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― ご意見・ご要望をお寄せください ― 

 

【須坂市議会令和 3年６月定例会に向けて】 

令和 3年 6 月定例議会は、6月 7日に招集される予定です。 

１．【私の議会内議員活動】 

（１）インター周辺等開発特別委員会 
開議日時 令和 3 年 4 月 22 日 午後 1 時 30 分 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 ①進捗状況と今後の予定、造成工事について、㈱長工、長野事務 

所・所長 田中常長氏より説明を受けました。 
         ②道路整備工事について、市道路河川課滝沢課長から説明を受け 

ました。 
 

（２）市議会議員選挙の課題等検討特別委員会 
開議日時 令和 3 年 4 月 27 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 ①市議会 SNS を活用した情報発信の基本的な考え方について 
       ②検討項目と今後の委員会開議スケジュールについて 
       ③その他 
 

（３）全員協議会 

開議日時 令和 3 年 4 月 5 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 ①小林雅彦教育長就任のあいさつを受けた。 
       ②議会事務局新任書記のあいさつを受けた。 
       ③退任書記のあいさつを受けた。 
       ④新任部長の紹介と就任のあいさつを受けた。 
       ⑤事務局職員の委員会担当等の事務分担について発表。 
 

２．【 長野広域連合議会 】 

開議日時 令和 3 年 4 月 26 日 
  開議場所 長野市議会議場 
  上程議案 〇副広域連合長の選任について 
         樋口 博 氏 （長野市副市長・長野市在住） 
       〇監査委員の選任について 
         佐藤 武雄 氏（信濃町議会議長・上水内郡信濃町在住） 
       □本会議採択：何れも全員起立で両氏の人事に同意しました。 



 
  執行日時 令和 3 年 4 月 26 日 本会議終了後、常任委員会視察 
  視 察 先 エコパーク須坂（長野長野広域連合一般廃棄物最終処分場） 
       〇施設運営状況について説明を受ける。 
       〇施設内視察 
 

〇令和 3 年 4 月 23 日臨時議会に提出された資料 
整理番号       文   書   名 提出機関 配布日付 

広 03-4-01 長野広域連合議会 申し合わせ事項 広域連合 R3.4-26 

広 03-4-02 一般質問の本格実施について 広域連合 R3.4.26 

広 03-4-03 エコパーク須坂 冊子 広域連合 R3.4.26 

 

３．【 私の議会外議員活動 】 

催名 三峰神社祭典 
期日 令和 3 年 4 月 3 日 

  場所 三峰神社（境沢町） 
  内容 奉賛会役員、区長と地元議員が区民の安寧と健康を祈願しました。 

 

４．【お寄せいただいた陳情・請願・市民の声】  

（１）要望書・陳情・請願の受理と取次 

4 月 5 日、須高食品衛生協会団体の役員の皆さんが、議会の当会派に「新型 

コロナウイルス感染拡大に伴う協力金等の支援の申し入れ」の要望書を差

し出されました。 

◇内容を確認し、真摯に受け止め可能な限り尽力いたします。 

 

