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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 9月定例会】 

１．【私の議会内議員活動】 
8 月 31 日招集された令和 3年 9月定例議会は 9月 28 日開会いたしました。 

今定例会に上程された議案は、追加議案を含め事件決議 2件、条例 3 件、決 

算認定 8件、補正予算 6 件、諮問 1件でした。 

 

（１） 今定例会に上程された議案の表決について 

〇事件決議 2 件 

議案第 61 号 2021 年度社資交付金事業新アクセス道路ボックスカルバー 

ト設置工事請負契約の締結について 

議案第 71 号  2021 年度社資交付金事業市道福島東畑線道路改良工事請負 

契約の締結について 

☑事件決議 2件を一括上程、委員長報告、質疑、討論ののち、  

採決の結果：表決は 2件何れも委員長報告の通り原案を可決。 

 

〇条例 3件 

議案第62号 須坂市豊洲防災コミュニティセンター条例の制定について 

議案第 63 号 須坂市子育て就労総合支援センター条例の制定について 

議案第 64 号 須坂市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

☑条例 3 件を一括上程、委員長報告、質疑、討論ののち、 

採決の結果： 

議案第 62 号、第 64 号の表決は、2 件何れも委員長報告の通り原案 

を可決。 

議案第 63 号は起立採決。表決の結果、賛成多数で委員長報告の通り 

原案を可決。 

 

       【議案第 63 号の表決で佐藤壽三郎議員が原案賛成した理由】 

           小職は、二十歳代を東京で過ごしました。都心のターミナル

から放射状に繰り出す私鉄各線の郊外の駅前は、何れも商業施

設が占め商売も盛況していて、賑わいの街づくりの核として寄

与していました。郊外に住む人たちの通勤・通学の足は専ら鉄

道やバスを利用している日常生活は、当時も今も変わりはあり

ません。 

 



ところで、須坂駅前も昭和 30 年から 50年代にかけては、都 

会同様に長野電鉄を軸とする生活パターンであり、朝夕には駅 

前に人々が集まり、駅周辺区域の商業施設には人々が集まり、 

賑わいの役割を果たしていました・・・ 

 

然し、都会と地方の市町村にある駅との違いは、一家に 2 台 

のマイカーの普及が進み、持ち家比率が高いことの違いが大きく 

都会とは違う地方の社会生活は、先ず通勤の足の変化が生じ、鉄 

道やバスを日常的に利用する人が著しく減少し、必然的に駅前の 

賑わいも大きく変化しました。即ち都会とは生活パターンが異な 

り、駅前事情も全く違うことを認めざるをえません。 

 

国の施策も人口減少・高齢者社会に対応するために、子育て 

支援を高らかに掲げる現下の国策を考慮し、更に須坂市の現在 

の子育て支援センターが「狭隘」「駐車場が少ない」との声が、 

利用者や子育て支援センターに携わる関係者から、市長や市議 

会議員に「シルキーに子育て支援センター開設を」の要望が寄 

せられている市民要望もあります。 

 

インター周辺等開発特別委員会の委員長の職にある小職にお 

いては、一方で「中心市街地の活性化を図る」ことも課せられ 

た任にあることを鑑みる時、須坂駅前の商業ビルであるシルキ 

ーに「子育て支援センター」を設置することは、集客を命題と 

する商業区域の特質自体の足かせに繋がりやしないか、商業区 

域としての資産価値が下がりはしないか、このことが市の固定 

資産等の減収等々を遠望するとき、正直なところ反対です。 

 

然し乍ら、須坂駅前の現実や国策である「子育て支援」の実 

現を図らねばならない社会情勢をも参酌し、シルキーに「子育 

て支援センター」を設置することは、都市機能の変化の見定め 

も必要かと自問自答し、「子どもは須坂の宝」と唱える小職の政 

治信条に立ち返り、本条例案は賛成としました。 

 

        〇決算認定 8 件 

認定第 1号 2020 年度須坂市一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第 2号 2020 年度須坂市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認 

定について 

認定第 3号 2020 年度井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計歳 

入歳出決算認定について 

認定第 4号 2020 年度須坂市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に 



ついて 

認定第 5号 2020 年度須坂市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

認定について 

認定第 6号 2020 年度須坂市水道事業会計決算認定について 

認定第 7号 2020 年度須坂市下水道事業会計決算認定について 

認定第 8号 2020 年度須坂市宅地造成事業会計決算認定について 

 

☑決算認定 8件を一括上程、委員長報告、質疑、討論ののち、 

採決の結果、表決は何れも委員長報告の通り原案を認定。 

 

