  99 万 7 千円   

〇請 願  1 件 

              「敵基地攻撃能力」の保有に反対し平和外交の推進をもとめる。 

 

１） 予算決算特別委員会 

 
開議日時 令和 2 年 11 月 24 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 

 
 

２）全員協議会 

開議日時 令和 2 年 11 月 24 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 12 月定例会の会期日程外 9 項目の周知 



 

２．長野広域連合 11 月議会 

開議日時 令和 2 年 11 月 16 日 
  開議場所 長野市議会議場 
  開議内容 〇令和 2 年度長野広域連合老人福祉施設等運営事業特別会計補正 

予算   
◇補正額 5,024 万 7 千円の追加を議決。 

         〇令和元年度長野広域連合一般会計・各特別会計決算の認定 
          ◇下記に示す総ての会計決算を認定。 
 

１）令和元年度・長野広域連合一般会計・特別会計決算総括表 

会  計   歳入決算額 歳出決算額 

一般会計 5 億 6164 万 4613 円 4 億 7351 万 7268 円 
老人福祉施設等運営事業特別会計 27 億 6664 万 8228 円 27 億 1649 万 7828 円 
長野地域ふるさと事業特別会計 1023 万 7202 円 354 万 3918 円 
ごみ処理施設事業特別会計 55 億 4288 万 9861 円 46 億 5483 万 7082 円 

合   計 88 億 8141 万 9904 円 78 億 4839 万 6096 円 
 

  ２）長野広域連合 11 月議会に提出された資料 
整理番号       文   書   名 配布日付 

連 20111601 令和元年度 決算認定に係る資料 11/16 
連 20111602 長野広域連合 広域計画（素案） 11/16 
連 20111603 高齢者福祉施設等の在り方検討分科会報告書 11/16 
連 20111604 広域計画策定に係る今後のスケジュール 11/16 
連 20111605 若槻デイサービスセンターの廃止について 11/16 
連 20111606 令和２年度老人福祉施設等運営事業特別会計予算の専決補正

について 

11/16 

連 20111607 令和元年度ながの環境エネルギーセンター運営実績 11/16 
連 20111608 「仮称・長野長野広域連合Ｂ焼却施設」建設事業の概要 11/16 
連 20111609 長野広域連合一般廃棄物最終処分場「エコパーク須坂」建設

事業の概要  

11/16 

連 20111610 一般廃棄物最終処分場運営事業者の認定状況の報告と今後の

予定 

11/16 

 

 

３．【 私の議会外議員活動 】 

催名 議員有志学習会の今後の予定 
期日 令和 2 年 12 月 5 日 

  場所 議会第 1 委員会室 
  内容 上程された議案の総ざらい 

 

催名 議員有志学習会 
期日 令和 2 年 12 月 11 日 

  場所 議会第 1 委員会室 
  内容 上程された議案の各常任委員会における議決状況、各予算決算特別委 



員会分科会における審査状況の報告  
      

４．【請願・陳情・市民の声】 

（１）「泉小路拡幅」の陳情に対する顛末について 

〇小職は昭和 22年 8 月、当時の須坂市の繁華街であった上町・穀町・北原町に 

跨る泉小路で生まれました。上京するまでの少年時代はこの街で育ちました。 

言わば生粋の町場育ちです。 

東京から帰坂後は境沢町に居を構えました。平成 11 年に市議会議員になっ 

て生まれ在所の上町とは様々なことにおいて心の拠り所でありました。そん 

なこともあるなかで、平成 17 年泉小路沿線の住民の皆さんより「泉小路拡幅 

の陳情」（※泉小路とは、金井原通りの旧木内写真館から、本町通り（国道 406 

号）に接する旧涌井青果店までの凡そ 300ｍの区間）を受け、「泉小路活性の 

会」の組織を立ち上げました。この組織を駆使して執拗に泉小路拡幅の有効 

性・必要性を須坂市に説き伏す活動を致しました。 

 

