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【須坂市議会令和３年３月定例会】 

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 9 件、当初予算 8 件、

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

 

（１）2021 年度（令和 3 年）会計歳入歳出予算総括表 

  

年度      2021 年度 比較 

区分 

会計別 

当初予算額 

         千円 

構成比 

  ％ 

前年比較  

  千円 

伸率 

  ％ 

一 般 会 計 260 億 3,000 万 0 千 60.24 △25 億 2 千万 △9.15 

 

特 

別 

会 

計 

国民健康保険 51 億 1,400 万 0 千  12.31 1,607 万 3 千 9.32 

井上・幸高・九反田・中島財産区 780 万 1 千 0.02 △9 万 1 千 △1.15 

介護保険 45億 7,483万 6 千 11.01 6,937 万 0 千 1.54 

後期高齢者医療 7 億 1,283 万 9 千 1.72 849 万 4 千 1.21 

小   計 104億  923万 4千 25.05 9,384 万 6 千 0.91 

企

業 

会

水道事業 21 億 9,554 万 8 千 5.28 △1億1,112万 △4.82 

下水道事業 39 億 287 万 2 千 9.39 △1 億 7918 万 △4.39 

宅地造成事業    1,388万 4千 0.03 631 万 4 千 83.41   



計 小   計 61 億 1,230 万 5 千 14.71 △2 億 8399 万 △4.44 

合     計 415 億 5,153 万 9 千 100.00 △27 億 1,015 万 △6.12 

 

 