  （２）市民の皆様からの声 

       【コロナウイルス感染症に関係して】 

〇感染者が医療従事者ですか？ワクチン接種の遅れがこういう事態を招いて 

いるのではないでしょうか。                         市内 女性 4/1 

〇ニュースでも確認していますが、深刻ですね。         市内 女性 4/1 

〇感染者拡大が不安ですが、気を付けて過ごします。     市内 女性 4/2 

〇怖いですね。買い物以外は出ないようにしています。  市内 女性 4/2 

〇今日（4/2）は、高齢者（無職）が多発していますね。どういう 

傾向なのですかね？                                市内 男性 4/2 

〇大変な事になってきていますね。気を付けます。       市内 女性 4/2 

〇このところの感染者拡大報道は深刻で心配です。とにかく気を付けます。 

市内 女性 4/3 

〇感染が拡大していますね。気を付けます。              市内 女性 4/3 

〇須坂市が 8人の感染者。とニュースで表示されていてびっくりしています。 

市内 女性 4/3 



〇しばらく続きそうですね！自粛が一番。気を付けましょう。市内 男性 4/3 

〇感染者が何とか下火になって欲しいものです。          市内 男性 4/3 

〇飲酒業界には、お気の毒ですがワクチンを接種するまであと1年の我慢です。 

市内 男性 4/5 

〇須坂市のコロナで死亡した人数は、43 名中何人ですかね？市内 男性 4/5 

〇須坂市の感染者数は、どうも長野市の人数に連動している気がします。 

市内 男性 4/7 

〇須坂市は、感染者の経路が分かっているのでしょうか？高齢者が多く心配で 

す。                        市内 男性 4/7 

〇8 日付け発表の感染者は、病院に入院している方々なのでしょうか？ 

市内 女性 4/8 

〇今日夕方のテレビで須坂市の飲食店（特に要町）で客足が遠のいて、大変厳 

しいと言っていました。コロナが去って、客足が戻ることを願っています 

市内 男性 4/8 

〇（感染者は）高齢者が多いですね。         市内 男性 4/10  

〇ワクチン投与は、副反応を気にせず積極的に手をあげます。市内 男性 4/10 

〇毎日感染者がみつかり、どうなっていくのか不安です。市内 女性 4/10 

〇毎日すごい感染者ですね。             市内 女性 4/11 

〇須坂も感染者がなかなか減らず心配です。気を付けないといけないですね。  

市内 女性 4/11 

〇連日須坂市での感染者が多数報告される。いよいよ身近に忍び寄ってきた感 

じで怖い。                    市内 男性 4/11  

    〇新生病院の入院患者さんですかね？ 市内 男性 4/12 

〇医療従事者の方々は大変ですね。  市内 女性 4/16 

    〇ワクチンが早く打てるといいですね。市内 女性 4/17 

    〇北信病院でも発生したと聞きましたが・・・ 市内 男性 4/17 

    〇毎日感染拡大が続き厳しいですね。気を付けて過ごしております。 

市内 女性 4/17 

    〇カラオケが危ない情報ですが？       市内 男性 4/18 

    〇感染者 0 が続くことを願っています。    市内 男性 4/19 

    〇このまま 0 更新でいくといいですね。    市内 男性 4/19 

〇毎日須坂からコロナの感染者があり、心配しておりましたが、昨日は、ゼロ 

の事、ほっとしました。          市内 男性 4/20 

〇市内の量販店で中年男性がマスク無しで二人おり、自覚無さを感じその場か 

ら逃げるように避けました。市内 男性 4/21 

〇感染しやすい変異株が蔓延しないことを祈るだけです。市内 男性 4/23  

〇須坂市も 0人という日が続かないですね。           市内 女性 4/23 

    〇明日から緊急事態 3 回目が発令され、やり切れませんね。早く収取すること 

を願うばかりです。                           市内 女性 4/24 

    ○しっかり巣ごもりしております。        市内 男性 4/28 



    ○早く収束して欲しいと願うばかりです。     市内 女性 4/28 

    ○ウイルスも強力になり、油断しないようにします。市内 女性、4/28 

    ○（コロナウイルス感染症）怖いですね。         市内 女性 4/30 

    ○とにかく注意することしかありませんね         市内 女性 4/30 

 

 （３）【 市政に対する報告・ご意見 】 

   〇中堰（境沢地籍）の水路工事着工がなされます。ご尽力に感謝いたします。 

境沢町 男性 4/16 

   〇「まるごと博物館構想の目的は「須坂に点在している文化施設及び文化財、

歴史芸術等を生かした「まるごと博物館構想」による文化振興を「まちづく

り」「ひとづくり」の核としてとらえ、子どもから大人まで市民の郷土愛醸成

を図る。また文化振興を軸に、インター周辺の大型商業施設の開発を見据え

たまちなかのにぎわい創出及び、台風 19 号被災による地域の元気創出を図

る。」とあるが、市民としてはっきり構想が掴めない。市民にもっと具体的に

示されたい。主体が市民なのか、須坂市への観光誘客のためなのか判らない。                     

   〇恋人の聖地が、どれほど市民に根付いているのか。須坂にどれほど誘客の効 

果があったのか疑問でならない！市民に明確に説明をされたい。 

   〇中央公民館の位置づけがはっきり市民にはわからない。地域公民館、各町の 

公民分館を統括する組織として、中央公民館の名称復活を望む。あるいは「公 

民館本部」の名称でも良い。             

   〇信州医療センターではなく「須坂病院」に戻して欲しい。せめて「信州須坂 

医療センター」と名称に須坂を加えて下さい。 

       市内 男性 4/17 

    