この甲斐あって須坂市は「泉小路（八町線）拡幅の事業」を平成 23 年着手

され、令和 2 年 11 月 20 日開通式を執り行い、泉小路を挟んで上町・穀町・北

原町の地域住民が凡そ 80 年余の間、市道の拡幅を祈願していた思いが茲に成

就出来ました。生れ在所の泉小路がこの度拡幅され、泉小路区間の一方通行が

解消され、この界隈の課題であった、万一の場合の火災、救急等の緊急自動車

の運行も容易に適い、震災等の避難路としての確保も整い、更に上部地域の皆

さんが容易く屋島橋経由で長野市にアクセスできることが可能となりました。 

 

 泉小路拡幅事業に先立ち、本町通りと劇場通りには挟まれた「狭隘住宅区 

域の住民の解消として、穀町コミュニィー、上町コミュニティーの建設に伴 

う住環境整備が図られ、この事業が終了した時点で泉小路拡幅事業が起動し 

た言わば、周辺地域を俯瞰的に捉えた都市計画による公共事業がなされたこ 

とを、高く評価したいと思います。 

 

 泉小路拡幅事業成就のために、ご協力を賜った地域住民の皆さん、泉小路で

生まれ育った由縁で、「泉小路活性の会」の設立時に小職の役員指名を快く引

き受けられ、ご尽力を賜るも本事業の成就を見ないで故人となられた、丸山眞

氏、今井元朗氏、神林夏雄氏、佐藤千重郎氏に茲に慎んでご報告と感謝を申し

上げ、仁義に濃かった故人に「生涯不忘の誠」を捧げます。 

末尾に、この運動をサポート下さった須坂新聞、ＳＴＶ（現・Gooliht）の 

報道機関に衷心より感謝を申し上げます。 

 

〇令和 2年 9 月 5 日須坂市に対して、塩川町（区長 小栁 光氏）より、国道 406 

号拡張事業に伴う市道の整備をされたい陳情の申出について。 

【市の回答】来年度より国の社会資本整備総合交付金等を活用し、整備をした 



いと考えております。なお完了時期については未定です。11/26 

 

（２）議員活動報告の配布・配信等 

（３）寄せられた市民の声 

11 月 3 日 18 時 30 分から凡そ 20分間に亘り、去年の台風１９号からの復興等へ

の願いを込めて、佐久、上田、千曲、長野、須坂、小布施、中野、飯山等の 12

の市・町が、千曲川沿いの 30 ヶ所で一斉に花火が打ち上げられました。 

〇今年は 伝統とも言える各所の花火打ち上げ中止となり、淋しい心境でした 

が、心ある有志が打ち上げてくれて久々に観させて貰い、元気を貰いました。 

感謝！感謝！です。11/3             小山町 Ｈさん 

   〇とてもキレイに花火があがりましたね。近くの土手まで行ってみました。 

近くのものと千曲川沿線での遠くの三ヵ所のものも一斉にあがり、同時に観 

えました。 

新型コロナウィルス撲滅と復興とのこと、早く普通の生活になれるように 

と祈りながら観ました。 11/3          千曲市 Ｋさん 
〇長い間、須坂市議会議員として様々な分野での重要な仕事をしてくださり 

本当にありがとうございます。11/22       仁礼町 Ｙさん 
 

２） アメリカの大統領選挙後のトランプ大統領の往生際の悪さに怒り！  
〇政治家は得てしてどれほどに民を思って、なられているのでしょうか？ 

権力を欲しいままに手にする！   市内・女性 
〇国民のためでなく、もう自分のためですよね。 市内・女性 
〇為政者の資質は、リーガルマインドの確立が基本だと思う。その精神が欠 