（２）令和 3 年一般会計当初予算の主だった内容について。   （単位は千円） 

事業名・主な内容 当初予算額 担当課 

☆ ペーパーレス会議システム導入事業 1,925 総務課 

☆ 防災記録誌作成業務委託料 1,300 総務課 

☆ 防災士資格取得補助事業 2,070 総務課 

☆ 指定緊急避難場所標識設置工事 800 総務部 

〇 信州須坂ふるさと応援寄附金事業 1,378,012 政策推進課 

☆ 地域づくり団体活動支援補助事業 1,500 政策推進課 

◎ 結婚新生活支援事業補助事業 4,500 政策推進課 

☆ RPA を活用した業務効率化事業【住民基本台帳等】 1,331 政策推進課 

☆ RPA を活用した業務効率化事業【情報システム管理】 2,585 政策推進課 

☆ ICT を活用した業務（広聴広報）の効率化 6,600 政策推進課 

〇 普通財産の積極的な処分 715 財政課 

個人市民税現年課税分 2,186,000 税務課 

法人市民税現年課税分 444,000 税務課 

固定資産税現年課税分 2,427,000 税務課 

☆ 感染症対策地方税減収補填特別交付金 94,000 税務課 

☆ スマートフォン決済導入機能追加業務委託料 517 税務課 

☆ 軽自動車税等システム改修業務委託料 3,079 税務課 

◇ 救急業務高度化推進救命士養成事業 4,748 消防本部総務課 

◇ 消防庁舎男性施設改修整備事業 6,000 消防本部総務課 

◇ 予防台帳電子化構築委託事業 3,773 消防本部予防課 

◇ 屈折はしご車更新整備 147,777 消防本部警防課 

◇ 小型動力消防ポンプ更新整備 10,410 消防本部警防課 

◇ 消火栓設置維持管理 17,080 消防本部警防課 

◇ 消防団機械器具置き場建設工事 11,060 消防本部警防課 

◇ 消防団詰所修繕工事 1,386 消防本部警防課 

◇ 通信指令台の部分更新整備 19,800 消防本部警防課 

□ 応急手当普及啓発     （1,081） 消防本部消防署 

◎ 総合公金収納システム収納業務 20,079 会計課 

◎ 子どもの学びのあり方検討会議開催 298 学校教育課 

☆ SDGs 教員研修 104 学校教育課 

◎ 小学校自然体験学習バス借上げ 2,198 学校教育課 

◎ オンライン学習通信費支給 6,696 学校教育課 

〇 豊洲小学校プールろ過機更新工事設計業務委託 1,000 学校教育課 

〇 井上小学校冷暖房設備設置 1,200 学校教育課 

◎ ICT 支援員による情報教育支援業務委託 7,079 学校教育課 

◎ オンライン学習教材使用料 2,947 学校教育課 

☆ 小学校授業目的公衆送信保証金 338 学校教育課 

☆ 市費講師配置：東中学校 4,712 学校教育課 



◎ 部活動指導員配置 6,155 学校教育課 

〇 東中学校プールろ過機更新工事設計業務委託 1,000 学校教育課 

◎ ICT 支援員による情報教育支援業務委託 2,574 学校教育課 

◎ オンライン学習教材使用料 2,083 学校教育課 

☆ 中学校授業目的公衆送信保証金 275 学校教育課 

☆ 特別支援学校授業目的公衆送信保証金 4 学校教育課 

◎ 新給食センター維持管理運営業務委託 204,644 学校教育課 

〇 PFI モニタリング業務委託 9,130 学校教育課 

□ 子ども家庭総合支援拠点の設置 （6,453） 子ども課 

☆ 公立保育園における保育支援員等の配置（試行） 8,867 子ども課 

☆ 建物購入（シルキー１階エレベーターホール） 380 子ども課  

□ 学校人権教育活動 （469） 人権同和教育課 

☆ ペーパレス会議システム導入 3,066 議会事務局 

☆ 三浦市議会との研修交流 190 議会事務局 

◎ 成年後見支援センター業務委託 8,871 福祉課 

◇ 福祉会館整備改修工事 8,120 福祉課 

☆ 高齢者施設災害対策研修 230 高齢者福祉課 

☆ デイサービスセンターすえひろ寝位浴浴槽購入 8,370 高齢者福祉課 

◎ ハッピーエンド計画作成支援 512 高齢者福祉課 

☆ 地域包括支援センター業務委託 11,315 高齢者福祉課 

☆ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 270,571 健康づくり課 

◎ 妊婦・成人歯科検診 5,972 健康づくり課 

☆高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 2,042 健康づくり課 

◎ 地下水管理支援 3,927 生活環境課 

☆ 施設更新の基本構想等策定業務 5,034 生活環境課 

◇ 個人番号カード交付事業 12,528 市民課 

☆ 住民票等コンビニ交付運用事業 0 市民課 

☆ 人権問題等市民意識調査 693 人権同和政策課 

☆ 本郷人権ふれあいセンター解体事業 2,742 人権同和政策課 

☆ 男女共同参画に関する市民意識調査 227 男女共同参画課 

☆ 相田みつを展実行委員会負担金 4,480 文化スポーツ課 

◇ 信州須坂まちの元気創出推進委員会負担金 129,600 文化スポーツ課 

☆ 地域活性化起業人負担金 6,600 文化スポーツ課 

☆ 傘鉾会館管理運営費 160,892 文化スポーツ課 

☆ 市立博物館リニューアルオープン事業 3,414 文化スポーツ課 

☆ 傘鉾会館リニューアルオープン事業 235 文化スポーツ課 

☆ 県立歴史館連携事業負担金 100 文化スポーツ課 

☆ 文化財保存活用倉庫燻蒸業務委託 2,310 文化スポーツ課 

☆ 文化財資源活用促進事業 740 文化スポーツ課 

☆ 世界の民族人形博物館長寿命化工事 25,752 文化スポーツ課 

☆ 北部運動広場人工芝化等工事 180,000 文化スポーツ課 

☆ 長野地域連携中枢都市圏スポーツ交流事業 993 文化スポーツ課 

△ 信州須坂ハーフマラソン実行委員会負担金 5,960 文化スポーツ課 

☆ 地域公民館照明 LED 化事業 1,800 生涯学習推進課 

☆ 生涯学習センター照明 LED 化事業 599 生涯学習推進課 



☆ 生涯学習センター防水等改修工事 27,390 生涯学習推進課 

◎ 果樹セミナー開催委託 200 農林課 

◇ 収入保険掛金補助 1,800 農林課 

☆ 森林体験活動補助 200 農林課 

☆（仮称）須坂未来塾実施事業 263 産業連携開発課 

☆ 第１勤労者研修センター改修工事 19,633 産業連携開発課 

◇ UIJ ターン就業・創業移住支援 2,600 産業連携開発課 

× 第 2勤労者研修センター指定管理委託 0 産業連携開発課 

☆ 地域おこし協力隊による五味池破風高原地域活性化 1,000 商業観光課 

☆ 峰の原地区観光レクリエーション施設等整備事業補助金 166,474 商業観光課 

◇ 仁礼町水路改修工事 26,000 道路河川課 

◇ 仁礼地区農業用排水路工事 323,200 道路河川課 

☆ 県営相之島排水機場更新 6,000 道路河川課 

◇ 福島排水機場及び福島北排水機場更新整備 38,360 道路河川課 

☆ 市道高梨五閑線道路改良 75,020 道路河川課 

◇ 高梨小山線他舗装修繕工事 160,010 道路河川課 

◇ インター周辺道路整備 1,684,060 道路河川課 

◇ 河川緊急浚渫工事 25,000 道路河川課 

◇ 千曲川堤防舗装工事 20,000 道路河川課 

◇ 百々川緑地松剪定 2,000 まちづくり課 

☆ 弁天橋修繕 1,300 まちづくり課 

◇ みんなで支える里山整備負担金 273 まちづくり課 

☆ 森林環境贈与税を活用した木製製品の購入 1,186 まちづくり課 

◇ 景観計画改定及び屋外広告物条例制定支援 4,895 まちづくり課 

◇ 市営住宅等管理業務委託 49,303 まちづくり課 

◇ 特定公共賃貸住宅等指定管理者委託料 656 まちづくり課 

◇ 耐震診断委託 520 まちづくり課 

◇ 耐震補強工事補助事業 14,060 まちづくり課 

◇ ブロック塀等改修補助 1,000 まちづくり課 

☆ 相続財産管理人申立予納金 1,200 まちづくり課 

☆ 空家応急修繕工事 2,000 まちづくり課 

   ☆新規 ◎拡大 △縮小 ×廃止 ◇重要な継続 □予算を伴わない 〇顕著な事業 

 

（３）今議会に上程された 2020 年度補正予算概要 

  〇一般会計（補正予算第 15 号）          5 億 8,674 万 4 千円 

  〇国民健康保険特別会計（補正予算第 4 号）    △1 億 4,353 万 3 千円 

    〇井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計（補予第 2号） 10 万 9 千円 

  〇介護保険特別会計（補正予算第 3号）         △8,627 万 8 千円 

    〇後期高齢者医療特別会計（補正予算第 3号）      △514 万 2 千円 
     

〇水道事業会計（補正予算第 3号）   収益的収入         150 万 0 千円 

                     収益的支出     △708 万 1 千円 

                     資本的収入                3 千円           

                     資本的支出 △3 億 3,105 万 9 千円 
 

〇下水道事業会計（補正予算第 1号） 収益的収入  1 億   466 万 3 千円 



                    収益的支出     1,573 万 3 千円 
                     資本的収入  △2 億 2,656 万 8 千円 

                     資本的支出  △2 億 2,811 万 4 千円 
 

〇宅地造成事業会計         収益的収入        △629 万 3 千円 
                     収益的支出       △457 万 0 千円 

 

○令和 3年 3月定例会一般会計補正予算第 15 号の主だった内容について。 

（△は減額、単位は千円） 

事業名・主な内容 補 正 額 担当課 

保健事業諸検診委託料 △10,010 健康づくり課 

保険基盤安定化支援事業 2,878 健康づくり課 

福祉医療費等 △13,800 健康づくり課 

社会事業授産施設運営事業補助金 2,007 福祉課 

特別養護老人ホーム入所措置費 △10,764 高齢者福祉課 

障害者自立支援給付国庫負担金等 52,596 福祉課 

生活保護費：医療扶助費 21,900 福祉課 

森上小学校大規模改造等工事 199,324 学校教育課 

児童用デジタル教科書のライセンス取得外 △7,806 学校教育課 

小学校タブレット端末購入費等 △6,385 学校教育課 

生徒用デジタル教科書のライセンス取得外 8,380 学校教育課 

中学校タブレット端末購入費等 △5,990 学校教育課 

各学校において感染防止対策の消耗品購入等 17,478 学校教育課 

PFI モニタリング委託料 △2,684 学校教育課 

私立保育園の感染予防に対する補助金 5,507 子ども課  

保育料還付金 13,127 子ども課 

ごみ収集委託料 △6,300 生活環境課 

令和元年東日本台風災害にける自衛隊負担金 △7,946 総務課 

消防団員退職報奨金 △10,721 消防本部 

生涯学習センターのエレベーター改修工事 △10,578 生涯学習推進課 

博物館大規模改修工事費等 △4,690 文化スポーツ課 

IC 周辺開発区域の発掘調査不要費用 △10,309 文化スポーツ課 

体育施設の利用者減に伴う施設管理業務委託料 △3,122 文化スポーツ課 

農林振興対策事業費：多面的機能支払交付金等 △7,651 農林課 

農業後継者対策事業:新規就農研修給付金等 △2,661 農林課 

認定農業者等のハウス整備やスマート農業へ助成 17,467 農林課 

県営相之島排水機場更新事業等に係る負担金 28,200 道路河川課 

森林環境譲与税を事業に活用するため積立金を減額 △9,712 農林課 

新型コロナウイルス拡大防止協力金等負担金 △9,768 商業観光課 

峰の原高原地区水道管布設替工事費 △10,843 生活環境課 

除雪ドーザ 2台入札差金 △23,397 道路河川課 

社会資本整備総合交付金の増額 731,386 道路河川課 

ＩC周辺開発に伴う下水道施設工事 △516,877 道路河川課 

耐震補強工事補助金の減額 △2,905 まちづくり課 

公共交通確保事業負担金 △18,788 市民課 



ふるさと応援寄付金の増加 395,413 政策推進課 

特別定額給付金支給業務委託料 △34,579 総務課 

地域おこし協力隊報酬等 △10,254 政策推進課 

庁舎空調設備改修工事に係る設計委託料 △5,489 総務課 

財政調整基金の積立金を増額 103,408 財政課 

職員人件費 △41,211 総務課外 

 

 

（４）令和 3 年 3月定例会一般会計補正予算第 16 号の内容について。 

（単位は千円） 

事業名・主な内容  補正額 所管課 

財政調整基金積立金      1,000 財政課 

信州被災者生活再建支援事業補助金還付金 1,000 福祉課 

 

