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ブログ・千曲のかなた

１．須坂市議会 12 月定例会が招集されました
（１）本会議の概要報告
会期日程：平成 26 年 11 月 25 日招集され 21 日間の会期とし 12 月 15 日閉会予定。
会議録署名議員の指定：竹内勉議員。関野芳秀議員
（２）今定例会に提出された主な議案です。
①事件決議：
須坂市勤労者青少年ホーム創造の家の指定管理者の指定について外２件。
②条例案：
須坂市総合計画策定条例の制定について外 11 件。
③補正予算：
平成 26 年須坂市一般会計補正予算第 3 号で歳入歳出それぞれ１億 1541 万 2 千
円を追加する外５件。
（３）所属常任委員会等について
１）総務文教委員会・分科会が行った現地調査箇所
① 井上保育園建設工事現場
② 旭ヶ丘保育園建設工事現場
（４）予算決算特別委員会
平成 26 年 11 月 25 日、本会議で上程され、予算決算特別委員会付託案件を、更
に各分科会へ審査委任されました。
（５）今定例会で争点になる条例
須坂市国民健康保健保険税条例の一部を改正する条例案
（６）今定例会に提出された請願
○ 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める請願。
○ 介護従事者の処遇改善を求める請願。
○ 治安維持法犠牲者（家族を含む）に対して国家賠償法制定を求める意見書
採択に関する請願。
（７）今定例会の一般質問総括
現市議会議員任期最後の一般質問は、12 月 2 日（火）～4 日（木）の 3 日間執
り行われます。質問者は 12 名が市政を質します。

２．長野広域連合議会
平成 26 年 11 月 18 日招集され、期日を 1 日と決定。
新議長：三井経光議員（長野市議会）
新副議長：宮坂重道議員（千曲市議会）
を選出の後、議事に入り、委員会に付託された後に本会議を再会し
○平成 26 年度長野広域連合一般会計補正予算（議案 8 号）
◇債務負担行為の追加
①（仮称）A 焼却施設備及び運営事業費（設計・施行）
期 間 平成 27 年度～平成 31 年度
限度額 32,700,000 千円
②（仮称）A 焼却施設備及び運営事業費（運営委託）
期 間 平成 27 年度～平成 50 年度
限度額 24,100,000 千円
○平成 26 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
（議案第 9 号）
① 補正予算額
100,000 千円
② 補正後の予算額
3,179,831 千円
○監査委員の選任：柳原 澄議員（坂城町議会）
○平成 25 年度長野広域連合一般会計・各特別会計決算を認定しました。
◇一般会計決算書

（単位：円）

予算現額

収入済額

支出済額

差引残額

675,236,000

680,249,719

541,016,956

139,232,760

◇老人福祉施設等運営事業特別会計決算書
予算現額
3,285,253,000

収入済額
3,242,059,316

支出済額
3,144,308,991

◇その後、委員長の選任のための委員会が開かれ
○総務委員会
新委員長 ：和田英幸議員（千曲市議会）
新副委員長：内山信行議員（高山村議会）
○福祉環境委員会
新委員長 ：佐藤壽三郎議員（須坂市議会）
新副委員長：大島孝司議員（小布施町議会）
○議会運営委員会
新委員長 ：寺澤和男議員（長野市議会）
新副委員長：寺島 渉議員 (飯綱町議会)