（４）陳情等に基づく現地調査 

〇4月 5日付で当会派に提出された須高食品衛生協会団体からの「新型コロナウ

イルス感染拡大に伴う協力金等の支援の申し入れ」要望書の記載内容について、 

事実確認のため、要町界隈を現地調査しました。4/12、/20。 

 

５．【 議員活動報告書の配布・配信等 】 

  ○令和 3 年 5月 2 日会報Ｎo.271 号概報、FAX 版配信 

６．【須坂市に関係のある国県市町村の選挙結果】  

〇参議院長野選挙区補選 立憲民主党の羽田次郎氏が初当選 Ｎ長野 4/26 

参議院長野選挙区の補欠選挙は、立憲民主党の羽田次郎氏が自民党の小松裕氏 

を抑えて初当選を果たされました。 

 

◇参議院長野選挙区の補欠選挙の開票結果。 

羽田次郎、立憲民主・新、当選  ４１万５７８１票 



小松 裕、自民・  新、   ３２万５８２６票 

神谷幸太郎、ＮＨＫ受信料を支払わない方法を教える党・ 

新、    １万７５５９票  

７.【 古今東西の名言 】 コロナ禍の今に通ずる言葉 

我々は今最悪の時を経験している。事態が好転するまでに、たぶん今より 

悪くなるだろう。しかし我々が耐え忍べば、きっと良くなることを私は確 

信じている。 ウィンストン・チャーチル（英国の政治家・第二次世界大戦時の演説） 

 

◆【青春の記憶】 

 
思うに少年時代の図書館との関りが人生を豊かにした 

 

須坂小学校に昭和 28 年入学した。敷地もさることながら校舎がやたらに多

く、入学当時は自分の教室である記念校舎から、違う棟の教室に行くと位置が

分からなくなって、慣れるまで自分の教室に戻るに迷ってしまうことが度々あ

った。 

 

小学校自体が江戸時代の須坂藩の陣屋の跡地そのものであったことから、敷

地は広く講堂、体操場、校舎も新校舎（戦前に建築された）、南校舎 2 棟、中

央校舎、北校舎、記念校舎の外に家庭科室棟や給食室棟等が、全て廊下で繋が

っている規模の大きな小学校であった。残念なことに記念校舎は僕が 2年生の

夏休みに焼失してしまった。自分の教室が燃えてしまったことによる受けた衝

撃は幼心に大きかった。 

 

新校舎と呼ばれる2階すべてが図書館であった。この図書館に行くと自由に、

書棚から取り出して本が読めることを知ったのは、4年生が 5年生のときであ

っただろうか。きっかけは、高学年になると図書館の清掃当番として毎日詰め

ることとなる。必然、図書室の司書の先生と顏馴染みとなるがこれが端緒とな

った。掃除が済むと司書の先生の机を囲んで、みんなで先生から話を聞くこと

が楽しかった記憶が微かに残っている。 

 

放課後になると独りで図書館に行っては、僕は偉人の伝記を読むことを日課

とした。伝記本と言っても、低学年用の絵本といった類の伝記本であり、文字

より挿絵に興味があり、ページをめくる度に挿絵が次々と変わるのが面白かっ

たのかもしれないが、今思えば司書の女子先生が優しかったこともあり、放課

後は図書館に通うようになったのである。 

 