 

（５）今議会の予算決算特別委員会での市長部局の答弁の手控え 

  １）総務文教分科会関係 

  【消防本部・消防署関係】 
     ☑補正予算 

     〇資源有価物売払いの主なものは、廃棄ホースの金具、使用済み消火栓標 

識などの金属類である。 

     ☑当初予算 

     〇救急救命士の養成は、本年度は 2 名。 

 
  【学校教育課・学校給食センター関係】 
   ☑補正予算 
   〇学校給食センター施設整備事業、pfi のモニタリング減額の理由は、 

①設計から建設、開業準備期間までが延びたこと。 
②開業後の維持管理、運営のモニタリングが、本来 9 月から開始する予 

定がコロナ禍のため工事遅延でなくなったことによる。 
     ☑当初予算 
     〇就学援助の対象者は、小学生が 338 人、中学生が 220 人、計 558 人を見 

込み。ネット環境がない児童数が 340 名程度。 
 
    【子ども課】 
     ☑当初予算 
     〇公立保育園における保育支援事業の配置事業は、全園で実施する。 
      
    【政策推進課】信州須坂ふるさと応援基金積立金の減額理由 
     ☑補正予算 

   〇現在は、寄付をした翌年度に返礼品を受け取る方への返礼品に係る経費

は、返礼品を送る年度に収入ちなった寄附金を財源にしている。今年度

（2020 年度）の寄附金の多くが、返礼品の購入・送付に充てられるため、



積立金が減少した。 

   ☑当初予算 

   〇地域づくり活動団体支援補助事業には 8 団体が申請しているが、採択に

なるかは不明である。支援金については３年であるが、その後活動支援

が必要か否かはそれぞれの所管課で検討して行く。 

   〇情報システム管理事業、地域活性化起業人負担金は、首都圏にある企業

から職員を派遣していただき、外部人材を活用していくものである。相

手企業に 500 万円、残りの 100 万円はその方が活動する経費であり、全

額特別交付税処置される。 

 

    【税務課】 

   ☑補正予算 

   〇コロナ禍で法人市民税がかなり減収となると見込んでいたが、市内の主

要企業については、税収で 1千万円以上増えた法人が 2 社ある。 

      電子部品、医療用装置などや半導体業界が好調、自動車部品製造、不動

産へのコロナ禍の影響があった。徴収猶予も 2,700 万円程ある。 

 
２）福祉環境分科会関係 

    【文化スポーツ課】 

      ☑当初予算 
      〇まるごと博物館構想を核としている。全体の事業として一番はまちの 

元気を創出する。 
      〇相田みつを展について、銀座通りの回遊の課題を見つめていく事業も 

したい点と、教育という部分で、子育て世代に向けた教育的観点から 
も PTA 連合会や校長会、文化振興事業団が実行委員会で、市民の皆さ 
んに相田みつをの作品を通じて事業の盛り上げをするために、実行委 
員会方式を選んだ。 

 

   【生涯学習推進課】成人式の中止決定の経緯について 
    ☑補正予算 
    〇当初は延期を前提に考えていたが、12 月 22 日の夕方も、延期を前提 

とした理事者と最終的打ち合わせをした結果、最終的に中止と決定し 
た。 

   
     【生活環境課】坂田霊園の擁壁修繕工事について 
      ☑補正予算 
      〇坂田霊園は山際の傾斜地の造成された霊園で、霊園全体に石積みの擁

壁があります。経年によって雨などで中の土が流れ出て空洞部が多く

できてしまい、空洞部への薬液注入で解決を図っているが、注入する

薬液が足りない部分が発生して今回の補正となった。 
  

３）経済建設分科会関係で 

   【まちづくり課・臥竜公園管理事務所関係】 
    ☑補正予算 



    〇動物園の入園者は、昨年は約 13 万人、現段階で約 10 万人を切ってい 
る。 

    ☑当初予算 
    〇景観計画改定等については、インター周辺だけでなく、中心市街地も 

含め時代に沿った見直し条例制定を行う。 
 
   【農林課】 
    ☑補正予算 
    〇12 月までの鳥獣捕獲数は、猪 57 頭、日本猿 24 頭、ツキノワグマ 17 

頭、狸 45 頭、狐 39 頭、日本鹿 62 頭、ハクビシン 73 頭、アナグマ 
22 頭、カラス 31 羽の実績。当初の想定よりも少し多い。 

 
（６）2021 年３月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 

20210301 付帯決議について（回答） 須坂市長 3/2/19 
20210302 2021 年 4月組織改正について 総務課 3/3/9 
20210303 申請書等への押印義務廃止について 総務課 3/3/9 
20210304 須坂市行財政改革プラン 2025 総務課 3/3/9 
20210305 地域防災組織育成事業補助金 総務課 3/3/8 

20210306 連携協約に基づき推進する具体的取組 政策推進課 3/3/9 
20210307 Ｒ3/4/1 長野広域連合規約変更新旧対照表 政策推進課 3/3/9 
20210308 須坂市辺地対策事業の実施状況及び今後の整備方針 政策推進課 3/3/9 
20210309 須坂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 税務課 3/3/9 
20210310 インターネットオークション結果 会計課 3/3/8 
20210311 須坂市小中学校のあり方提言書 学校教育課 3/3/8 
20210312 須坂市小中学校ＥＳＤ推進計画 学校教育課 3/3/8 
20210313 相田みつを展の内訳と詳細 文スポーツ課 3/3/1 
20210314 北部運動広場人工芝化工事 文スポーツ課 3/2/26 
20210315 地域人権交流施設の廃止、解体 同和政策課 3/2/26 
20210316 須坂市福祉会館エレベーター改修事業 福祉課 3/2/26 
20210317 ストックヤードプラスチック圧縮梱包機修繕 生活環境課 3/2/26 
20210318 文化財保存活用倉庫 燻蒸業務委託 文化スポーツ課 3/2/26 
20210319 世界の民族人形博物館長寿命化工事の概要 文化スポーツ課 3/2/26 
20210320 まるごと博物館構想・元気創出事業 文化スポーツ課 3/3/10 
20210321 須高地域成年後見支援センター業務委託 福祉課 3/3/10 
20210322 泉園幼稚園北側道路 道路河川課 3/2/25 
20210323 井上小学校西側道路 道路河川課 3/3/25 
20210324 川瀬川・旧百々川に流れ込む河川名地図 道路河川課 3/3/25 
20210325 勤労者研修センター条例の一部を改正する条例 産連携開発課 3/3/25 
20210326 第一勤労者研修センター改修工事計画の概要 産連携開発課 3/3/25 
20210327 わざわざ店の要求対象補助金の詳細 商業観光課 3/3/1 
20210328 わたしたちの町並みを未来へ引き継ぐために 冊子 まちづくり課 3/3/10 
20210329 介護保険条例の一部を改正する条例の概要 高齢者福祉課 3/3/11 
20210330 須坂市指定サービス等に係る条例の一部改正 高齢者福祉課 3/3/11 
20210331 2021 年度介護報酬改定の概要 福祉課 3/3/11 
20210332 住民票コンビニ交付運用事業について 市民課 3/3/10 
20210333 第九次須坂市老人福祉計画 高齢者福祉課 3/3/11 
20210334 第 5次須坂市障がい者等行動計画 須坂市 3/3/10 



