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【令和 3 年第 1 回須坂市議会臨時議会】 

１．【私の議会内議員活動】 

令和 3年第 1 回須坂市議会臨時議会は、2月 3日招集され開議いたしました。 

承認案件 1件、上程された議案は、補正予算 1 件です。 

（１）今定例会に上程された承認案件と議案の顛末について 

１） 承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて 

（2020 年度須坂市一般会計補正予算第 12 号） 

 〇補正予算額：2,089 万 6 千円の追加 

２） 議案第 1号 2020 年度須坂市一般会計補正予算第 13 号 

           〇補正予算額：7,867 万 3 千円の追加 

      付託された予算決算特別委員会審査結果、原案とおり可 

決すべきと決定。   

本会議は採決の結果、原案とおり可決 

付帯決議が上程され採決の結果、賛成多数で可決。 

 

【佐藤壽三郎議員は、付帯決議に反対しました】 

  〇反対理由：付帯決議の法的効力は、「市長に尊重すること」を促す 

程度のものであり、提出者らが期待する市長への法的羈束性や拘束

力は無いものと思料します。 

修正案提出者らは、これら法的効果を知りながら、殊更に付帯決  

    議の有効性を唱えるが、行政法、地方自治法に照らしても、何を意 



図した提案なのか、会議の徒過等のマイナス面を参酌すると、多く 

の議員は疑問を抱きます。 

何故ならば、委員会審査時に執拗に質疑応答を繰り返すことによ 

って、十分疑問が払拭されたものと思われるのに、採決に併せて殊 

更に付帯決議の提出を図ることは、これは「屋上屋を架す」もので 

あり、徒に多用すべきものではないと考えます。 

 

 

 （単位は千円） 

事業名・担当課・主な内容 補正額 担当課 

避難所の感染防止対策として発熱者等とトイレを分けるため 16,553 総務課 

来庁舎や相談者への感染防止等のためアルコール消毒液等を配備 6,096 総務課 

医療従事者等に迅速抗原検査キットを配布する外 12,266 健康づくり課 

健康センターの感染防止対策、間仕切り設置 192 健康づくり課 

市内の飲食・小売り等の事業者に対する感染防止のための取組 40,000 商業観光課 

救急自動車の感染防止搬送用具一式 3,041 消防本部 

市立図書館へのバーコードリーダー導入 528 文化スポーツ課 

 

【令和 3年第 1 回須坂市議会臨時議会に提出された資料一覧 】  
整理番号       文   書   名 提出機関 配布日付 

2021020301 「搬送用アイソレーター装置 消防本部 Ｒ３．2/3 
2021020302 市立図書館へのバーコードリーダー導入 文化スポーツ課 Ｒ３．2/3 

 

 

２．長野広域連合議会定例会 

開議日時 令和 3 年 2 月 5 日 
  開議場所 長野市議会議場 
  会議事項 令和 3 年度長野広域連合一般会計予算外 9 議案の採択外 
 

（１）上程議案の顛末について 
１） 令和 3 年度長野広域連合一般会計予算について 

〇本年度予算額 5 億 1,538 万８千円（前年度予算額 5 億 6,584 万７千円） 
◇総務委員会、福祉環境委員会の審査結果は「原案とおり可決すべき」 
と議決 
☑本会議の採択は、各委員長報告のとおり原案可決。 

 
○一般会計当初予算の主だった内容について      （単位は千円） 

款 項 目 主 な 内 容 当初予算額 

議会費 報酬・旅費、議事録委託料、使用料及び賃借料 2,300    

総務費 職員給料、給与計算業務委託料、使用料及び賃借料等 100,083 

総務費 企画費：派遣職員給与費用負担金等 20,359 

民生費 施設管理費：高齢者福祉施設等法人化選定委員報酬等 35 35,994 

民生費 介護認定審査会費   152,106 



民生費 障害者支援区分認定審査会費 19,409 

衛生費 環境推進費 184,056 

 
 