中学時代は学校帰りに、仲間と中学校の図書館より帰宅の道すがら市立図書

館に毎日のように立ち寄った。ある日、新調の下駄が盗まれてしまい、夜遅い

閉館まで残されたことがあった。下駄箱に残された履き古した下駄を履いて帰

宅した忌まわしい思い出は今でも癒えないでいる。図書館に来ては新品の下駄

に履き替えて帰る姑息な輩を今でも許せない。然し下駄の履き替えにめげずに

市立図書館に通った。市立図書館通いの習慣は、姉が図書館を利用して学習す

るときに、小学低学年の僕を連れて行ってくれたことや、小学校時代の掃除当



番で毎日図書館詰めの折に培われたものかもしれない。 

 

大学時代の図書館の利用は、3回生になり登校するも必須科目以外は講義に

一切出ないで、図書館で閉館までひたすら本の読み込みを日課として過ごした。

図書館から離れるときのは、学食利用と必須科目を受講するときだけであった。

ほとんどの時間は図書館で過ごす生活であった。 

 

郷里に帰ってから浪人時代に通った市立図書館は、中学生の時に通った図書

館と違い、かっての市役所庁舎を図書館にしたこともあり、駄々広くてそのう

え平日の閲覧室の利用者が僕一人であるときもあり閑散としていた。私にとっ

て図書館は少年時代から、極めて居心地の良い、気持ちの落ち着く場所であっ

たと言える。時には本を枕にして眠り込んだこともある。余程疲れていたんだ

ろうかと。 

 

この歳になっても、書を読むことが一向に苦にならないのは、少年時代に図

書館通いをしたことが大きく影響していると感じるが、小学生の時の図書館の

掃除当番での馴れ初めが、我が人生に幸いしたと感謝している。 

 

８．【 読本備忘録 】 
〇 知っておきたい「地方財政」のはなし 自治創造研究所 (再読) 

〇 弁護士が書いた究極の読書術 法学書院 

   〇 新型コロナとまちづくり  株式会社 晃洋書房  

     〇「質問力」でつくる政策会議 公人の友社  

   〇 行政法入門【第 7 版】藤田宇靖著 有斐閣 

   〇 ソーシャル・キャピタル入門 稲葉陽二著 中央公論 （再読） 

   〇 ソーシャル・キャピタルからみた人間関係 稲葉陽二編著 日本評論社 

〇 月刊日本行政 4 月号（No.2581）会報 日本行政書士連合会 

〇 月刊日本行政 5 月号（No.2582）会報 日本行政書士連合会 

   〇 行政書士 NAGANO (No.151)会報 長野県行政書士会 

 

 

◎令和元年東日本台風（台風第 19 号）に関する県内の報道等備忘録 
（令和 3年 4 月分） 

〇台風被害の長野市の仮設住宅など 県が入居期限延長へ  4/5 

〇台風 19 号の被災地 耕作放棄地など課題解決へ新団体発足 4/19 

 