（単位：円）
差引残額
97,750,325

の各氏を選出。広域連合議会議員の任期は 2 年間です。

３．【 市監査委員は定期監査を執行 】
（１）鰐川晴夫市代表監査委員と佐藤壽三郎議選監査委員は共同して、定期監査執行
期日を 10 月 10 日～11 月 14 日迄の 36 日間と定め、市長部局、教育委員会、消
防本部等の全課をはじめ、保育園、小学校、中学校、地域公民館、地域児童セ
ンター、旧小田切家住宅等の工事現場、図書館、博物館、動物園そして２っの
財産区を順次監査の執行を行いました。関係各課各署の御協力に感謝いたしま
す。
定期監査の結果は、11 月 26 日三木市長、議長、教育長外市理事者と面談のう
え「定期監査結果報告書」を手渡し、所見を口頭で申し伝へました。更に佐藤
壽三郎議選監査委員は、全員協議会において議会に「定期監査結果報告書」の
内容を報告しました。
定期監査は、市職員は地方自治法の趣旨に沿い全般的に効率的な事務の執行に
努められていると評価しました。
次に、監査執行においての主な指摘事項は以下のとおりです。
①全般的に基本的な事務処理に誤りが見受けられた。
②工事設計委託業務契約の履行等において、契約の内容と異なった書類処理が
見受けられた。
③現金取扱簿については、出納員や現金取扱員など複数の職員による確認がさ
れていない事例が見受けられた。
④年次有給休暇の取得率が低い職員及び代休を取得していない職員が見受けら
れた。
⑤負担金及び補助金並びに事業委託金については、算出根拠が不明確と思われ
る箇所が見受けられた。
⑥同和関連施設の今後のあり方の検討にあたっては、利用状況や近隣の類似施
設の利用等を考慮しながら、あり方の具体策を明確にされたい。
⑦学校給食センターは、食の安全性の観点から委託業者と腸内細菌検査結果の
情報共有を図られたい。
⑧旧小田切家修復後の活性化計画の明確化と有益なまちづくりビジョンの策定
を進められたい。
⑨農業委員会研修視察は、実施時期等を含め研修視察のあり方の検討を図られ
たい。
⑩生涯学習スポーツ課所管の子ども読書活動事業は、専門性の見地、さらには
効率性及び有効性の観点から、市立図書館へ事業移管されたい。
⑪市の体育施設において、施設使用率の低い施設については、施設運営の経済

性及び有効性の観点から廃止を含め、施設のあり方について検討されたい。
⑫須坂市体育協会が補助金を交付する各種競技団体に対し、所管課は適切な監
査を実施されたい。
⑬監査業務の充実を期すため、監査委員事務局と選挙管理委委員会事務局の分
離を図るか、若しくは専任職員の増員を図られたい。
⑭中央公民館の役割と中央地域公民館としての役割を明確に分離することによ
り、効率性及び有効性が図られると考えるので、組織体制の見直しを検討さ
れたい。
⑮地域公民館における図書の事務は、市立図書館と連携し適正な管理運営を図
られたい。
⑯定期監査にあたり、提出資料の記載誤り、差し替えが多く見受けられたので、
事前のチェックをしっかり行い、誤りのない監査資料を提出されたい。
４．議員有志の会（4 会派共催）第 16 回議会報告会開催のご案内
日時：平成 26 年 12 月 20 日（土）午後 1 時半から
会場：シルキー小ホール
内容： 第 1 部 12 月定例議会の補正予算等の報告
第 2 部 市民の皆さんとの意見交換会
テーマ：みんなで考えてみませんか！今抱える須坂市の課題
○どなたも参加できます。奮ってご参加ください。
５．【 私の議会外議員活動 】
（１） 陳情・請願の受理と取次
境沢町内の見通しの悪い市道へのミラー設置の要望陳情受理：市道路河川課
（２）森上小学校創立 80 周年記念式典での祝辞】
先月 10 月 31 日（金）森上小学校は創立 80 周年記念式典を、市長（副市長）、市
議会議員、教育委員長、教育長、歴代校長、各町区長、育成会長、歴代 PTA 会長、
PTA 役員等百余名を来賓に迎え、多数の保護者の参列の下に記念式典が盛会に挙行
されました。
森上小学校地域市議会議員として祝辞を求められて、私は・・・
「在校生の児童の皆さん・・・
森上小学校の主役は、児童の皆さんであります。
皆さんの右手には、副市長さん、教育委員長さん、教育長さん、皆さんの町の
区長さん、区長さんはじめ町の方々が来賓として、皆さんを見守っておられま
す・・・
左手には、校長先生、教頭先生、そして先生方が、皆さんを見守っておられま
す・・・
そして皆さんの後ろの席には、お父さんやお母さんが皆さんを見守っておられ
ます・・・

この会場におられる、大人たち全員が、皆さんの応援団です。
皆さんにはこんなにも多くの、応援してくれている人がいることを、
どうか忘れないで下さい。
皆さんが、困ったときや、悲しいことがあったときは、
皆さんを、応援してくれている多くの人がいることを、ぜひ思い出して欲しい。
すると、きっと皆さんは・・・
勇気が湧き、怒りが消えて、悲しみが消えて、笑顔になれるから」と
問いかけました。
６.【11 月期で私が注目したニュースの備忘録】
見 出 し
中国の景気
固定価格買取り制度