 

        〇補正予算 6 件 

議案第 65 号 2021 年度須坂市一般会計補正予算第６号 

議案第 66 号 2021 年度須坂市国民健康保険特別会計補正予算第２号 

議案第 67 号 2021 年度井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計補 

正予算第１号 

議案第 68 号 2021 年度須坂市介護保険特別会計補正予算第１号 

議案第 69 号 2021 年度須坂市後期高齢者医療特別会計補正予算第１ 

号 

議案第 70 号 2021 年度須坂市一般会計補正予算第７号 

 

☑補正予算 2件を一括上程、委員長報告、質疑、討論ののち、 

採決の結果、表決は 6件何れも委員長報告の通り原案を可決。 

 

 

〇諮問 1 件 

諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることに 

ついて 

              〇 嶋倉 徳子  中島町 （再任） 

              〇 小柳 邦義  塩川町 （新任） 

              〇 青木 保憲  本上町 （新任） 

        ☑採決の結果、表決は原案の通り推薦に異議なしとしました。 

 

（２）今 9 月定例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 

  Ａ：昨年度の新型コロナに関しての緊急出動は 5 件。 
Ａ：すべて病院等へ搬送背来たのか：すべて病院に搬送。 

 
  Ａ：学校給食センターの食物アレルギーを有する児童生徒への対応：応募者 

は 30 名弱であり、面談を経て 4 月からアレルギー対応食の提供を開始し 



たのは 21 名。傾向としては低年齢の小学生が多い。  
 

２）経済建設分科会 

  Ａ：2019 年度の調査で通学路に面したブロック塀 1,225 件のうち、危険個所 
312 件、注意が必要な個所 368 件、危険でない箇所 545 件であった。 
今年度も 10 月から改修が必要な個所の調査を実施予定である。 

   

３）福祉環境分科会 

  Ａ：不妊・不育症治療補助について：不妊治療は 1 年度あたり極度額 10 万円

で通算 5 年間、不育治療は 1 治療あたり極度額 5 万円で通算 5 回の補助。

県に補助制度があり、それに該当しない場合、市の補助制度を活用して

いただいている。補助額については。国の動向を見ながら検討する。 
 

  Ａ：市民バスの更新について：長電バス等と相談しながら、台数やバスの種 
類などを検討する。 

 

  Ａ：太陽熱利用システムと太陽光発電システムの補助金：両補助金はは同じ 
補助金の枠組みに中から交付しているため、太陽熱利用システムの要望 
が無い場合は、太陽光発電スステムに補助金を回している。今後は太陽 
光発電の補助金を増やせるように検討する。 

 

（３）各委員会の開議について 

１） 議会運営委員会 

開議日時 令和 3 年 9 月 7 日 
  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 議案の訂正（議案第 61 条）について 

 
開議日時 令和 3 年 9 月 10 日 

  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 議案第 70 号 2021 年度須坂市一般会計補正予算第 7 号の追加 
       本日の議事日程及び追加議案の取扱いについて 

 
開議日時 令和 3 年 9 月 24 日 

  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 追加議案について 

  
開議日時 令和 3 年 9 月 28 日 

  開議場所 議会第 3 委員会室 
  協議事項 〇追加議案等について 

〇最終日の議事日程外 
〇今議会の議会運営に関わる反省点等について 

       〇市長の反問権の提唱：提案者・無所属クラブ代表・佐藤壽三郎 
        （提唱分全文は後記に記載） 

 

２） 予算決算特別委員会 



開議日時 令和 3 年 9 月 10 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 補正予算第 7 号の予算決算特別委員会三分科会への付託について 

 
開議日時 令和 3 年 9 月 24 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 各分科会報告、報告に対する質疑、議案に対する意見、討論、採 
       決の結果、認定第 1 号～8 号、補正予算 6 件何れも、原案のとお 

り認定並びに可決すべきものと決した。 
 
 

３） インター周辺等開発特別委員会  ( 委員長：佐藤壽三郎 ) 
開議日時 令和 3 年 9 月 28 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 〇三木市長より、「イオンモール（株）の出店、ルートインジャパ 

ン（株）、アークランドサカモト（株）とヤマダホールディング 
スの 2024 年中に須坂市への進出確定。」についての報告。 

〇事業の進捗状況について 
 
    ４）市議会デジタル活用推進特別委員会 

開議日時 令和 3 年 9 月 29 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 〇ペーパーレス会議システム導入後の要望等について 
       〇操作研修会 