◎新型肺炎に関する県内の対応状況の報道等備忘録（令和 3 年 4 月分） 

〇新型コロナ 32 人の感染確認 県内計 2828 人 4/1 

〇新型コロナ 27 人感染確認 院内感染の可能性も県内計 2855 人 4/2 

〇新型コロナ 46 人感染確認 県内計 2901 人に  4/3 

〇新型コロナ 33 人感染確認 県内計 2934 人 4/4 

〇新型コロナ 23 人感染確認 長野市で２つの集団感染、県内計 2957 人 4/5 

〇新型コロナ佐久地域 警戒レベル「４」に引き上げ 4/6 

〇新型コロナ１人死亡 ２５人感染確認 変異ウイルスも 県内計 2982 人 4/6 

〇新型コロナ 48 人の感染確認 長野市は２８人 県内計 3030 人 4/7 



〇新型コロナ 39 人感染 変異株確認６人  県内計 3069 人  4/8 

〇全県に「医療警報」 長野地域警戒レベル「５」に引き上げ 4/8 

〇阿部知事「今、命を守るための重大局面だ」4/8 

〇県 生活困窮者の給付や時短休業の協力金など３２億円余専決 4/9 

〇新型コロナ 48 人感染確認 県内計 3117 人 4/9 

〇新型コロナ 38 人感染 ６人変異ウイルス感染 県内計 3155 人  4/10 

〇新型コロナ 80 代の女性死亡 県内で４５人感染確認 県内計 3200 人 4/11 

〇新型コロナ 1 人死亡 21 人感染 変異ウイルスも１人 県内計 3221 人 4/12 

〇新型コロナ 3 人死亡 29 人感染 変異株 8人確認 県内計 3250 人 4/13 

〇諏訪と北信両地域 警戒レベルを「４」に引き上げ ＮＨＫ長野 4/14 

〇新型コロナ 62 人感染 過去５番目に多い感染者数 県内計 3312 人 4/14 

〇新型コロナ 2 人死亡 39 人感染 変異株確認 12 人 県内計 3351 人 4/15 

〇新型コロナ 長野県で１人死亡 新たに 62 人感染 県内計 3413 人 4/16 

〇諏訪圏域の警戒レベル「5」に 4/16 

〇新型コロナ 2 人死亡 9 人感染  県内計 3422 人  4/17 

〇新型コロナ新たに 35 人感染確認 諏訪地域で拡大 県内計 3505 人 4/18 

〇変異ウイルス 専門家「水面下で広がっていった」 4/19 

〇新型コロナ１人死亡 20 人感染 変異ウイルスも１人 県内計 3525 人 4/19 

〇新型コロナ県内で20人感染 変異ウイルス16人確認 県内計3545人 4/20  

    〇県内全域で県が飲食店巡回 新型コロナ対策 4/20 

    〇新型コロナ１人死亡 35 人感染確認 県内計 3580 人 4/21 

    〇変異株感染、1週間で 3倍超 県、病床拡充も検討 4/21 

    〇新型コロナ 55 人感染確認 変異ウイルス最多 39 人 県内計 3635 人 4/22 

〇新型コロナ 県内 40 人の感染確認 県内計 3675 人  4/23 

〇宣言 阿部知事「効果的対策を連携して講じてほしい」ＮＨＫ長野 4/23 

〇新型コロナ４人死亡 新たに 40 人感染確認 県内計 3715 人  4/24 

〇新型コロナ 新たに４人死亡 20 人感染確認 県内計 3735 人 4/25 

〇新型コロナ６人感染 長野市で５人変異ウイルス 県内 3741 人 4/26 

○新型コロナ４人死亡 21 人感染 変異ウイルスも 35 人 県内計 3762 人 4/27 

○新型コロナ 県内で２人死亡 ４２人感染 県内累計 3804 人 4/28 

○新型コロナ新たに 21 人感染 変異株も 18 人確認 県内累計 3825 人 4/29 

○県内 新型コロナ 29 人 県内累計 計 3854 人 うち 68 人死亡 4/30 

【情報元： ＮＨＫ長野、信濃毎日新聞、朝日新聞】 

   

【県内の実質病床使用率】  

〇１日午後８時時点で２１％ 

〇３日午後８時時点で２２.４％ 

〇４日午後８時時点で２４.９％ 

〇５日午後８時時点で２５.３％ 

〇６日午後８時時点で２５.８％ 

〇８日午後８時時点で２７.４％ 

〇９日午後８時時点で３１.３％ 

〇10 日午後８時時点で３３.６％ 

〇11 日午後８時時点で３３.２％ 

〇12 日午後８時時点で３１.１％ 

〇13 日午後８時時点で３０.２％ 



〇14 日午後８時時点で３３.４％ 

〇15 日午後８時時点で３３.２％ 

〇17 日午後８時時点で３５.７％ 

〇18 日午後８時時点で３６.２％ 

〇19 日午後８時時点で３５.５％ 

〇20 日午後８時時点で３３.９％ 

〇21 日午後８時時点で３４.３％ 

〇22 日午後８時時点で３５.５％ 

〇23 日午後８時時点で３８％。 

○24 日午後８時時点で３７.６％ 

○25 日午後８時時点で３８.９％ 

○26 日午後８時時点で３７.６％ 

○27 日午後８時時点で３８.７％ 

○28 日午後８時時点で３７.８％ 

○29 日午後８時時点で３７.８％ 

○30 日午後８時時点で３４.１％ 

【情報元： ＮＨＫ長野】 

 