けている政治家は資格の欠如であり、この度の米国で起きている行動は民 
主主義をはき違えており、危険である。 市内・男性 

〇多文化の移民社会と伝統文化の積み上げの民族の違いと思うけれど、潔よ 
くないことには賛同できない。市内・男性 

〇自分も選挙で選ばれた大統領なら、選挙の結果を認めるべきです。 
往生際が悪いとしか言いようがないですね。男性 
 
 

４．【 研究：学術会議人事介入についての一考察 】 

須坂市議会議員 佐 藤 壽三郎 

露呈した学術会議の任命に絡む権限踰越の事実 

 

日本学術会議が推薦した会員候補のうち、六人の任命を拒否した問題はどう

もすっきりしない。そこで下記に示す日本を代表する新聞各社の社説を読み比



べて私見を綴ってみた。 

 

「首相は４日の衆院予算委で、学術会議が推薦したリストから６人を除外する

方針について、任命リストの起案前に『こういう形で決裁を上げる』と、官房

副長官から報告を受けたことを認めた」との報道である。 

 

これが事実ならば、首相が「官房副長官に丸投げした」と言われても仕方な

い。首相選出時に懸念されたリーダーシップの欠如が「矢張りな」と言われか

ねない首相の蹉跌と言える。果たして首相から官房副長官への一任行為なのか、

それとも官房副長官が独善的に「虎の威を借りた狐」に変化しての権限踰越行

為を侵し、且つごり押ししたのかが分かれるところである。 

 

首相がまさか「官房副長官に丸投げした」とは思いたくない。国会の場でこ

の疑惑を糾明されたようにも思えるが、「学術会議が推薦したリストから６人

を除外する方針について、任命リストの起案前に『こういう形で決裁を上げる』

と、官房副長官から報告を受けたことを認めた」以上は、やはり官房副長官の

権限踰越行為の存否を糺すべきで、これに対する国会招致が必要と思料する。

見方によっては、首相の権威の失墜に見えるが、然しこの場に及んで首相が狼

狽し、優柔不断の姿勢であって欲しくはない。 

 

「任命権は私にある！」と首相が言い張るならば、素直に学術会議法を参酌

して「日本学術会議が推薦した会員候補者」を形式的に首相が自ら任命すべき

である。何故ならば、現行の法文通りに処分（任命）するのが、そもそも「法

治主義を骨子として成立している法治国家・日本」の法の運用を司る最高執行

者の義務であるからだ。敢えて繰り返すが、国会で制定した法律を、内閣が独

善的・恣意的に斟酌・裁量して、法の制定目的を故意に捻じ曲げる、結果的に

法を変遷する行為など許されない。将に違法行為である。これを繰り返せば、

国民は法を軽んじ、やがては国民が法を信じなくなるからだ。 

 

一国の総理大臣閣下に僭越乍ら申し上げるならば・・・ 

「過ちて改むるに憚ること勿れ」と論語にもあるではありませんか・・・ 

国民は首相の「改むる」潔さを寧ろ称え、決して非難はしまい。首相の権威の

失墜にもなるまいと存じます。終生法学徒を自認する一介の市民の声を聴かれ

ますよう言上申し上げます。 

 

◎臨時国会総括質疑等に関わる社説 

□任命拒否の説明 疑念は深まるばかりだ   京都新聞 10/30 

□「学術会議」論戦 軍事研究妨害へ切り込め 産経新聞 11/5 

□学術会議問題 矛盾に満ちた首相答弁       中日新聞 11/5 



□学術会議の任命拒否 副長官の招致が必要だ 中国新聞 11/6 

□学術会議問題 恣意的拒否の疑念拭えず  信濃毎日新聞 11/7 

□国会予算委論戦 問われる首相の「答弁力」西日本新聞 11/7 

□学術会議の論戦／杉田副長官の国会招致を   神戸新聞 11/7 

□学術会議問題 ６人を任命し出直せ         朝日新聞 11/7 

□首相の国会答弁 逃げ切りは許されない   北海道新聞 11/8 

□任命拒否問題 矛盾が露呈するばかりだ     新潟日報 11/8 

□学術会議人事 異論の排除があらわに   信濃毎日新聞 11/11 

□首相の態度「法治主義に反す」任命拒否の小沢教授語る 朝日新聞 11/12 

 