 
５）総務文教常任委員会・分科会 （佐藤壽三郎議員の所管委員会） 

開議日時 令和 3 年 9 月 2 日 
  現地調査 市内 4 か所 午前 10 時～正午  
  視察事項 ①通学路用防犯カメラ設置状況について 
       ②豊洲防災拠点建設状況の見学 
       ③子育て就労総合支援センター設置予定箇所の建物内の現況につ 

いて 
         ④墨坂中学校通路拡張工事済箇所の検分 

 
開議日時 令和 3 年 9 月 17 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 予算決算特別委員会いから委任された案件の審査 
       認定 2 件 質疑・意見に留める。 
       補正予算 3 件 質疑意見に留める。 

 

開議日時 令和 3 年 9 月 21 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 条例案 3 件は何れも原案のとおり可決すべきものと決定。 

各課の調査研究 
 



６）全員協議会 

開議日時 令和 3 年 9 月 1 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 須坂市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 
       地方創生推進交付金事業及び地方創生拠点整備交付金事業について 
       「令和 3 年 8 月前線による大雨」の対応及び被害状況について 

 

開議日時 令和 3 年 9 月 7 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 議案の訂正（議案第 61 条）について外 

 
開議日時 令和 3 年 9 月 10 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 補正予算第 7 号の追加について外 
 

開議日時 令和 3 年 9 月 24 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 追加議案について外 

 
開議日時 令和 3 年 9 月 28 日 

  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 〇追加議案等について 
       〇水資源保全条例の改正について 
        佐藤議員発言：「地下から水を汲み上げた場合に、農業用水や上 

水道はさて置き、工業用水は用途を終えた場合に、地中に地下 
浸透として戻すことを禁じ、必ず下水道に流し込む処置を厳し 
く行う条項を加えて欲しい。」旨の要望を提唱しました。 

 
       〇常盤中学校体育館・武道館窓ガラス損壊事件について 
        佐藤議員発言：犯行に及んだ者が仮に 13 歳未満者であっても、 

毅然たる態度で臨み、矯正手続きを課すこと。犯行者並びに保 
護者には保護責任として器物損害額の賠償責任を求めること。 
仮に成人であった場合は、容赦なく責任を追及し償いをさせる 
ことを求めました。 

 

 （４）今 9 月定例会一般質問で佐藤壽三郎議員が取り上げた諸課題 

１.現下の第 5波におけるコロナ感染から、子どもを如何に守るかの教育 

委員会としての基本指針について外。 

２.ワクチン接種状況と自宅療養について。 

３.須坂市の傾斜地における宅地造成の点検について。 

４.須坂市としても原生・菅平の草原の自然保全を上田市と協力して為すべ 

き課題。 

５.今注目されている須坂市の施策のうち、 農林と生活環境課関係から。 

 



 （５）今定例会の一般質問の総括 

  今定例会で、16 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 14 議員        〇福祉・環境問題   4 議員  

〇教育問題   7 議員           〇時事問題      2 議員  

〇産業振興問題    1 議員     〇須坂市の活性化等 10 議員 

〇新型コロナ関連  7 議員 

 

２．【 私の議会外議員活動 】 

催名 3 会派合同学習会（自民・公明クラブ、日本共産党、無所属クラブ） 
期日 令和 3 年 9 月 11 日 

  場所 議会第 3 委員会室 
  内容 今議会上程の議案、補正予算６、７号、令和 2 年度一般会計・特別会 

計決算の認定に関わる学習会 
 

催名  3 会派合同学習会（自民・公明クラブ、日本共産党、無所属クラブ） 
期日 令和 3 年 9 月 22 日 

  場所 議会第 3 委員会室 
  内容 各委員会審査過程における質疑・意見等の報告 

 

３．【お寄せいただいた市民の声】 

（１）陳情・請願の受理と取次 

〇エコパークへでの焼却灰に黒土の被覆の有効性について外の陳情。 

                       市内 男性 9/5 

☆9/13：市生活環境課に取次 ⇔ 9/21：生活環境課より回答あり。 

陳情者に回答書を渡しました。 

（２）陳情等に基づく現地調査 

〇竜ヶ池を検証 ⇔ 市生活環境課、公園管理事務所   

 