２） 令和 3 年度長野広域連合老人福祉施設等運営事業特別会計予算 
 〇本年度予算額 25 億 9,393 万 3 千円（前年度予算額 29 億 4,737 万 8 千円） 

◇福祉環境委員会の審査結果は「原案とおり可決すべきもの」と決す。 
☑本会議の採択は、福祉環境委員長報告のとおり原案可決。 

 
○老人福祉施設等運営事業特別会計当初予算の主だった内容について      

（単位は千円） 

款 項 目 主 な 内 容 当初予算額 

民生費 養護松寿荘等の管理費、生活費、運営費外 2,449,631 

 
 

３） 令和 3 年度長野広域連合長野地域ふるさと事業特別会計予算 

〇本年度予算額 538 万 7 千円 （前年度予算額 507 万 8 千円） 

◇総務委員会の審査結果は「原案とおり可決すべきもの」と決す。 

☑本会議の採択は、総務委員長報告のとおり原案可決。 

 
○ 長野広域連合長野地域ふるさと事業特別会計当初予算の主だった 

内容について                     （単位は千円）     

款 項 目 主 な 内 容 当初予算額 

地域振興 地域振興整備事業費 4,889 

 
４） 令和 3 年度長野広域連ごみ処理施設事業特別会計予算 

 〇本年度予算額 89 億 396 万 5 千円（前年度予算額 104 億 7,857 万 1 千円） 

◇福祉環境委員会の審査結果は「原案とおり可決すべきもの」と決す。 

☑本会議の採択は、福祉環境委員長報告のとおり原案可決。 

 
○長野広域連ごみ処理施設事業特別会計当初予算の主だった内容について      

（単位は千円） 

款 項 目 主 な 内 容 当初予算額 

衛生費 ごみ処理施設整備事業費 5,676,126 

衛生費 ごみ処理施設管理運営費 1,903,506 

公債費 ふるさと基金及び銀行等引受資金 1,324,333 

 
５） 長野広域連合公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 

◇総務委員会の審査結果は「原案とおり可決すべきもの」と決す。 
☑本会議の採択は、総務委員長報告のとおり原案可決。 
 

６） 特別養護老人ホーム須坂荘の社会福祉法人移管に伴う関係条例の整備に関す 
る条例 
  ◇福祉環境委員会の審査結果は「原案とおり可決すべきもの」と決す。 



☑本会議の採択は、福祉環境委員長報告のとおり原案可決。 
 

７） 工事変更請負契約の締結において（長野広域連合一般廃棄物最終処分場浸出水

処理施設建設工事） 
◇福祉環境委員会の審査結果は「原案とおり可決すべきもの」と決す。 
☑本会議の採択は、福祉環境委員長報告のとおり原案可決。 

  
８） 長野広域連合広域計画について 

◇総務委員会の審査結果は「原案とおり可決すべきものもの」と決す。 
☑本会議の採択は、総務委員長報告のとおり原案可決。 
 

９） 公平委員会委員の選出 
☑同意案件について上程、委員会審査を省略し、 

直ちに本会議において採択した結果、 
   金子 肇 氏 （長野市若里在住）を、全員賛成で同意しました。 
 

（２）承認案件の顛末について 
１） 専決処分（長野広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例） 
２） 専決処分（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。歳入歳出それぞれ 2,744 万 4 千円を追加） 
☑専決処分の報告承認について、何れも委員会審査を省略し、直ちに本会議に 

おいて採択した結果、2 件は何れも全員賛成で承認しました。 
 

 

整理番号       文   書   名 提出機関 配布日付 

資料１ ふるさと事業（案）について 長野広域連合 Ｒ3.2.5 

資料２ 長野広域連合公益的法人等への職員の派遣等に

関する条例（案）要綱 

 

長野広域連合 

 

Ｒ3.2.5 

資料３ 長野広域連合広域計画について 長野広域連合 Ｒ3.2.5 

資料４ エコパーク須坂の視察について 長野広域連合 Ｒ3.2.5 

 

 