７．【須坂市関係のある国県市町村の選挙結果】 

〇高山村長選挙 内山氏が再選 ＮＨＫ長野、信毎 11/2 

内山 信行、無所属、現、当選。 

２６１９票。 

久保田雄吉、無所属、新。 

７７１票。 

 

〇中野市長に湯本氏初当選  ＮＨＫ長野、信毎 11/16 

湯本隆英、 無所属・新、当選、８８６８票 

池田 茂、 無所属・現、   ８３０９票 

 

８．【保育園・小・中学校・教育委員会関係】 

  〇須坂市教育委員会からのお知らせです。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続き、長野圏域には特別警報が出さ 

れています。 

須坂市教育委員会では、学校における「子ども達の学び」が継続できるよう 

に、ご家庭にご理解とご協力をいただきたい点を、次のとおりまとめました。 

 

１．ご家族を含めた健康観察について 

○小中学生については、家族からの感染事例が多く報道されていますので、ご家 

族を含めて健康確認をお願いしています。風邪症状やにおい・味覚障害等の「疑 

いのある症状」がある場合は、登校を控えるよう、ご協力をお願いします。 

 

２．登下校時のマスクについて 

〇気温が下がり、熱中症になる危険性も下がりましたので、登下校時はマスクを 

お願いします。 

 

３．人権への配慮について 

○新型コロナウイルス感染症には、誰もが感染する可能性があります。感染した 

方やご家族、検査を受けた方や濃厚接触者の方への差別、誹謗中傷につながる 



言動は絶対に止めてください。 

 

各ご家庭でのご努力に心から感謝いたします。保護者、児童・生徒の皆様に 

は引き続きご負担をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。 

須坂市教育委員会 教育長 小林雅彦 

 

  〇須坂保育園からの要請。 

「令和 2 年度の「クリスマス会」は、「新型コロナウイルス感染症対策・新しい

生活様式」に基づき、規模を縮小して開催する。参加者も保育園児、保護者、保

育園職員に限定し、ご来賓の参加は控えさせていただく。 

 

９．【 読本備忘録 】   

  〇北國街道を歩く  岸本 豊著   信濃毎日新聞社 

  〇考える力と話す力         青春出版社 

  〇漢詩をよむ    佐藤正光長   ＮＨＫテキスト 

  〇宮沢賢治     山下聖美著   ＮＨＫテキスト 

  〇日本史「謎の人物」の意外な正体  ＰＨＰ文庫 

  〇明治という国家「下」司馬遼太郎著 ＮＨＫブックス 

 

特記 

◎令和元年東日本台風（台風第 19 号）に関する 

県内の被害対応状況の報道等備忘録（令和２年 11 月分） 
〇台風１９号災害関連死新たに１人 ＮＨＫ長野、信毎 11/2 

〇災害関連死 長野市で新たに４人 死者あわせて 20 人  

ＮＨＫ長野、信毎 11/4 

 