（３）市民の皆様からの声 

    【コロナウイルス感染症に関係して】 

〇高齢者より若者にシフトしているようですね。 市内 男性 9/4 

〇油断せずしっかり対処しております。市内 女性 9/4 

〇一般質問で「自宅療養」をとりあげられるとのことですが、私も同感に思い 

ます。一人暮らしの人は、とにかく感染してはいけないことですね。政府の 

誠意がないから絶望です。 市内 女性 9/4 

〇毎日一喜一憂ですが、しっかり自衛しています。 市内 女性 9/5 

〇市民目線からの一般質問、大変お疲れさまでした。とりわけコロナに感染し 

た場合の不安解消策を市側から引き出したこと、今東京で起きている自宅療 

養者の実態と長野県（須坂市）の対応は違うことことが分かり市民は一安心 



したと確信します。的を射た質問内容であったと思います。 

 市内 男性 9/7 

〇貴殿がコロナ関係で、当局側の回答を引き出しておるのを拝見しました。市 

民のためにありがとうございます。    市内 男性 9/8 

〇明日は我が身にならないように気をつけます。市内 女性 9/8 

〇専門家の見解では「10 代から 50 代の人に一日も早くワクチン接種が打てる 

ように、国や自治体が一体となってくれることを節に望みます。」との発言

です。市内 女性 9/8 

    〇（新型コロナ）いつまで頑張ればいいのでしょうか。市内 女性 9/9 

〇集団感染にならなければ良いですが  市内 男性 9/12   

〇連日 10 代からの若い世代に移り心配です。早急にワクチン接種ができたら   

と思います。   市内 女性  9/12 

    〇これで少しずつ減ればありがたい。 市内 男性 9/15 

    〇コロナ疲れも限界です。旅行にも行けず、あと何年自粛したらいいのか、 

     先が見えない不安で一杯です。  県外 女性 9/19 

 

【 市政に対する報告・ご意見 】 

〇竜ヶ池、薄く変色との新聞記事を拝見しました。何か原因があるのではない 

でしょうか。市内 男性 9/5 

       

  【 政治に対するご意見】 

〇菅首相退陣、私の予想通り。共感できるものがありませんでした。 

市内 女性 9/4 

４．【研究・地方議会と市議会議員】  

（１） 地方議会が抱える課題について 

 

市長の反問権の提唱について 

提唱者: 無所属クラブ 佐 藤 壽三郎 

 

   須坂市議会に市長の反問権を取り入れた議会運営を執行し、「透明性のある行 

政・議会運営」を目指そうではありませんか。 

 

記 

今や全国各地の地方議会で、問われたことに答弁するばかりの市長が、議員

に逆質問できる「反問権」が広がっています。市長と議会が対峙する、二元代

表制の原則からしても、市長の反問権は当然あるべきだと、私は平成 11 年 2

月に市議会議員に初当選し、一般質問に議場で臨んだ時から改めて、議長席の

位置の疑問と市長に反問権を与えるべきだと強く感じて、会派内の話し合いの



場で改正を提唱しましたが、先輩議員の殆どは「反問権て何なんだい？」程度

の感覚であり、「議員活動に負荷がかかることは、なるべくしない方が良い」と

する風潮が強くて、新人議員の提唱など取り合ってくれませんでした。 

 

そこで、私が市議会議長に就任した平成 21 年 2 月に、「反問権について須坂

市議会も取り入れたらどうか？」と提唱しましたが、当時の議会運営委員には,

「反問権」自体未だに良く理解されておらず、再び不発に終わりました。私の

一連の議会改革の発案等は、この年の地域創造のための専門情報誌『日経グロ

ーカル』（日本経済新聞社産業地域研究所発行）においての議会改革度で、須坂

市は全国 31 位にランキング（トップは京丹後市、3位は松本市、長野市 29 位）

の評価を受けましたが、今でも提唱した地方議会の改革が悉く、反目或いは阻

止されたことは洵に力及ばす忸怩たる思いでした。 

 

議員は、とかく独善的且つ利己的で一方的な「言いたいことを誇張して展開」

し、理事者側の発言に全く聞く耳を持たない。或いは自己陶酔しきった一般質

問や委員会発言に陥るきらいがあります。自分の『型』だと主張されればそう

かなと思いますが、袖の下から鎧が見える譬えもあるように、これは明らかに

有権者を意識したパホーマンスであり、公の議場や委員会審査等の場での行為

としては、市民のための公益性に乏しく私益優先と映ります。こんなことは許

されませんし、公の場での議員行動として許してはなりません。自分の催す後

援会活動で支援者に語るべきものです。 

 

議員としての資質そのものを含めて、個々の議員の議会活動の内容が広く市

民に知ってもらうためにも、市民の公正な審判（選挙）を受けるための情報提

供としても、「市長の反問権」の採用を拒否する必要は更々ないと思います。こ

の仕組みは「議会制民主主義の当然の帰結」であり、市民が最も関心を抱く要

求であり、、「市長の反問権」は「透明性のある行政・議会運営」に資するもの

と、私は市議会議員になる前から、市議会の TV 中継を観る度に抱いていました。 

 