【令和 3 年第２回須坂市議会臨時議会】 

１．【私の議会内議員活動】 

令和 3 年第 2 回須坂市議会臨時議会は、2 月 9 日招集され開議いたしました。 

上程された議案は、補正予算 1 件です。 

（１）今定例会に上程された承認案件と議案の顛末について 

１）議案第 2 号 2020 年度須坂市一般会計補正予算第 14 号 

           〇補正予算額：4,342 千円の追加 

      付託された予算決算特別委員会審査結果、原案とおり可決すべきと決定。   

☑本会議は採決の結果、原案とおり可決 

〇一般会計補正予算第 14 号の内容について  

 （単位は千円） 



事業名・担当課・主な内容 補正額 担当課 

令和 3 年 4 月 25 日執行予定の参議員長野選出議員補欠選挙に係

る経費の年度内執行分について。消耗品、委託料等 
4,342 総務課 

 
（２）令和 3 年須坂市議会人事について 

   令和 3 年 2 月 9 日、須坂市議会は議員任期折り返しにあたり、申し合わせの

通りすべての役職について辞任の取りまとめの後、任期後半に向けて人事の選

任手続きを行いました。その結果は下記のとおりです。 

 
議 長 塩崎 貞夫 副議長 霜田 剛 

  

 

監査委員 浅井洋子 

 

 

議会運営委員会  ◎委員長 ○副委員長 

◎  宮本泰成 ○  堀内章一     牧 重信 

水越正和    久保田克彦 中島義浩   

佐藤壽三郎   

 

 

議会常任３委員会 

総務文教委員会 ◎委員長 ○副委員長 

◎  古家敏男 ○  宮坂成一 堀内章一 

浅井洋子 石合 敬 佐藤壽三郎 

 

福祉環境委員会  ◎委員長 ○副委員長 

◎   久保田克彦 〇   荒井一彦 宮本康成 

     岡田宗之 西澤えみ子 酒井和裕 

 

経済建設委員会   ◎委員長 ○副委員長 

◎  水越正和 〇  牧 重信 荒井 敏 

竹内 勉    中島義浩 霜田 剛 

 
市議会広報特別委員会 

◎委員長 ○副委員長 

◎   竹内 勉 ○  岡田宗之 牧 重信 

荒井一彦 宮本泰成 酒井和裕 

宮坂成一   

 

予算決算特別委員会 

委員長 荒井 敏 副委員長 堀内章一 

      ※議長を除く議員全員で構成する委員会 

   

 



インター周辺等開発特別委員会 

委員長    佐藤壽三郎 副委員長     中島義浩 

    ※議長を除く議員全員で構成する委員会 

 

市議会議員選挙の課題等検討特別委員会 

◎委員長 ○副委員長 

◎  霜田 剛 ○  宮本泰成 牧 重信 

   堀内章一      古家敏男   水越正和 

久保田克彦 中島義浩 佐藤壽三郎 

 

 

長野広域連合議会議員 （３） 

中島義浩 宮本泰成 佐藤壽三郎 

  

 

須高行政事務組合議会議員（６） 

霜田 剛    荒井一彦   荒井 敏 

   水越正和    岡田宗之   竹内 勉 

 

 

高山村外一市一町財産組合議会議員 （３） 

    古家敏男     浅井洋子    石合 敬 

 

 

須坂市民生委員推薦会委員 （２） 

久保田克彦 荒井一彦 

 

須坂市都市計画審議会委員（市長への議会から推薦委員） （５） 

塩﨑貞夫    荒井一彦    水越正和 

   石合 敬 佐藤壽三郎  

 

須高広域消防運営協議会委員 （２） 

塩﨑貞夫   古家敏男 

 

森林・林業・林産業活性化促進議員連舞 

荒井一彦   酒井和裕 

 

【須坂市議会令和 3 年３月定例会招集】 

１．【私の議会内議員活動】 

令和 3年 3 月定例議会は、2月 22 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 7 件、条例 10件、補正予算 8 件、当初予算 8 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№270 

  でご報告いたします。 

  会期の日程は、2月 22 日から 3月 19 日までの 26 日間です。 

 