20210335 国民健康保険運営の中期的改革方針 健康づくり課 3/3/10 
20210336 伝統的建造物群保存地区保存条例の制定に 文化スポーツ課 3/3/11 
20210337 「子育て・就労総合支援拠点整備計画」採択 子ども課  3/3/15 
20210338 特定空家等の認定について まちづくり課 3/3/15 
20210339 宅地造成事業経営戦略 まちづくり課 3/3/15 
20210340 千曲川水系緊急治水対策プロジェクト 道路河川課 3/3/15 
20210341 千曲川水系緊急治水対策プロジェクト 

須坂市 住民説明会用冊子Ａ 

 
千曲川河川事務所 

 
3/3/11 

20210342 地域経済復興事業（街ぷらすざか）実績について 商業観光課 3/3/15 
20210343 2021 年度上下水道工事個所位置図 水道局 3/3/12 
20210344 千曲川水系緊急治水対策プロジェクト冊子Ｂ  千曲川河川事務所 3/3/12 
20210345 2019 年度決済 須坂市の財務書類 財政課 3/3/17 
20210346 第 3次須坂市環境基本計画（案） 生活環境課 3/3/17 
20210347 地方議会一人会派についての論評 朝日新聞 3/3/17 
20210348 須坂市固定資産税・都市計画税の一部改正 税務課 3/3/19 

 

 

（７）今 3 月定例会に上程された議案の顛末について 

１）事件決議 7 件 

議案第３号 令和２年度緊急防災・減災事業市庁舎空調設備等改修工事機械 

設備工事請負契約の締結について 

議案第４号 令和２年度旧長野県青年の家施設改修費補助金事業旧長野県 

須坂青年の家建物等解体撤去工事請負変更契約の締結について 

議案第５号 長野市及び須坂市における連携中枢都市圏形成に係る連携協 

約の一部を変更する連携協約の締結について 

議案第６号 長野広域連合規約の変更について 

議案第７号 辺地に係る総合整備計画の策定について 

議案第８号 市道の変更について 

議案第３５号 長野広域連合規約の変更に伴う財産処分の協議について 

 

〇事件決議７件について、各委員長は「原案のとおり可決」と報告。 

    本会議= 質疑、討論の後、7件を一括して簡易採決を諮り 

         採択の結果、原案のとおり可決   

 

２）条例 10 件 

議案第９号 須坂市監査委員に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第１０号 須坂市福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例について 

議案第１１号 須坂市地域人権交流施設条例の一部を改正する条例について 

議案第１２号 須坂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

議案第１３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１４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１５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１６号 須坂市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基 

準等を定める条例の一部を改正する条例について 

議案第１７号 須坂市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定 

介護予防支援等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１８号 須坂市勤労者研修センター条例の一部を改正する条例について 

 

〇条例 10 件について、各委員長は「原案のとおり可決」と報告。 

    本会議= 質疑、討論の後、10 件を一括して簡易採決を諮り 

         採択の結果、原案のとおり可決  

 

３）補正予算 ９件 

議案第１９号 2020 年度須坂市一般会計補正予算第 15号 

議案第２０号 2020 年度須坂市国民健康保険特別会計補正予算第４号 

議案第２１号 2020 年度井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計補正予算第２号 

議案第２２号 2020 年度須坂市介護保険特別会計補正予算第３号 

議案第２３号 2020 年度須坂市後期高齢者医療特別会計補正予算第３号 

議案第２４号 2020 年度須坂市水道事業会計補正予算第３号 

議案第２５号 2020 年度須坂市下水道事業会計補正予算第１号 

議案第２６号 2020 年度須坂市宅地造成事業会計補正予算第１号 

議案第３６号 2020 年度須坂市一般会計補正予算第 16号 

 

〇補正予算 9 件について、各委員長は「原案のとおり可決」と報告。 

    本会議= 質疑、討論の後、9件を一括して簡易採決を諮り 

         採択の結果、原案のとおり可決  

 

４）当初予算 ８件 

議案第２７号 2021 年度須坂市一般会計予算 

〇当初予算第 27 号について、各委員長は「原案のとおり可決」と報告。 

    修正案の提案がなされ、提案理由の説明ののち採択の結果、 

    修正案の採決を諮るも起立少数で否決。原案を起立多数で可決。 

  

 【佐藤壽三郎議員の修正案反対理由】 

市から示された「相田みつを展」の開催目的を再確認するに、 

1 つに、子どもや子育て世代に向けて、生きていく意味を問い、自己 

との対話ができる空間を提供する。 

2 つに、市民に様々な文化芸術に接する機会を提供する。 



3 つに、機能分散型総合博物館、まるごと博物館構想における回遊性 

向上の観点から、3 会場に分散して展示して、一帯の回遊性向上 

を図ると共に課題を見つけるための事業である。 

 

更に、実行委員会方式を選んだ理由として、銀座通りの回遊の課

題を見つめていく事業もしたい点と、教育という部分で、子育て世

代に向けた教育的観点からもＰＴＡ連合会や校長会、文化振興事業

団で実行委員会を立ち上げて、市民の皆さんに相田みつをの作品を

通じて事業の盛り上げをするために、事業団単独事業ではなく実行

委員会方式を選んだとの説明である。 

  

故相田みつを氏はご承知のとおり、詩人であり書家であります。 

生前における彼の評価は、正直言って決して高いものではありませ 

んでした。平成 3年 12 月に亡くなられておりますが、寧ろ、没して 

から年を追う毎に、彼の評価が高まりつつあります。 

 

彼は書の最高峰の一つとされる「毎日書道展」に連続入選するな

ど、書家としても奥義を極められた人ですが、残された墨書をみる

に、小学生の方が上手とも思える書き方であります。然し書道の頂

点に立たれた人ゆえに、諭された誰が見ても一目で相田みつをの書

である書き方の極みなのかなと思います。 

又、相田みつを名言を読むに、これも極めて平凡で誰でもが時折

口にするする文体であるが故の、共感を呼ぶ極めて人間臭さを感じ

させる名言であると感じます。 

 

であるがゆえに、亡くなられた後にも 先ほど申しましたとおり、

年を追う毎に評価が高まりつつある要因は、庶民の目線で、庶民の

日常感じる「言葉」を駆使した言葉の綴りが、庶民に大きな勇気と

希望を与える 名言に変化したものと思います。 

 

書にしても、詩にしても意味深い相田みつをの実像を知る上でも、

市民にとっても須坂市での催しは意義あることと思います。今回私

は市民の皆様にラインで「相田みつを展開催」の賛否を募りました

ところ、「相田みつを展が催されれば見に行きたい」と多数の市民の

皆様から返信を頂いております。この催しは急度、児童・生徒の皆

さんにとっても大きな今後の人生の何某のヒントとなることと確信

いたします。その意味でもＰＴＡ連合会や校長会と文化振興事業団

の共催は、子どもや子育て世代に向けての催しの焦点を掲げること

からしても、事業団単独事業より共催事業の方が、より強力な普く

市民に浸透する連携事業は期待できます。 



 