一問一答方式、対面方式は、初当選した時から提唱しましたが、検討するこ

とも許されませんでした。反問権の提唱、消防団員への活動服提唱も拒否され

た経緯があります。 

 

全く市議会議員は「時代を読む」に欠けている集団に思えてなりません。も

っと垢抜けし、市民の負託に応え得る、豊富な資料の収集と分析に立って、是々

非々が問える知的集団に市議会は脱皮すべきと常々思っております。 

 

私が 23 年前に提唱した「一問一答方式、対面方式」は、年長議員に阻まれて

須坂市議会は全国の地方議会のうち、二番煎じで採用されましたが、今や全国

の殆どの地方議会に採用されています。 



 

「首長の反問権」は、後に町議会が始めた議会改革の波となり、新潟市や堺市、

北九州市といった政令指定都市など全国にも広がりました。長野県内では、飯

田市、佐久市、安曇野市が議会改革として先取りされております。提唱者とし

て、未だに採用されていない当市議会に歯痒さを感じます。当市議会も速やか

に導入すべきことを提唱致します。 

 

11.【古今東西の名言】 

  「鍛錬した武辺のほうが、生まれながらの武辺より勝っている」 織田信長 

              「あの人」の言葉 武光 誠著  リイド文庫 

 

12. ○2021 年 9 月議会に上程された一般会計補正予算第 6号の主だった内容 

（200 万円以上。△、は減額、単位は千円） 

 

事 業 名 主 な 内 容 当初予算額 補正額 所管課 

予防接種 ワクチン接種事業の予算組替え 646,369 50,000 健康づくり課 

母子保健 未熟児養育医療費 99,532 3,400 健康づくり課 

児童クラブ運営 Wi-Fi 環境整備外 175,012 3,547 学校教育課 

保育所管理 Wi-Fi 環境整備外 1,077,384 8,578 子ども課  

教育奨励 小中学校のコロナ対策費外 240,242 9,100 学校教育課 

学校給食セ管理 水道料・下水使用料外 559,694 6,776 学校教育課 

防災危機管理 抗原検査キットを購入   946,064 3,370 総務課 

一般管理事務費 感染防護衣外購入外 631,325 6,222 消防本部 

排水機場維持管理 福島北排水機場の除塵機修繕 457,524 3,620 道路河川課 

除雪 除雪車両の点検 184,965 6,717 道路河川課 

道路維持補修 道路修繕費用等 184,965 20,000 道路河川課 

道路改良 インター周辺第 2次用地測量 1,820,683 13,000 道路河川課 

住宅防災対策 北相之島排水機場の機器更新 88,795 3,500 道路河川課 

公共交通対策 鉄道輸送対策補助金の精査 129,093 △3,836 市民課 

産地ブランド推進 農業振興を図るための施策等 195,088 7,680 農林課 

産業連携 農商工観共創貸付金活用見込み 1,338,213 5,870 産業連携開発 

財産管理 決算額確定に伴う財政調整基金積立金 39,942 461,003 財政課 

償還金（元金） 臨時財政対策債の利率見直しで 1,897,951 3,392 財政課 

償還金（利子） 臨時財政対策債の利率見直し外 79,788 △28,551 財政課 

 

 

13.【 2021 年 9 月議会に提出された資料一覧 】  

 

整理番号       文   書   名 提出所管課 配布日付 
 総務文教委員会・総務文教分科会   

202109001 地方創生推進交付金・地方創生拠点整備交付金

事業の効果検証について 

政策推進課、文化

スポーツ課、観光

課 

 

9/1 

202109002 令和 3 年 8月前線による大雨の対応及び被害状   



況について 総務課 9/1 

202109003 国庫補助金の内訳 （政策推進課所管） 政策推進課 9/19 

202109004 須坂市消防団あり方検討会進捗について 消防本部 9/21 

202109005 熱海市土石流災害での人命救助活動 消防本部 9/21 

202109006 新市学給食セ整備運営事業 整備、建設、開業

準備業務 モニタリング結果 

 

学校給食 C 

 