（１）議会運営委員会 

開議日時 令和 3 年 2 月 16 日 
  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 ①３月定例会に関わる議案、会期日程等について 
       ②標準市議会規則の一部改正案について 
       ③新型コロナウイルス感染症に市議会議員が感染した場合の公表 

方法について 
         ④教育長人事案件の取扱いについて外。 
         ⑤その他：委員から出された発言 

      ⅰ．議員は不用意に議会事務局に頻繁に留まるべきでない。 
      ⅱ．一般質問の通告書の記載は要旨と伺いたい事項を明確に記 

載するよう、議長から周知されたい。 
        ⅲ．再質問において、議員の力量が疑われる再質問は厳に慎ま 

れるよう、議長から周知されたい。 
          ⅳ．再質問で、伺いたい事項の内容を徒に拡大する議員が見受 

けられる。中継を見ておられる市民からも「見苦しい」と 
か「パホーマンスが過ぎる」等の意見が寄せられている。 
議長は「何を質したいのか」を絞るように注意されたい。 

          ⅴ．議会閉会中に議員が出向いた場合に、事務局員からのお茶 
の接待等の気遣いは無用である。 

 
 （２）理事者との懇談会 

開議日時 令和 3 年 2 月 16 日 
  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 ①須坂市がすすめる財政運営について 
       ②テイクアウト・デリバリー利用促進事業について 
       ③学校給食センター跡地の活用について 
       ④高度救急事案に対する救急出動について 
       ⑤シルキー１階 エレベーターホール部分の所有について 
       ⑥峰の原スキー場に関わる企業の寄付行為について 
 
 
（３）今 3 月定例会一般質問で私が取り上げた諸課題です 
 

１．いま、市民の生命・財産を守るために  

（１）令和元年台風 19 号による千曲川決壊について 

（２）千曲川水系の遊水地構想に須坂市も名乗りをあげるべき 

 



２． いま、市民の生命を守るためにやらねばならぬこと  

（１）ワクチン接種について 

（２）コロナ禍に起因する自殺の救済を 

 

３． いま、市民が普く食べて行けるために  

 （１）今こそ求められる分かち合う市民意識 

（２）長野電鉄のダイヤ改正での減便について 

 

４．いま、須坂の宝である子どもたちをどう護るか  

（１）県が新設した「こども若者局」について 

 

５．都会からの企業のコロナ禍疎開受け入れについて 

（１） 須坂市はコロナ後のためにも施策を練るべきである 

 

２．【 私の議会外議員活動 】 

催名 ５会派合同学習会 
期日 令和 3 年 2 月 16 日 

  場所 無所属クラブ会派室 
  内容 ３月定例会に上程された議案の事前学習会の開催 

1 回目：３月４日、５日の両日 会場：第３委員会室 
2 回目：３月 11 日（予定）   会場：第３委員会室 

 

３．【お寄せいただいた市民の声】 

（１）市民・友人の皆様から 

〇コロナ禍は社会の仕組みを組みなおす絶好の機会なはずなのに、一向にビジョン

を提示できない政府に限りない絶望を覚えています。大学院教授 Ｉ先生 2/1 

〇世界中がとんでもないことになってますが、1日も早くコロナが、退散してくれ 

るのを祈るばかり。須坂市出身 ｗさん 2/1 

〇コロナが少し落ち着いてきましたね。特定行政書士Ａ先生 2/1 

〇補正予算内容拝見いたしました。コロナは確実に財政をむしばんでいるのです 

が、驚くべきことに、経済学でいうと GDP はコロナ対策費が増えると増える計 

算になっており、とてもミスリーディングです。東日本大震災もあれだけイン 

フラを壊されたのにその損害は GDP から控除されずに、災害対策費は逆に GDP 

に反映されるのです。日本中、いろいろな嘘で上塗りされなんとか糊口をしの 

いでいる状態で、その最たるものが無尽蔵に貨幣供給を増やし、その上、日銀 

と年金基金が買い支えている株式市場です。大学院教授 Ｉ先生 2/5 

 