◎新型肺炎に関する県内の対応状況の報道等備忘録（令和 2年 11 月分） 
〇新型コロナ ２人感染 ２人死亡 県内感染者累計 343 人  

ＮＨＫ長野、信毎 11/1 

〇新たに１人感染 県内感染者累計 344 人 ＮＨＫ長野、信毎 11/2 

〇新型コロナ 新たに５人感染 県内感染者累計 349 人  

ＮＨＫ長野、信毎 11/3 

〇新型コロナ 長野市１人感染確認 県内感染者累計 350 人  

ＮＨＫ長野、信毎 11/4 

〇松本圏域の警戒レベルを２に引き上げ ＮＨＫ長野、信毎、朝日 11/4 

〇新型コロナ 県内１人感染確認 県内感染者累計 351 人  

ＮＨＫ長野、信毎 11/6 

〇長野日赤 感染で患者５人が死亡 ＮＨＫ長野、信毎、朝日、日経 11/6 

〇長野県で１人感染 県内感染者累計人３５２人に ＮＨＫ長野、信毎 11/7 

〇新型コロナ 県内１８人感染確認 県内感染者累計 369 人  

ＮＨＫ長野、信毎、朝日 11/7 



〇新型コロナ 長野県で１人感染 ＮＨＫ長野 10/8 

〇感染 長野地域を警戒レベル２に ＮＨＫ長野 11/8 

〇新たに１４人感染 計３８４人 ＮＨＫ長野、日経 10/9 

〇北信地域を警戒レベル２に ＮＨＫ長野、信毎 11/9 

〇新たに１人感染 県内で３８５人 ＮＨＫ長野、信毎 10/10 

〇長野市で２人感染 計３８７人に ＮＨＫ長野、信毎 10/10 

〇コロナ医療 １７日から切り替え ＮＨＫ長野 11/11 

〇新型コロナ 県内で２人感染確認 県内で 389 人  

ＮＨＫ長野、信毎 11/11 

〇新型コロナ さらに長野市で４人 県内で 393 人 ＮＨＫ長野 11/11 

〇新型コロナ 県内６人感染確認  県内 393 人 ＮＨＫ長野 11/11 

〇中野市の郵便局社員１人感染公表 ＮＨＫ長野 11/12 

〇長野県４人感染 新型コロ 県内 397 人 ＮＨＫ長野 11/12 

〇１３人感染確認 本格流行か 県内 406 人 ＮＨＫ長野、信毎、朝日 11/12 

〇北信地域をコロナ警戒レベル３に ＮＨＫ長野、信毎 11/12 

〇生徒感染 長野市内の２校休校へ ＮＨＫ長野 11/13 

〇長野県で２３人感染 過去最多 県内 429 人 ＮＨＫ長野、信毎 11/13 

〇「地域で感染広がりつつあるか」ＮＨＫ長野 11/13 

〇新型コロナ 県内で１９人感染 県内 448 人 ＮＨＫ長野、信毎 11/14 

〇長野地域レベル４に特措法要請も ＮＨＫ長野、信毎 11/15 

〇長野県 新型コロナ１３人感染 県内 461 人  ＮＨＫ長野、信毎 11/15 

〇新型コロナ 県内３人感染確認 県内 464 人 ＮＨＫ長野、信毎 11/16 

〇新型コロナ 県内さらに７人感染 県内 471 人  

ＮＨＫ長野、信毎 11月 16 日 1 

〇新型コロナ 県内週末の感染状況 ＮＨＫ長野 11/16 

〇新型コロナ 県内１０人感染 県内 471 人 ＮＨＫ長野、信毎 11/16 

〇労働団体 県に生活弱者支援要請 ＮＨＫ長野 11/17 

〇新たに２４人感染 県内４９５人 ＮＨＫ長野、信毎 11/17 

〇新型コロナ１０人感染 県内 505 人 ＮＨＫ長野、11 月 18 日  

〇感染者急増で復興の催し中止に ＮＨＫ長野、 11/18 

〇長野市など、飲食店員の希望者に PCR 検査 日経 11/18 

〇県内最多３０人感染 県内５２５人 ＮＨＫ長野、信毎 11 月 18 日  

〇県内８人コロナ感染 県内計５３３人 ＮＨＫ長野、信毎 11 月 19 日  