而して、修正案の理由として示される 

1.  レプリカによる展示会は、本物による教育を掲げる須坂市の教 

育理念とは相反する事業でふさわしくない 

２．レプリカ展示経費 448 万円の根拠が曖昧である 

３．文化事業団が実施すべき事業であり、一部の力ある人たちによ 

って行うことは文化振興事業団及び学芸員の成熟・育成を妨げ 

る 

の主張は、何れも「相田みつを展」の開催を阻むためにする理由付

けであり、子育て世代に向けた教育的観点からの共催事業運営につ

いては事実誤認であり、参酌するに大局的なな理由付けとは思えま

せん。 

依って、私は、市から示された「相田みつを展」の開催目的に賛 

同し、2021 年度一般会計予算に対する修正案に反対し、原案を支持 

いたします。    

 

議案第２８号 2021 年度須坂市国民健康保険特別会計予算 

議案第２９号 2021 年度井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計予算 

議案第３０号 2021 年度須坂市介護保険特別会計予算 

議案第３１号 2021 年度須坂市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第３２号 2021 年度須坂市水道事業会計予算 

議案第３３号 2021 年度須坂市下水道事業会計予算 

議案第３４号 2021 年度須坂市宅地造成事業会計予算 

 

〇当初予算第 28 号から第 34 号の 7件について、各委員長は「原案の 

とおり可決」と報告。 

    本会議= 質疑、討論の後、7件を一括して簡易採決を諮り 

         採択の結果、原案のとおり可決。  

 

５）人事３件 

同意第２号 教育委員会教育長の任命について 

              小林 雅彦（須坂市大字日滝在住）を原案に同意 

同意第３号 公平委員会委員の選任について 

        小平 幸正（須坂市大字村山在住）を原案に同意 

同意第４号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

        坂田 賢一（須坂市大字豊丘在住）を原案に同意 

 

６）規則 

議会第１号 須坂市議会会議規則の一部を改正する規則について 

 



        委員会審査を省略し直ちに採択 

簡易採決を諮り採択の結果、原案のとおり可決  

 

（８） 議会運営委員会 

開議日時 令和 3 年 3 月 4 日 
  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 〇市議会デジタル活用推進特別委員会の設置と委員選出 
       〇須坂市議会会則の一部改正 
       〇3/5 の議事日程及び議事進行並びに全員協議会の省略 
 

開議日時 令和 3 年 3 月 19 日 
  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 市議会デジタル活用推進特別委員会の正副委員長の互選結果 
       本日の議事日程及び議案の取扱いについて 
       追加議案等の説明 
       専決処分について 

 

（９）総務文教委員会、予算決算特別委員会・総務文教分科会 

開議日時 令和 3 年 2 月 25 日 
  現地調査 消防本部 ⇒森上小学校 ⇒塩川町消防 6 分団 2 部機械器具置場 

⇒下八町 8 分団 1 部詰所  
  調査事項 上程される予算内容についての現地調査 

 

開議日時 令和 3 年 3 月 8 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  審査事項 各所管課に係る 

〇議案第 15 号、議案第 19 号、第 36 号に関わる 2020 年度須坂市 
一般会計補正予算、 

〇議案第 27 号 2021 年度須坂市一般会計予算の審査 
〇議案第 21 号 2021 年度井上、幸高、九反田、中島財産区特別会 

計予算 
 

開議日時 令和 3 年 3 月 9 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  審査事項 各所管課に係る、議案第 3 号、第 5 号、第 6 号、第 7 号、議案 12 

号、第 35 号の審査 
     
    ※【所管課】 消防本部、学校教育課、学校給食センター、子ども課 、人権 

同和教育課、総務課、政策推進課、財政課、税務課、会計課、 
選挙管理委員会、鑑査委員事務局、公平委員会事務局、固定資 
産評価審査委員会事務局、議会事務局 
 

（10）予算決算特別委員会 

開議日時 令和 3 年 3 月 17 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 



  審査事項 〇2020 年度須坂市一般会計補正予算 第 15.16 号 
       〇2020 年度須坂市特別会計 4 件の補正予算 
       〇2020 年度須坂市企業会計 2 件の補正予算 
       〇2021 年度須坂市一般会計当初予算  
       〇2021 年度須坂市特別会計 4 件の当初予算 
       〇2021 年度須坂市企業会計 2 件の当初予算 
       に対する、各分科会報告、報告に対する質疑、議案に対する 
       意見。討議、討論を経て 

須坂市一般会計当初予算について修正動議が提出され 
これについて採決を諮ったところ、賛成少数で否決され  

       原案を採決の結果、何れも原案とおり決すべきものと 
     ②財務書類 4 表の説明：財政課 
     ③その他 
        

（11）インター周辺等開発特別委員会 
開議日時 令和 3 年 3 月 17 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 進捗状況と今後の予定について：まちづくり推進部長 

① 開発並びに農地転用許可の状況について 
② 事業期間の延長について 
③ 造成工事説明会について 

 

    〇令和 3 年 3 月 30 日     須坂市まちづくり推進部まちづくり課 

     須坂長野東インターチェンジ周辺地区開発地（観光集客施設用地・ものづ    

くり産業施設用地）において開発・農地転用が県から許可されました。 

 

（12）全員協議会 

開議日時 令和 3 年 3 月 5 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 教育長人事案件について 

 
開議日時 令和 3 年 3 月 10 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 当初予算書の介護保険特別会計の議案説明書の訂正について 

 
開議日時 令和 3 年 3 月 17 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 第三次須坂市環境基本計画（案）について ：生活環境課 
 

開議日時 令和 3 年 3 月 19 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 市議会デジタル活用推進特別委員会の正副委員長の互選結果 
       本日の議事日程及び議案の取扱いについて 
       追加議案等の説明 
       専決処分について 



 

（13）会派代表者会議 

開議日時 令和 3 年 3 月 2 日 
  開議場所 議長応接室 
  協議事項 教育長の任命について 
       公平委員会委員の選任について 
       固定資産評価委員の選任について 
        会派室について 
      〇貴和会派室は輝奏会会派室と同室とする。以下は現状とする。 

 
（14）今定例会一般質問で私が取り上げた諸課題 

１．令和元年台風 19 号による千曲川決壊について 

２．コロナ禍に起因する自殺の救済を徹底すべし 

３．今こそ求められる、分かち合う市民意識の醸成について 

４．県が新設した「こども若者局」について 

５．今この時に、都会からの企業のコロナ禍疎開受け入れを推進されたい 

 

(15) 今定例会の一般質問総括 

  今定例会で、14 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。 

     〇行政一般  6 議員      〇福祉・環境・新型コロナ関係 14 議員  

〇教育問題 5 議員    〇時事問題 4 議員  

〇産業振興問題 5 議員  〇須坂市の活性化等 4 議員 

〇千曲川治水  1 議員  〇インター周辺等開発 1 議員 

  

２.   令和 3 年第 3 回須坂市議会臨時議会招集 

2 月 3 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 3件です。 

（１） 今定例会に上程された議案の顛末について 

議案第３７号 2020 年度須坂市一般会計補正予算第 17 号 

         補正額 4億 7,200 万 6 千円 

  〇予算決算特別委員長は「原案のとおり可決すべきもの」と報告。 

   本会議= 質疑、討論の後、簡易採決を諮り「原案可決」    

 