（２）議員活動報告の配布・配信等 

  ① 会報 269 号編集・配信 



５．【地方議会と市議会議員】  

（１）須坂市の配信メール 

１） 須坂市からの受信メールの転記 

〇須坂警察署からのお知らせです。2/11 

本日、須坂市内で百貨店の従業員を名乗り「あなたのクレジットカードを使

った者がいる」などという詐欺の前兆電話がかかってきています。 

他人にキャッシュカードを渡したり、暗証番号を教えないよう注意してくだ

さい。 

不審な電話がかかってきた際は、迷わず須坂警察署へ相談してください。 

 

〇須坂警察署からのお知らせです。2/16 

本日、須高地域に金融機関の職員を騙った特殊詐欺の前兆と思われる不審電

話がかかってきています。 

電話の相手からキャッシュカードを求められても決して渡さないでくださ

い。 

また暗証番号を聞かれても決して教えないでください。 

不審な電話があった場合はすぐに警察に相談してください。 

 

〇須坂警察署からのお知らせです。2/22 

須坂市内で市役所職員を騙り「還付金がある。持っている口座を教えてもら

いたい」などという詐欺の前兆電話がかかってきています。 

キャッシュカードを渡したり、暗証番号を教えることは絶対にしないでくだ

さい。 

また、還付金の受け取りのために ATM を案内することはありません。 

不審な電話がかかってきた際には、須坂警察署へ相談してください。 

 

〇こちらは広報須坂です。  2/25 

須坂市長の三木正夫です。 

市内で特殊詐欺被害が多発しているため、本日、市内に「特殊詐欺多発警報」

を発令しました。 

市民の皆さん、被害にあわないために、キャッシュカードは渡さない。暗証

番号を教えない。 

お金の話をする不審な電話が来たら、すぐに市役所や警察に相談してくださ

い。 

決して他人事と思わず、須坂市内で特殊詐欺被害が出ないよう、声を掛け合

いましょう。 

 

〇消防本部からお知らせします。  

須坂市内では、たき火から下草を焼く火災が発生しております。たき火をす



るときは、消防本部へ届け出をして、風の強いときは控えるようにしてくだ

さい。消火用水を準備し、火の元には十分注意して、完全消化してから離れ

てください。 

 

〇須坂市と須坂警察署からのお知らせです。 2/27   

現在、須坂市内では特殊詐欺被害が多発しており 

「須坂市特殊詐欺多発警報」が発令されております。                           

かかってくる電話には十分注意し 

他人にキャッシュカードを渡したり   

暗証番号を教えないよう注意してください。     

 

９．【 読本備忘録 】 
  〇月刊日本行政 日本行政書士会連合会 

  〇3月定例会用報道等資料書き溜め綴り 佐藤壽三郎自作 

  〇これからの日本の論点 日本経済新聞社 

  〇信濃の武士  片山正行著 

  〇一般常識＆最新時事 新星出版社 

 

◎令和２年 7月九州・岐阜・長野豪雨について 

県内の被害対応状況の報道等備忘録（令和 3年 月分） 

 

◎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 3年 月分） 
〇低い堤防、千曲川決壊に影響 国が住民らに説明 朝日 2/2 

〇遊水地 住民の理解課題 千曲川「流域治水」２７年度までに整備計画  

信毎 2/15 

〇千曲川の治水、長丁場の「緊急プロジェクト」川幅拡張に着手 日経 2/19 

〇千曲川狭窄部 掘削
くっさく

工事始まる ＮＨＫ長野、信毎  日経 2/22 

 

◎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 8月分） 
〇新たに２人感染 県内計２２９０人 ＮＨＫ長野 2/1 