9/21 

202109007 子育て就労総合支援セ・整備事業の進捗状況 子ども課  9/21 

202109008 総合支援セの管理運営に関する仕様書（素案 子ども課  9/21 

202109009 医療的ケアが必要な児童の保育所受け入れ 子ども課 9/21 

202109010 ICT を活用した学習の手引き 市教育委員会 9/21 

202109011 市健全化判断比率 須坂市 8/23 

202109012 須坂市資金不足比率 須坂市 8/23 

    
 経済建設委員会・経済建設分科会   

202109020 令和 3 年 8月前線による大雨の農作物被害状況

と支援対策について 

 

農林課 

 

9/1 

202109021 豊丘活性化施設（そのさとホール）照明 LED 化工事 農林課 9/3 

202109022 百々川緑地のバーベキュー指定場所（試行） 臥竜公園管理

事務所 
 

9/16 

202109023 市新型コロナ中小企業者等特別応援金事業 産業連携開発課 9/15 

202109024 令和 3 年 8月前線による大雨の影響による農作

物被害状況について 

 

農林課 

 

9/16 

202109025 都市計画道路の見直しについて まちづくり課 9/16 

202109026 「まるごと博物館構想を核とした～元気創出事

業 2020 年度実施事業 

 
文化スポーツ課 

 

9/14 

202109027 エコパークすざか埋立地内の漏水検知について 生活環境課 9/14 
    
 福祉環境委員会・福祉環境分科会   

202109040 須坂市委託型地域包括支援センターについて 高齢者福祉課 9/3 

202109041 勤労青少年体育センター耐震等補強工事概要 文化スポーツ課 9/3 

202109042 抗原簡易キットを活用した陽性者の早期発見促

進事業の概要 

 

健康づくり課 
 

9/13 

    
 予算決算特別委員会   

202109050 道路維持補修事業の個所図付け 道路河川課 9/3 

202109051 須坂市農業再生協議会への負担金の詳細 農林課 9/3 

202109052 2020 年度新型コロナ感染予防のため中止イベ

ント一覧 

 

総務課 

 

9/3 

202109053 観光案内誘客業務委託料の詳細 商業観光課 9/3 

202109054 須坂温泉における地場産品の販売所の稼働時

間、健康長寿食開発拠点整備事業の成果 

 

商業観光課 

 

9/3 

202109055 児童センター・児童クラブ指定管理事業の管理

経費等の比較表 

 

学校教育課 

 

9/3 

202109056 地域づくり交付金 2,432,548 円の詳細内容 生涯学習推進課 9/3 

202109057 しらふじを生かしたまちづくり事業補助金詳細 まちづくり課 9/3 

202109058 小中学校の新型コロナ予防対策の詳細  学校教育課 9/3 

    

 インター周辺等開発特別委員会   

202109060 インター周辺開発造成計画図等 まちづくり推進 9/28 



202109061 イオンモール須坂外の概要説明書等 まちづくり推進 9/28 

202109062 四季報・業界地図 佐藤議員事務所 9/29 

    

 全員協議会   

202109070 須坂市まち・ひと・しごと創生総合戦略施策と効果 政策推進室 9/1 

202109071 須坂市地下水保全・利活用計画（マネジメント） 生活環境課 9/28 

202109072 常盤中学校体育館・武道場窓ガラス損壊状況 学校教育課 9/28 

 

14．【 読本備忘録 】 
      〇 月刊日本行政 No.587 日本行政書士会連合会 

       〇 日行連令和 3年度前期号 日本行政書士会連合会 

〇 新型コロナから命を守れ 西浦 博著 中央公論新書 

〇 コロナ危機の政治  竹中治堅著 中公新書 

〇「よそもの」が日本を変える 鎌田由美子 日経ＢＰ 

〇 思考の技術  立花 隆著 中公新書ラクレ 

〇 民主主義とは何か 宇野重規著 講談社現代新書 

〇 人権が分からない政治家たち 小林 節著 日刊現代 

〇 自治会・町内会お悩み解決 水津洋子著 実業之日本社  

〇 国民はこうして騙される 高橋洋一 徳間書店 

〇 課題解決の７Step  ぎょうせい 

〇 会社四季報  東洋経済新報社 

〇 日経業界地図 日本経済新聞出版 

 

 