議案第３８号 2021 年度須坂市一般会計補正予算第 1号 

         補正額 2 億 6,171 万 7 千円 

 

〇予算決算特別委員長は「本補正予算は修正案が提案され、修正案が可決 

された」と報告。 

      本会議=委員長報告の後、修正案が提出され、一括して質疑、討論の後 

          修正案を採決した結果、賛成多数で可決。 

          修正部分を除く原案を起立採決の結果、全員起立で「原案とおり」         



          可決。 

 

      【佐藤壽三郎は原案を賛成修正案に反対した理由】     

       本補正予算総額 2 億 6,171 万 7 千円のうち、1億 6,400 万円は、「コ 

ロナ禍の影響を受けた市内の商店、飲食店等を支援するため、購入店舗 

のみで利用できる店舗限定プレミアム付商品券の販売」と、テイクアウ 

トの利用を促すために利用者に抽選で「おまけ」を提供するための支援 

事業内容である。 

私が 3月定例会一般質問で「いま、市民が普く
あまねく

食べて行けるために、 

今こそ求められるのは『分かち合う市民意識』が必要と説き、須坂市が 

企画する、「お店限定プレミアム付商品券（仮）」事業の主体はお店であ 

る。 

市内のお店が抱える顧客・常連客と連携した事業推進を図ることによ 

って、今コロナ禍の影響を受けている、市内の商店、飲食店等の困窮を 

救済することは、当をえた救済事業であり、速やかに実現を図られたい。」 

と発言した経緯があります。 

 

我が敬愛する田中角栄元総理曰く。「政治とは何か、生活である。政

治家は国民に三度のメシを保証して、外国との争いを起こさず、国民の

邪魔になる小石を丹念に拾い、岩を砕いて道をあける。仕事はそれだけ

でよい。～中略～ 箸の上げ下ろしまで口出しするのは余計なお節介

だ」と。 

        又、政治は「枝葉末節にこだわることなく、大局的な物の見方が必 

要だね」と。僭越ながら私も全く同感です。 

 

たかが市議会議員、されど市議会議員である。「手法が公平でないとか

不平等だ」を論ずる前に「コロナ禍で商売があがったりの商店、飲食店

を営む市民を如何に、早急に救ってあげるか！」が本題ではないのかと

思えてなりません。然らば、困窮に置かれている商店、飲食店等商人へ

の「轍鮒の急」解消策は何かを考えるのが、市議会議員の役目と私は心

得るのですが如何か。 

徒に 1 億 6,400 万円もの巨額な救民施策予算を否決した議員たちは、

コロナ禍の影響を受けて、二進も三進もいかなくなっている商売を営む

市民の厳しい現状の生活の救済のために何をすべきかを、真摯に自問自

答することが我々市民の身近にいる市議会議員の務めではないのか。 

 

議案第３９号 2021 年度須坂市国民健康保険特別会計補正予算第 1号 

             補正額 45 万円 

〇予算決算特別委員長は「原案のとおり可決すべきもの」と報告。 



       本会議= 質疑、討論の後、簡易採決を諮り「原案可決」 

 

 

○令和 3年第 3 回市議会臨時会 2021 年度一般会計補正予算第 1 号の概要 

（単位は千円） 

事業名・主な内容 補 正 額 担当課 

〇広聴広報事業：広報車に 4方向スピーカを搭載 251 政策推進課 

☆公共交通対策事業：タクシー業者等へ支援金給付 3,895 市民課 

☆在宅福祉サービス：重度心身障碍児（者）を対象に、

ワクチン接種に係るタクシー代 
632 福祉課 

☆高齢者在宅福祉事業：重度要介護者等を対象に、ワク

チン接種に係るタクシー代 
1,402 高齢者福祉課 

〇児童センター外指定管理事業：児童クラブにおける感

染防止策 
1,500 学校教育課 

〇児童クラブ運営事業：民営児童クラブにおける感染防

止策 
1,800 学校教育課 

〇予防接種事業：ワクチンの個別接種・集団接種経費 55,893 健康づくり課 

〇商工振興事業：コロナ禍で落ち込んだ商店・飲食店を

支援数Ｒための店舗限定プレミアム付商品券を販売 
164,000 商工観光課 

〇観光・誘客宣伝事業：峰の原高原の地域振興を図る 30,000 商業観光課 

〇図書館管理運営事業：図書除菌機、書籍購入費 2,344 文化スポーツ課 

 

３． 長野広域連合 

催名 長野広域連合一般廃棄物最終処分場竣工式 
期日 令和 3 年 3 月 13 日午前 9 時 30 分 

  場所 エコパーク須坂 
  内容 エコパーク須坂竣工式の執行。 
     出席者：加藤久雄長野広域連合長（長野市長）、三木正夫須坂市長、小 

修一川千曲市長、長野広域連合理事（町村長） 
長野広域連合議会三井経光議長、佐藤壽三郎議会総務委員長、 
和田英幸議会福祉環境委員長外委員、須坂市仁礼町区長外区 3 
役、工事施工業者等が参列。 
 

催名 審査会委員任命式・功労者表彰式 
期日 令和 3 年 3 月 13 日（土曜）午後 1 時 30 分 

  場所 ホテル国際 21 2 階「芙蓉」 
  内容 長野広域連合の介護及び障害支援区分認定審査会の認定審査会委員の 
     任命式と長年、認定審査会委員をお務め頂き長野広域連合の振興に貢 

献された功労表彰者（20年以上ご尽力された認定審査会委員）として、 
浅井眞医師（長野市）外 25 名、感謝状贈呈者（10 年以上ご尽力され 
た認定審査会委員）として、飯島康美医師（須坂市）外 8 名の表彰式 
に立ち合いました。 
 長い間、長野広域連合の対象住民凡そ 54 万人のために。介護及び障 
害支援区分認定審査にご尽力賜りましたことを、感謝申し上げます。 



 
出席者：加藤久雄長野広域連合長（長野市長）小川修一広域連合理事 

（千曲市市長）、長野広域連合理事（町村長） 
三井経光長野広域連合議会議長、佐藤壽三郎広域連合議会総 
務委員長、和田英幸広域連合議会福祉環境委員長 
宮澤介護認定審査会長、倉石障害支援区分認定審査会長外 

 
催名 特別養護老人ホーム須坂荘移管式 
期日 令和 3 年 3 月 31 日午後 2 時 

  場所 特別養護老人ホーム須坂荘 
  内容 長野広域連合須坂荘を令和 3 年 4 月 1 日から社会福祉法人グリーンア 

ルムへ引き継ぐ為の移管式の挙行。 
参列者： 
加藤久雄 長野広域連合長（長野市長）、三木正夫 須坂市長 
中島義浩 長野広域連合議会副議長、佐藤壽郎 広域連合議会議員 
宮本泰成 広域連合議会議員 
町田  滋 社会福祉法人グリーンアルム福祉会理事長 
長野広域連合職員外地元関係者 

 

４． 私の議会外議員活動  

催名 3 月定例会議案の学習会 
期日 令和 3 年 3 月 6 日午前 9 時～午後 4 時 

  場所 議会第 3 委員会室 
  内容 4 会派が参集して上程された議案の争点と焦点について自習 

 