〇新型コロナ ２人死亡８人感染 県内計 2298 人 ＮＨＫ長野 2/2 

〇長野県 新型コロナ１６人感染 県内計 2314 人 ＮＨＫ長野 2/3 

〇長野県で１人死亡 ５人感染 県内計 2319 人 ＮＨＫ長野 2/4 

〇長野県９人感染 県内計 2328 人 ＮＨＫ長野、信毎 2/5 

〇新型コロナワクチン １１町村、周辺と合同接種検討 信毎 2/5 

〇新型コロナ 県内で１人感染 県内計 2329 人 ＮＨＫ長野、信毎 2/6 

〇新型コロナ 県内で６人感染確認 県内計 2335 人 ＮＨＫ長野、信毎 2/7 

〇ワクチン輸送の指針作成へ ＮＨＫ長野 2/8 

〇県内３人感染確認 県内計２３３８人 ＮＨＫ長野、信毎 2/8 



〇新型コロナ 県内２人感染確認 県内計 2340 人 ＮＨＫ長野、信毎 2/9 

〇変異ウイルス 県内で初めて確認 ＮＨＫ長野、信毎、朝日 2/9 

〇長野県で５人感染 県内計２３４５人 ＮＨＫ長野、信毎 2/10 

〇新型コロナ 変異ウイルスとは ＮＨＫ長野、朝日 2/10 

〇県内感染発表なし１１月５日以来 ＮＨＫ長野、信毎 2/11 

〇変異株、速い感染スピード 専門家「従来の対策徹底を」朝日 2/11 

〇新型コロナ対応の臨時交付金 使い道ＯＫ？ 「不要不急」議論呼ぶ  

信毎 2/11 

〇県独自の警戒レベル 全県で２に ＮＨＫ長野、信毎 2/12 

〇新型コロナ２日連続で感染者ゼロ ＮＨＫ長野 2/12 

〇コロナ ３日連続で感染確認ゼロ ＮＨＫ長野 2/13 

〇ワクチン保管用冷凍庫 県、設置３０施設公表 信毎、日経 2/13 

〇長野県４日連続で新規感染者なし ＮＨＫ長野 2/14 

〇２人死亡２人感染 感染５日ぶり 県内計 2347 人  ＮＨＫ長野 2/15 

〇１１市が個別・集団接種併用検討 ＮＨＫ長野、朝日 2/15 

〇ワクチン県対策チームが連携確認 ＮＨＫ長野 2/16 

〇３日ぶり 県内コロナ感染者なし ＮＨＫ長野 2/17 

〇県と関係団体がワクチン接種協議 ＮＨＫ長野、信毎 2/18 

〇県内でもワクチン先行接種始まる ＮＨＫ長野、日経 2/18 

〇長野県２人感染 県内計２３５４人 ＮＨＫ長野 2/19 

〇中学校でコロナ偏見なくす授業 ＮＨＫ長野 2/19 

〇第３波の感染状況 分析結果公表 ＮＨＫ長野 2/20 

〇長野県 ４人 新型コロナ感染 県内計 2358 人 ＮＨＫ長野 2/20 

〇新型コロナ ４日ぶり感染者なし ＮＨＫ長野 2/21 

〇知事「再拡大ないよう協力を」ＮＨＫ長野、信毎 2/22 

〇年度末・年度始めで対策強化を ＮＨＫ長野、日経 2/22 

〇コロナ県内２日連続感染発表無し 県内計 2358 人 ＮＨＫ長野 2/22 

〇県内 ３日連続で感染者なし ＮＨＫ長野、信毎 2/23 

〇リスク点検シートで感染防止を ＮＨＫ長野 2/24 

〇長野県で１人感染 県内計２３５９人 ＮＨＫ長野 2/24 

〇新型コロナ ワクチンの副反応は ＮＨＫ長野 2/24 

〇新型コロナ県内感染確認から１年 ＮＨＫ長野 2/25 

〇新型コロナ 県内４人感染確認 県内計 2363 人 ＮＨＫ長野 2/26 

 