◎注目した県内の政・経・社会の報道備忘録（令和 3年 4 月分） 

〇３月の日銀県内短観 製造業の業況ＤＩプラスに 信毎、日経 4/1 

〇長野の飲食店に時短・休業要請 ２日から８日間 信毎、朝日 4/1 

〇「兼業・副業ＯＫ」 県内２３・３％ 信毎 4/1 

〇信越の工場立地、件数・面積ともに減少 食品関連低迷 日経 4/2 

〇長野県立美術館が新装開館、善光寺望むテラスも 朝日 4/5 

〇県内倒産２０年度は８６件 ３年ぶり増加 信毎 4/6 

〇長野労働局 労災死亡事故急増で指導強化へ Ｎ長野 4/7 

〇県内のガソリン価格 12 週ぶりに値下がり 県内≒155.8 円/1ℓ Ｎ長野 4/8 

〇須坂市、デジタル活用加速へ宣言 日経 4/12 

〇投票に行くと割引や粗品 小諸市の商店街が投票率アップで Ｎ長野 4/13 

〇飲食店組合などと県が懇談会 知事“引き続き支援行う”Ｎ長野 4/13 

〇長野県、移住支援金の対象拡大 就業先の要件緩和 日経 4/14 

〇試験運行を前に電動車両のお披露目式 小諸 Ｎ長野  4/14 

〇長野県信組、非接触の ATM を県内 10 カ所で導入へ 日経  4/14 

〇コロナ禍直撃の歓楽街 一律給付「不公平」 朝日 4/15 

〇松本市、スーパーシティ構想に応募 健康と環境を柱に 日経 4/16 

〇信越の観光地、苦難の大型連休 コロナ感染「第 4 波」で 日経 4/20 

〇長野県内農家、許諾不要で自家増殖可能に 県が方針 日経 4/21 

〇変異株感染、1 週間で 3倍超 県、病床拡充も検討 朝日 4/21 

〇入札前に工事設計額 HP で読み取れる状態に 松本市が陳謝 Ｎ長野 4/22 



〇景況感３期連続改善も非製造業悪化 Ｎ長野 4/22 

〇コロナ禍での観光・飲食需要の喚起は 知事と団体が意見交換 Ｎ長野 4/22 

〇長野の景況感、3期連続改善 長野経済研究所 日経 4/22 

〇羽生田鉄工所、衛星画像活用で新サイト 宇宙関連事業拡大 日経 4/22 

〇八十二銀、資産運用子会社を設立へ 信毎、日経 4/23 

〇「パートナーシップ宣誓制度」県内初導入の松本で第１号宣誓 Ｎ長野 4/23 

〇好奇心広げる小布施町立図書館に「まちとしょテラソ」新館長 日経 4/25 

〇参議院長野選挙区補選 立憲民主党の羽田次郎氏が初当選 Ｎ長野 4/26 

○新光電気工業、連結純利益 233 億円 22 年 3 月期予想 日経 4/27 

○長野県信組、税引き利益 13%増の 51 億円 21 年 3 月期単独 日経 4/27 

○コロナ禍で農業の人手不足懸念 外国人向け就労セミナー Ｎ長野 4/27 

○4 月の景気判断引き上げ 長野財務事務所 日経 4/28 

○エプソン、売上高１兆円割れ 新興国の需要減 ２１年３月期 信毎 4/29 

○大型連休前 落胆の軽井沢 ４都府県で３度目の緊急事態宣言  信毎 4/29 

○県内の有効求人倍率7か月連続で改善 雇用情勢判断据え置き Ｎ長野 4/30 

○八十二銀行の新頭取に松下氏 ＮＨＫ長野 4/30 

○信越の求人倍率、長野は 27 年ぶりの下げ幅 20 年度平均 日経 4/30 

○長野県内スキー場の利用者数、20 年度は 39%減 日経 4/30 

※略号解 Ｎ長野：ＮＨＫ長野、信毎：信濃毎日新聞、日経：日本経済新聞、朝日：朝日新聞  

 

■□■□■□■□ 発行日 令和 3年（2021 年）5 月 2日 
 

                      編集：発行人  須坂市議会議員 佐 藤 壽三郎 
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