催名 提出された資料の整理の自習 
期日 令和 3 年 3 月 10 日 

  場所 議会無所属クラブ会派室 
  内容 学習会での今議会で提出された会議資料の整理 

 

催名 委員会審査の焦点・争点について 
期日 令和 3 年 3 月 16 日 

  場所 議会第 3 委員会室 
  内容 3 会派が参集して委員会審査での問題点の確認 

 

５． お寄せいただいた市民の声 

（１）陳情・請願の受理と取次 

〇賃貸アパートの家主からの中途解約の申出についての相談  

市民：Ｎさん 3/7 

〇インターの近くの「鉄道博物館」が閉館されることについて。市としても観 

光資源に一つとお考えいただき、どこかに移転して再開することはできない 

のでしょうか？ 市民:Ｈさん 3/14  

⇒ 市理事者と協議するも「市が鉄道模型の寄贈を受けるならばともかく、私 



財の買取をしてまでの『鉄道博物館』存続を図ることは、市の財政の公平性 

の見地からできない。」との回答。 3/14  

⇒協議結果を陳情者に伝達 3/15 

 

（２）議員活動報告の配布・配信等 

〇議員活動月報 270 号を 3 月 21 日配信 

 

６．【保育園・小・中学校・教育委員会関係】  

  何れの市立保育園卒園式、市立小学校卒業式、市立中学校卒業式には、コロナ禍 

拡大を阻止するため、参加者員数を絞っての式の挙行がなされるため、議員等の来 

賓は参加中止されたい旨の連絡を受ける。⇔議員として聊か不満もあるが、コロナ 

禍の現況を踏まえ承諾する。 

  

７.【終生書生気質：私の提言】 

  『峰の原高原』の名称は知る人ぞ知る地名である。私は寧ろ「北菅平高原」或い 

は「東菅平高原」と名称を変えた方が、全国からの集客につながると思います。 

  峰の原高原で居住する小中学生は、須坂市民でありますが、国道 406 号に昇格す

る前は県道であり、積雪のため冬季期間は「通行禁止」であった事情もあり、峰の

原の就学児童・生徒は「菅平小学校」「菅平中学校」に委託修学され、通年交通が可

能になっても変更されることなく通学しております。即ち全員が「菅平小学校」「菅

平中学校」の卒業生であることからしても、『峰の原高原』の名称変更は菅平住民の

抵抗は無いと思われます。寧ろ『菅平高原』の相乗効果が期待され歓迎される提案

であると信じます。 

 

８．【 読本備忘録 】 
   〇 地域衰退 宮﨑雅人著   岩波新書 

      〇 月刊日本行政 3 月号    日本行政書士連合会 

   〇 2021 年日本の論点      日本経済新聞出版社 

      〇 2021 年の論点       文藝春秋 

   〇 自治体が原告となる訴訟の手引き 日本加除出版株式会社 

   〇 行政ビックデータの取得・活用 日本法令 

   〇 新型コロナとまちづくり  株式会社 晃洋書房  

      〇 弁護士が書いた究極の読書術 法学書院 

   〇「質問力」でつくる政策会議 公人の友社  

〇「田中角栄」待望論     新潮 45 2010/7 月号 新潮社 

    〇 田中角栄という生き方   宝島社 

      〇 オヤジの知恵 早坂茂三  集英社 

   〇 意志あれば道あり 早坂茂三 クレスト社 

   〇 情と理  後藤田正晴   講談社 

   〇 1000 億円を動かした男 田中角栄全人像 文藝春秋 



 

 

９．報道等備忘録  

◎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（令和 3年 3月分） 

〇千曲川の流域治水プロジェクト、最終とりまとめへ 日経 3/12 

〇国交省、「流域治水」の全体像を公表 県関係は千曲川など７水系   

信毎 3/31 

 