〇知事「感染拡大防ぐ重要な局面」ＮＨＫ長野 11 月 19 日 

〇コロナ対策が９割 県補正予算案 ８４億８０００万円あまり 

ＮＨＫ長野、信毎、日経 11 月 19 日  

〇県内で９人感染 県内計５５４人に ＮＨＫ長野、信毎 11/20 

〇レベル４据え置き 感染状況注視 ＮＨＫ長野 11/20 

〇県内で２２人感染 県内計５６７人に ＮＨＫ長野、信毎 11/20 

〇新型コロナ 新たに１０人感染 県内計 577 人 ＮＨＫ長野、信毎 11/21 



〇新型コロナ 県内 ２５人感染 県内計 592 ＮＨＫ長野、信毎 11/21 

〇長野市 新型コロナ ８人感染 県内計 600 人 ＮＨＫ長野、信毎 11/22 

〇長野県 新型コロナ１４人感染 県内計 606 人 ＮＨＫ長野、信毎 11/22 

〇長野市 新型コロナ４人感染 県内計 610 ＮＨＫ長野、信毎 11/23 

〇新型コロナ 県内１２人感染 県内計 618 ＮＨＫ長野、信毎 11/23 

〇新たに７人感染 県内６２５人に 県内計 625 人 ＮＨＫ長野、信毎 11/24 

〇全県で警戒レベルを３に引き上げ ＮＨＫ長野、信毎 11/24 

〇長野県で６人感染 県内計６３５人に ＮＨＫ長野、信毎 11/25 

〇長野県で９人感染 県内計６３８人に ＮＨＫ長野、信毎 11/25 

〇長野赤十字病院・感染症対策重点置き新病院建設へ ＮＨＫ長野 11/25 

〇長野県 新型コロナ３人感染 県内計 641 人 ＮＨＫ長野、信毎 11/26 

〇知事「感染拡大県往来は慎重に」 ＮＨＫ長野 11/26 

〇県内 新型コロナ１６人感染 県内計 654 人 ＮＨＫ長野、信毎 11/26 

 

  ◎注目した経済・社会動向の報道備忘録（令和２年 11月期） 

〇長野県内 10 月の消費者態度指数、2期連続改善 11/2 日経 

〇県内企業 売り上げ見通しが改善 ＮＨＫ長野 11/6 

〇日銀短観・県内景気 持ち直すも「厳しい」 ＮＨＫ長野、日経 11/6 

〇信越経済界、変化期待・不透明感の声 バイデン氏当確 日経 11/9 

〇10月の倒産件数 長野は前年比1件増、新潟は4件減 日本経済新聞 11/10 

〇10 月の甲信越の街角景気、3カ月連続で上昇 11/11 日経 

〇ガソリン ２週連続で値下がり ＮＨＫ長野 11/12 

〇インフルと新型コロナ、同時流行に備え 信越両県 日経 11/11 

〇県内高齢化率３２・３％ 過去最高を更新 １５歳未満の割合は最低 

 信毎 10/31 

〇湯ったり～ カピバラ 須坂市動物園 朝日新聞Ｄ 11/7 

〇高山村長選挙 内山氏が再選 ＮＨＫ長野、信毎 11/2 

〇中野市長選挙 湯本氏初当選 県内市長選で現職３連敗  

ＮＨＫ長野、信毎 11/16 

〇長野の設備投資 11.9%減 20 年度 長野経済研究所調べ 日経 11/16 

〇信越の上場企業、4割が上方修正 21 年 3 月期 日経 11/17 

〇長野の大型小売店売上高 9 月は 8カ月ぶり前年比減 日経 11/18 

〇ガソリン ３週連続で値下がり ＮＨＫ長野 11 月 19 日 07 時 19 分 

〇県内の倒産 サービス業で増加 ＮＨＫ長野 11/20 

〇コロナ感染の「第 3 波」、最も不安に感じていることは？YAHOO! 11/20 

〇ガソリン 11 週ぶり値上がり ＮＨＫ長野 11/27 

 

※略号解 信毎：信濃毎日新聞、日経：日本経済新聞、朝日：朝日新聞  
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