◎県内の実質病床使用率 

〇1月３１日午後８時時点の実質病床使用率は３０.６％ 

〇１日午後８時時点の実質病床使用率は、２７.７％ 

〇３日午後８時時点の実質病床使用率は１９.８％ 

〇４日午後８時時点の実質病床使用率は１８.７％ 



〇４日午後８時時点の実質病床使用率は１８.７％ 

〇５日午後８時時点の実質病床使用率は１７.１％ 

〇６日午後８時時点の実質病床使用率は１６.１％ 

〇７日午後８時時点の実質病床使用率は１６.１％ 

〇８日午後８時時点の実質病床使用率は１５％ 

〇９日午後８時時点の実質病床使用率は１３.４％ 

〇10 日午後８時時点の実質病床使用率は１３.４％ 

〇11 日午後８時時点の実質病床使用率は１２.７％ 

〇14 日の実質病床使用率は１０.６％ 

〇15 日の実質病床使用率は９.４％ 

〇17 日の実質病床使用率は５.３％ 

〇19 日の実質病床使用率は４.８％ 

〇21 日の実質病床使用率は４.４％ 

〇23 日午後８時までの実質病床使用率は３.２％ 

〇25 日午後８時時点の実質病床使用率は１.８％ 

 

    ◎注目した経済動向の報道備忘録（令和 3年 2 月期） 

〇県内企業関与のＭ＆Ａ過去最多 新型コロナに対応 業容拡大 信毎 2/2 

〇参院県区補選 小松裕氏、出馬正式表明 信毎 2/2 

〇県が「こども若者局」新設へ 少子化対策・ひとり親支援 信毎 2/4 

〇苦境のバス会社 新たな取り組み ＮＨＫ長野 2/4 

〇春闘 連合が経営側へ賃上げ要求 ＮＨＫ長野 2/4 

〇県が「ＤＸ推進課」新年度設置へ ＮＨＫ長野 2/5 

〇甲信越の街角景気、3カ月連続の低下 日経 2/8 

〇長野県内、1月の消費者態度指数 3 期ぶり低下 日経 2/9 

〇信越の自治体、制度融資を見直し コロナ禍長期化で 日経 2/9 

〇全国初、美術館で貸しオフィス 小布施町の北斎館 日経 2/10 

〇県予算案１兆円超え 新型コロナ対策１６３０億円 信毎 2/6 

〇移住機運高まり、空き家事業てこ入れ 長野県内の自治体 日経 2/12 

〇宮城と福島で震度６強 ＮＨＫ長野 2/13 

〇日銀松本支店：景気「持ち直しつつある」を維持 ＮＨＫ長野,日経、信毎  

2/15 

〇県内経済「競争力伸ばさねば」 日銀松本支店・大川新支店長 

信毎、日経 2/16 

〇コロナで疲弊 地域経済支援議論 ＮＨＫ長野  2/17 

〇県、経済対策徐々に拡充 年度末が次のヤマ場 信毎 2/17 

〇ガソリン価格２週続けて値上がり ＮＨＫ長野 2/18  

〇須坂市が兵庫県朝来市と災害協定 ＮＨＫ長野 2/18 

〇県内初 高病原性鳥インフル確認 ＮＨＫ長野、信毎 2/19 



〇神谷幸太郎氏、出馬を表明 参院県区補選 ＮＨＫ党、擁立発表 

 信毎 2/20 

〇鳥インフル検出で動物園では対策 ＮＨＫ長野 2/20 

〇長野のインフル患者 99.9%減 今冬は 7人 朝日 2/21 

〇長野電鉄 減便などダイヤ改正へ ＮＨＫ長野 2/22 

〇小布施で食と芸術のイベントを初開催 日経 2/22 

〇生活保護の支給額について、国は物価の下落などを反映させる形で平成 25 

年から平成 27 年にかけて、最大で 10％引き下げました。ＮＨＫ大阪 2/22 

〇ベイシア長野東店、４月閉店 従来型店舗を見直し 信毎 2/23 

〇中小企業の７割 資金繰りに不安 ＮＨＫ長野 2/24 

〇須坂市の高齢女性 ２００万円の詐欺被害 ＮＨＫ長野 2/25 

〇参院補選 立民羽田次郎氏立候補表明 ＮＨＫ長野 2/25 

〇ガソリン価格 ３週連続値上がり ＮＨＫ長野 2/26 

〇去年の宿泊者数 県内は４割余減 ＮＨＫ長野 2/26 

 

※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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