◎新型コロナに関する県内の対応状況の報道等備忘録（令和 3年 9 月分） 
〇 感染不安で自主休校の子どもが夏休み前の８倍に ＮＨＫ長野 9/1 

〇 新たに７８人感染 前週比４７人減 県内累計 7956 人 9/1 

〇 新規感染の県内状況「楽観的にみるべきでない」県専門家懇談会 信毎 9/2 

〇 新たに５４人感染 県内計 8068 人 9/3 

〇 長野県、アストラ製ワクチン接種開始 16 日から 日経 9/3 

〇 新たに４５人感染 前週から５６人減 県内累計 8113 人  9/4 

  〇 新たに４３人感染 前週比１５人減 県内累計 8156 人 9/5 

  〇 新たに２７人感染 計 8183 人に 9/6 

〇 新たに３０人感染 県内累計８２１３人 9/7 

〇 新たに３７人感染 前週水曜日より４１人減 県内累計 8250 人 9/8 

〇 新たに１人死亡 死亡は７月以来 ３２人感染 9/9 

〇 新たに３３人感染 前週比２１人減 県内累計 8315 人 9/10 

〇 新たに２８人感染 ２つで集団感染か 県内累計８３４３人 9/11 

〇 新たに３７人の感染 県内累計 8380 人 9/12 

〇 新たに３１人感染 １週前の月曜より４人増 県内累計 8411 人 9/13 

〇 新たに２８人感染 全県の医療警報を解除 県内累計 8439 人 9/14 

〇 新たに３９人の感染 県内累計 8478 人 9/15 

〇 接種完了「11 月上旬」 新型コロナワクチン 県が目標前倒し 信毎 9/16 



〇 ワクチン予防効果「2カ月ごと 6%低下」 ファイザーなど 日経 9/16 

〇 新たに４４人感染 県内累計 8522 人 9/16 

〇 新たに３８人感染 １週前の金曜より５人増 県内累計 8585 人 9/17 

〇 新たに２５人感染 県内累計８５８５人  9/18 

〇 新たに２６人感染 県内累計 8611 人 9/19 

〇 新たに８人感染 10 人下回るのは７月 24 日以来 県内累計 8619 人 9/20 

〇 新たに７人感染 計８６２６人 県内累計 8626 人 9/21 

〇 新たに１１人感染 ２桁は今月１９日以来 県内累計 8637 人 9/22 

〇 新たに１７人感染 ２０人以下４日連続 県内累計 8654 人 9/23 

〇 新たに１４人感染 長野市では集団感染 県内累計 8668 人  9/24 

〇新型コロナ ９人感染  県内累計 8677 人 9/25 

〇新型コロナ１２人感染 前週同日比１４人減 県内累計 8689 人 9/26 

〇新型コロナ新たに９人感染確認 県内累計 8698 人 9/27 

〇新型コロナ 感染警戒レベル全県「４」から引き下げへ 9/27 

〇県 新型コロナワクチン 年代別接種率を初公表 9/27 

〇新型コロナ新たに５人感染  県内累計 8703 人 9/28 

〇新型コロナ１人死亡 新たに１２人感染 県内累計 8715 人 9/29 

〇新型コロナ 県内で８人の感染 県内累計 8723 人 9/30 

【感染・累計情報元： ＮＨＫ長野、信濃毎日新聞、朝日新聞】 

 

【県内の 9 月期の日毎午後８時時点での実質病床使用率】 

２日 県全体４４.９％。地域別では北信で４５.９％ 

３日 県全体４４.３％。地域別では北信で４９.５％ 

４日 県全体４４.３％。地域別では北信で５１.４％ 

５日 県全体４２.９％。地域別では北信で４７.７％  

６日 県全体３５.７％。地域別では北信で４３.２％ 

７日 県全体３０.２％。地域別では北信で３５.１％ 

８日 県全体２８.２％。地域別では北信で３６.９％   

９日 県全体２２.１％。地域別では北信で２５.７％ 

※9 月 10 日、感染した患者に対応する県内の病床４９０床から５２９床に 

３９床増された。 

１０日 県全体１８.９％。地域別では北信で２０.６％ 

１１日  県全体１８.７％。地域別では北信で２１.３％ 

１２日 県全体２０％。  地域別では北信で１９.９％ 

１３日  県全体１８.１％  地域別では北信で２０.６％ 

１４日  県全体１８.１％  地域別では北信で２０.６％ 

１５日 県全体１６.４％ 地域別では北信で１５.４％、 

１６日 県全体１８％   地域別では北信で１４％、 

１７日 県全体１８.１％ 地域別では北信で１４％、 

１８日 県全体１６.４％ 地域別では北信で１４.％ 



１９日 県全体１５.９％ 地域別では北信で１１.８％ 

２０日 県全体１５.７％ 地域別では北信で１４.０％ 

２１日 県全体１３.０％ 地域別では北信で１２.５％ 

２２日 県全体１２.３％ 地域別では北信で１２.５％ 

２３日 県全体１４％   地域別では北信で１３.２％ 

２４日 県全体１３％   地域別では北信で１４％ 

２５日  県全体１２.７％ 地域別では北信で１５.４％ 

２６日 県全体１２.７％ 地域別では北信で１６.２％ 

２７日 県全体１１％   地域別では北信で１６.２％ 

２８日  県全体１０.６％ 地域別では北信で１５.４％ 

２９日 県全体９.５％   地域別では北信で１３.２％ 

３０日  県全体８.５％  地域別では北信で１１.８％、 

 