◎新型肺炎に関する県内の対応状況（令和 3年 3 月分） 

〇新型コロナ２日連続で感染者なし 県内計 2364 人 ＮＨＫ長野 3/1 

〇県内 ３日連続で感染者発表なし 県内計 2364 人 ＮＨＫ長野 3/2 

〇県内 ４日連続コロナ感染者なし 県内計 2364 人 ＮＨＫ長野、信毎 3/3 

〇長野市 接種コールセンター設置 ＮＨＫ長野 3/3 

〇塩尻で集団接種シミュレーション 高齢者は 4月上旬にも 朝日 3/3 

〇県内５日連続で感染者発表なし  県内計 2364 人 ＮＨＫ長野 3/4 

〇県内で６日ぶり ４人の感染確認 県内計 2368 人 ＮＨＫ長野 3/5 

〇新たに１人感染 県内計 2369 人   ＮＨＫ長野、信毎 3/6 

〇長野県５人感染 県内計 2374 人  ＮＨＫ長野、信毎 3/7 

〇県内 ４日ぶりに新規感染者なし  県内計 2374 人 ＮＨＫ長野 3/8 

〇変異株検査は新規感染者の約１割 ＮＨＫ長野 3/8 

〇新たに５人感染 県内計 2379 人   ＮＨＫ長野 3/9 

〇新型コロナ 県内６人感染確認 県内計 2385 人 ＮＨＫ長野 3/10 

〇新型コロナ 県内４人感染確認  県内計 2389 人 ＮＨＫ長野 3/11 

〇長野県 １０人コロナ感染確認  県内計 2399 人 ＮＨＫ長野、信毎 3/12 

〇新型コロナ 県内８人感染確認  県内計 2407 人 ＮＨＫ長野 3/13 

〇長野県で１０人感染 新型コロナ県内計 2417 人 ＮＨＫ長野  3/14 

〇県内で１４人感染 県内計 2431 人 ＮＨＫ長野、信毎 3/15 

〇県内で１４人感染 集団感染も 県内計 2431 人 ＮＨＫ長野、信毎 3/15 

〇県 長野地域レベル３に引き上げ ＮＨＫ長野、信毎 3/15 

〇長野県で３人感染 新型コロナ 県内計 2434 人 ＮＨＫ長野、信毎 3/16 

〇長野県で８人感染 新型コロナ 県内計 2439 人 ＮＨＫ長野、信毎 3/16 

〇新型コロナ 県内で２５人感染 県内計 2464 人 ＮＨＫ長野、信毎 3/17 

〇新型コロナ 長野県内１４人の感染確認 県内計 2478 人  

ＮＨＫ長野、信毎、朝日 3/18 

   〇新型コロナ 県が長野地域の警戒レベルを「４」に引き上げ  

ＮＨＫ長野、信毎 3/18 

      〇高齢者向け先行ワクチン接種 県内２３市町村で開始へ ＮＨＫ長野 3/18 

   〇長野の工場で集団感染 新型コロナ、増加傾向続く 朝日 3/18 

   〇長野県内で新たに１８人感染 県内計 2496 人 ＮＨＫ長野、信毎 3/19 



   〇新型コロナ 長野県内で 17 人感染確認 県内計 2513 人に  

ＮＨＫ長野、信毎 3/20 

〇長野の高齢者ワクチン接種、23 市町村を先行モデルに 朝日 3/20 

   〇新型コロナ 新たに１９人感染 県内計 2532 人 ＮＨＫ長野、信毎 3/21 

   〇新型コロナ 新たに１０人感染 県内計 2542 人 ＮＨＫ長野、信毎 3/22 

〇新型コロナ 県内１０人感染確認 県内計 2552 人 ＮＨＫ長野 3/23 

   〇新型コロナ 長野県内２９人 県内計 2581 人 ＮＨＫ長野、信毎 3/24 

〇小規模な感染の連鎖特徴的 長野市保健所長「第４波と捉えられる」 

信毎 3/25 

〇新型コロナ 県内３３人感染発表 計 2614 人に ＮＨＫ長野、信毎 3/25 

〇長野県 新型コロナ新たに３７人感染確認 計１2651 人 ＮＨＫ長野 3/26 

〇長野市、ワクチン接種券 11 万人に配布 4月は 975 人 朝日 3/26 

〇上田広域圏、感染警戒レベル４に引き上げ 全県レベル２以上に  

ＮＨＫ長野、信毎、日経 3/27 

〇新型コロナ 長野県内２８人感染確認 計 2679 人 ＮＨＫ長野 3/27 

〇長野県 新型コロナ３２人感染確認 計２７１１人に ＮＨＫ長野 3/28 

〇新型コロナ 長野市を県独自の警戒レベル５に引き上げ  

ＮＨＫ長野、日経 3/29 

〇新型コロナ 長野県内で 20 代から 90 代の男女 20 人感染 ＮＨＫ長野 3/29 

〇新型コロナ感染拡大受け知事と市町村長が意見交換 対策徹底を 

ＮＨＫ長野 3/30 

〇長野市 感染警戒レベル「５」受け 一部高齢者施設休止へ ＮＨＫ長野 3/30 

〇長野赤十字病院 新たに６人感染 計１１人に ＮＨＫ長野 3/30 

〇長野県４３人感染 長野市 １日としては過去最多の２９人 県内計 2796 人 

    ＮＨＫ長野、信毎 3/31 

〇長野県 長野市の中心部の飲食店に時短・休業要請へ  

ＮＨＫ長野、信毎 3/31 

  ◎実質病床使用率 

〇２/２８日午後８時時点で２.８％ 3/1 

〇３/１日午後８時時点で  ２.３％ 3/2 

〇２日午後８時時点で  ２.３％  3/3 

〇３日午後８時時点で  ２.３％ 3/4 

〇４日午後８時時点で  ２.３％ 3/5 

〇５日午後８時時点で  ３.２％ 3/6 

〇６日午後８時時点で  ３.２％ 3/7 

〇７日午後８時時点で  ３.７％ 3/8 

〇８日午後８時時点で  ３.５％ 3/9 

〇９日午後 8時時点で  ３.９％  3/10 

〇１２日午後 8時時点で３.９％  3/13 



〇１３日午後８時時点で４.１％  3/14 

〇１４日午後８時時点で３.９％ 3/15 

〇１５日午後８時時点で４.８％ 3/16 

〇１６日午後８時時点で５.５％ 3/17 

〇１７日午後８時時点で７.４％ 3/18 

〇１８日午後８時時点で８.１％ 3/19 

〇２０日午後 8時時点で１１.５％ 3/21 

〇北信地域の実質病床使用率は６３％ 3/22 

〇２２日午後８時現在の実質病床使用率は１４.５％ 3/23 

〇２３日午後８時現在の実質病床使用率は１４.１％ 3/24 

〇２４日午後８時現在の実質病床使用率は１３.８％ 3/25 

〇２５日夜８時時点の実質病床使用率は１６.６％  3/26 

〇２６日午後８時時点の実質病床使用率は１７.５％です。3/27 

〇２８日午後８時時点での実質病床使用率は２０.５％ 3/29 

〇３０日午後８時時点の実質病床使用率は２１.２％ 3/31 

〇３１日午後８時時点の実質病床使用率は２０.７％ 4/1 

◎注目した経済・社会記事（令和 3年 3月分） 

〇特殊詐欺に関与か 中学生ら逮捕 ＮＨＫ長野 3/1 

〇学校防災水準達成 県内２７％ 教員の人手不足課題 信毎 3/1 

〇千曲市「大型商業施設誘致見直し」 市長、交渉中止を表明 信毎 3/2 

〇１月の有効求人倍率、長野県内は 0.04 ㌽上昇の 1.17 倍 日経 3/2 

〇「宣言延長」経済に大打撃 ＮＨＫ長野 3/4 

〇２月の信越の倒産、新潟は 4件減の 2 件 日経 3/4 

〇「移住したい場所」長野３位陥落 ＮＨＫ長野 3/5 

〇ガソリン価格１年ぶり 150 円台 ＮＨＫ長野 3/4 

〇生活保護申請４割増 昨年１２月・今年１月 信毎 3/11 

〇鉄道ジオラマ博物館、歴史に幕 四半世紀ファンに愛され 朝日 3/11 

〇信越の 1～3月の景況感再び悪化、新潟・長野財務事務所  日経 3/12 

〇新型コロナ対応の屋内テント 北信帆布、医療機関向け   日経 3/15 

〇長野県の大型小売店売上高、1月は 2.7%増 日経 3/15 

〇ながの東急百貨店、上場廃止 東急が完全子会社化 日経 3/16 

〇県内のガソリン価格 ≒153.2 円/ℓ ６週連続値上がりＮＨＫ長野 3/19 

〇宮城で震度５強 県内で震度４ ＮＨＫ長野 3/20 

〇タクシー運送収入３７％減 ２０年県内 新型コロナ影響 信毎 3/20 

〇公示地価 県内下げ幅１１年ぶり拡大 信毎、日経 3/24 

〇２月の外食売上高、２２・３％減 緊急事態宣言の延長、時短響く  

信毎 3/25 

〇コロナ影響 ひとり親世帯の半数が月収１０万円未満 県調査 

ＮＨＫ長野 3/25 



〇「税込み」統一？「税抜き」併記？ 消費税の総額表示義務化へ割れる対応 

信毎 3/26 

〇長野県の 6信金、事務作業を共同化 コスト削減 日経 3/26 

〇長野・小布施で若者がまちづくり、日高健氏 日経 3/28 

〇ガソリン価格 ７週連続で値上がり 県内≒156 円/ℓ ＮＨＫ長野 3/24 

〇須坂東と須坂創成は、再編統合で普通科を併設した総合技術高校「須坂新校 

（同）」とする。信毎 3/26 

〇台風で橋崩落の上田電鉄別所線 １年５か月ぶりに全線運転再開  

ＮＨＫ長野、朝日 3/28 

    〇軽井沢以外で「軽井沢」使わないで 町長が異例のお願い   

信毎、朝日、日経 3/30 

〇最も早い 29 日に開花宣言 須坂・臥竜公園の桜 信毎 3/30 

〇有効求人倍率 ６か月連続で改善 ２か月ぶりに判断を上方修正 

ＮＨＫ長野 3/30 

〇県内のガソリン価格 レギュラー≒156.1 円/ℓ ８週連続で値上がり 

 ＮＨＫ長野 3/31 

〇開発行為と農地転用に許可 須坂長野東インター北側の開発計画 

 信毎 3/31 

〇街と山一望、臥竜山頂にあずまや 建設業者ら須坂市に寄贈 信毎 3/31 

〇県内のガソリン価格 レギュラー≒156.1/ℓ ８週連続で値上がり 

 ＮＨＫ長野 3/31 

※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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