概

要

中国に忍び寄るデフレの影供給過剰で価格競争

報道機関

月日付

日経

10/30

東北電力など電力各社は、送配電網の容量不足 時事通信

11/02

を理由に新規購入を相次ぎ中断した。

３５人学級堅持を要請

全国知事会の要請

時事通信

11/06

松代の旧町名復活

松代地区住民自治協議会（自治協）などが住居 信濃毎日

11/06

表示の変更を目指して学習会を開く。
景況感、３カ月連続 １０月の景気動向調査によると、企業の景況感 時事通信
悪化

11/06

を示す景気動向指数は４４．１と、前月比１．
０ポイント低下した。

西友が県内４店舗閉 閉鎖対象となっているのは三好町店（上田市御所） 信濃毎日
鎖へ

11/08

と秋和店（同市上塩尻）
、稲里店（長野市広田）、茅
野本町店（茅野市本町東）
。

公立１０００校超、 全国の公立学校のうち平成２４年度に５９８ 産経新聞
２年間で廃校に

校、２５年度に４８２校が廃校になった

◎７～９月期の実質 ◇主要項目

増加率

寄与度

ＧＤＰ速報値

個人消費

０．４

０．２

設備投資

▲０．２

▲０．０

１．３

０．２

時事通信

11/17

市町村に対し倒壊の恐れがある危険な空き家の 時事通信

11/18

輸出
空き家対策法が成立

11/13

撤去や修繕を所有者に命令できる権限を付与
６割が再増税「賛成」 点検会合で意見を述べた計４５人のうち、６割 時事通信

11/18

強が２０１５年１０月に予定通り引き上げるべ
きだと主張した。
長野県北部を震源と 長野県北部で２２日午後１０時８分ごろ発生。
する震度６弱の地震

時事通信

11/23

M6.7

11 月の月例経済報告 11 月の月例報告、景気判断据え置き 個人消費 日経

11/25

の先行き懸念
１０月の全国消費者 １０月消費者物価２．９％上昇
物価指数

時事通信

11/28

７．【壽会佐藤壽三郎後援会・入会のご案内】○正義感に燃える人を募ります！
○募集期間は平成 27 年 1 月 24 日迄です。奮ってご入会下さい。
２）市議会議員活動（4 期）報告書（会報ことぶき統合版 16 号）を発行しました。
※未だ後援会会員の皆様で会報が届かない方は、後援会事務所までご一報くだ
さい。
【北信濃鏡】11/1 第 15 回四会派合同報告会（勤労者研修会館）、懇親会 /2 情報整
理 /3 市制施行 60 周年記念式典、境沢町文化祭 /4 定期監査：道路河川課、まちづ
くり課、臥竜公園管理事務所 /6 定期監査：水道局・下水道局 /7 定期監査：高齢者
福祉課、地域包括 C、福祉課、福祉事務所、健康づくり課、保健 C、地域医療福祉ネッ
ト 8/市民相談 2 件 /9 南部地域公民館文化祭 /10 会報印刷 /11 定期監査：農林課、
農業委員会、産業連携開発課、商業観光課 /12 定期監査：税務課、政策推進課、財
政課、井上外財産区、豊丘財産区 /13 総務部：総務課、政策推進課、財政課、（井
上財産区、豊丘財産区） /14 生涯学習スポーツ課、総務課 /15 情報資料整理 /16
後援会しおり作成 /18 長野広域連合本会議、委員会、全員協議会 /19 ４会派学習
会、陳情処理、監査室 /20～21 東海・北陸・近畿三地区監査委員会総会・研修会（福
井市）/22 情報資料処理・倅帰郷、長野北部震度 6 弱地震発生（須坂震度４強）/23
情報資料処理 /24 倅帰京、情報資料整理 /25 定期監査・市長へ報告、全員協議
会、本会議、予算決算特別委員会、総務文教委員会・分科会、情報資料処理 /26 監査
委員：例月現金出納検査、はばき脱ぎ、情報資料処理 /総務文教委員会・見地調査、
情報資料処理 /28 行政書士業務、情報資料処理 /29 第 38 回ゆきとどいた教育をす
すめる保護者・地域住民・教職員のつどい、議員来所、議員協議、会報編集、情報資
料処理 /30 会報配信
■□■□■□■□
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