〇医療機関や宿泊施設、それに自宅で療養している人の合計人数 

７６７人  9/2   ７６７人  9/3   ７３９人  9/4 

６２９人  9/6   ５７７人  9/7   ５３３人  9/8 

４４１人  9/9   9/10 以降の情報掲載なし 

【情報元： ＮＨＫ長野】 

◎注目した政・経・社会の報道備忘録（令和 3年 9月分） 

〇子宮頸がんワクチン 厚労相が接種呼び掛け再開を検討へ 信毎 9/1 

〇「峠の釜めし」長野店が閉店、コロナに勝てず 朝日 9/1 

〇文化財の旅館火事 調理師 業務上失火の疑いで書類送検 ＮＨＫ長野 9/1 

〇〈社説〉子宮頸がん ワクチンの不安除かねば 信毎 9/2 

〇宿泊延期した人に料金割引 長野県、コロナ対策で 日経 9/2 

〇信越の 7 月の求人倍率、長野は 11 カ月連続で上昇 日経 9/2 

〇長野の伝統工芸の魅力発信 県、ながの東急で長期展示 日経 9/2 

〇県内のレギュラーガソリン価格 163.2 円/ℓ ＮＨＫ長野 9/2 

〇菅首相が辞任の意向 総裁選に立候補せず 信毎 9/3 

〇〈社説〉菅首相が辞任へ 独善と強権が招いた帰結 信毎 9/4 

〇県内のレギュラーガソリン価格 164.1 円/ℓ  ＮＨＫ長野 9/8 

〇須坂発祥の果物でドライフルーツ 朝日 9/10 

〇中野・須坂と上伊那の両地域 高校再編統合２次案を決定 信毎 9/14 

〇100 歳以上 県内は過去最多の 2197 人 10 万人当たりは全国７位  

信毎 9/15 

〇八十二銀行、運用子会社設立 グループ経営を強化 日経 9/15 

〇長野県 21 日「Ｇｏ Ｔｏ イート」販売再開 10 月には独自の食事券飲食店を

支援  信毎 9/16 

〇ガソリン平均価格１６４.２円/ℓ ０.１円値上がり 9/16 

〇堤防決壊から 2年、完全復旧へ奮闘 クリーンピア千曲 日経 9/16 



〇県内企業 女性管理職 8.1％ 前年と変わらず 帝国データまとめ 

 信毎 9/16 

〇県内企業 26.4% 脱炭素は自社事業に「プラス」全国で最も高く 信毎 9/18 

〇八十二銀が自前で個人向け信託事業 １０月から 信毎、日経 9/23 

〇須坂に大規模商業施設 ヤマダＨＤとアークランドサカモトが 2024 年に開 

業 信毎 9/23 

〇盛り土規制、県条例検討 知事、熱海土石流災害を受け  信毎 9/23 

〇県内のレギュラーガソリン価格は１６４.２円/ℓ で前週と同じ 9/24 

〇八十二銀行、新潟・長岡市に法人向け営業所を開設へ 日経  9/24 

〇塩尻市 ＡＩで最適ルート走行の小型バス 実証運行を前に試乗会  

ＮＨＫ長野 9/28 

〇「ＳＤＧｓ」推進へ 八十二銀行 県内のＮＰＯに寄付 ＮＨＫ長野 9/28 

〇自民党新総裁に岸田氏を選出 県内でも党員票開票 ＮＨＫ長野 9/29 

〇自民党総裁選 市民の反応 ＮＨＫ長野 9/29 

〇シャインより甘い 長野の新ブドウ「クイーンルージュ」 日経 9/29 

〇長野県内市町村の歳入・歳出、過去最大 20 年度決算 日経 9/30 

 

※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  

 

■□■□■□■□ 発行日 令和 3年（2021 年）9 月 30 日 
令和 3 年  9 月 30 日初版 
令和 3 年 10 月 2 日追補 
令和 3 年 10 月 3 日追補 

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

 

http://www.zyusaburo.com/    佐藤壽三郎ホームページ 

http://zyusaburo.blog.fc2.com/【終生書生気質】ブログ・千曲のかなた 
 

 

 

 

 


