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【佐藤壽三郎市議会 5 期目前半の議会等の委員活動について】
○市議会関係：
◇総務文教委員会委員
◇予算決算特別委員会委員
◇議会運営委員会委員
◇市議会広報特別委員会委員
○長野広域連合議会：◇連合議会議員・福祉環境委員会委員長
○須坂市審議会：
◇須坂市都市計画審議会委員
【須坂市議会３月定例会の議案上程状況】
１.本会議招集日の概要報告
○平成 27 年 2 月 25 日に招集され、会期を 25 日間と決定しました。
（１）今定例会に上程された主な議案です。
１） 今定例会に提出された事件決議として、「平成 26 年度社会資本整備総合交
付金事業（都市再生整備）豊丘保育園建築主体工事請負契約の締結」外３
件。
２） 今定例会に提出された条例案として、須坂市特別職の職員等の給与に関す
る条例及び須坂市特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部を改正す
る条例」外 16 件。
３） 今定例会に提出された補正予算として、平成 26 年度須坂市一般会計補正予
算第 7 号外 8 件。
４） 今定例会に提出された平成 27 年度須坂市一般会計当初予算外 8 件です。
（２）上程された議案のうち私が争点と捉えた議案です。
１） 第７号補正予算に関して異議あり。
① 予防接種事業：
「子宮頸がん予防ワクチンの積極的接種勧奨再開について国
の方針が未定であり、本年度の集団接種は困難なため、３２９７万５千円
を精査して減額する件について。あまりにも国の無責任極まりない措置に
憤りを感じます。
◎時事通信 2015.02.26 付報道では、ワクチン会社が「偽装活動」をしたので
はないかとして、薬害オンブズパースン会議が子宮頸がん、製薬協に申し立て
たとあります。真偽のほどはわかりませんが、注目すべき報道記事であります

【記事の転記】
医師や弁護士でつくる薬害オンブズパースン会議は２６日、子宮頸（けい）
がんワクチンを製造販売するＭＳＤとグラクソ・スミスクライン（ＧＳＫ）
が、啓発団体を偽装したプロモーション活動を行ったとして、両社が加盟す
る日本製薬工業協会（製薬協）に対し、改善措置を取るよう申し立てた。
２） 今定例会に提出された条例案における異義あり。
① 議案第 3 号 平成 26 年度社会資本整備総合交付金事業（都市再生整備）豊
丘保育園建築主体工事請負契約の締結について。
【異議要旨】
本件落札金額は、当初市が予定していた金額に 3 千万円を上乗せした、
1 億 6 千 300 万円余で落札されたが、果たして 3 千万円もの増額は、デ
フレが深刻な現世情下で正当性を帯びたものであるかです。原建築予定額
より凡そ 1.23 倍もの契約を許すことは設計変更か仕様変更が思料されま
すが、果たしてこのこと自体に公共性や公益性があるか疑問であるからで
です。
② 議案第 10 号 須坂市特別職の職員等の給与に関する条例及び須坂市特別
職の職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について。
【異議要旨】
地方自治は二元代表制を布いているにも拘わらず、戦後 70 年を経るも、
未だに地方自治の本旨とかけ離れた感覚が蔓延るのが、将にこの条例であ
ると思料する。首長と議員の報酬を十把一束で縊る時代感覚が奇異と思え
ます。
（２）各常任委員会等について
１）総務文教委員会
2 月 26 日、現地調査を実施し消防本部以下６施設を検分しました。
2 月 26 日、常任委員会を開いて、豊丘保育園に掛かる建築請負本体工事の契
約締結についての事件決議について審査を行いました。私はこの
件について前記の異議に関して質疑応答のやりとりをしました。
委員会は原案とおり決すべきものと決しました。
２．長野広域連合議会
平成 27 年 2 月 26 日長野市において開催し①～④までを審査した結果、何れも
原案とおり可決して散会しました。
①長野広域連合ごみ処理施設事業特別会計設置条例外 2 件を原案とおり可決。
②平成 27 年度長野広域連合一般会計予算外４件を原案とおり可決。
③公平委員会委員として西沢昭子氏（長野市）選任に同意。
④専決処分の報告を承認。

３．【 私の議会外議員活動 】
（１） 陳情・請願の受理と取次
○境沢町住民より、
「行き止まり路地表示」板を設置して欲しい陳情⇒区長⇒市
４.【お寄せ頂いた市民の声】
①鮎川が天井川になりつつある。今のうちに浚渫をされることを望む：男性・米
持在住。
５.【２月期で私が注目したニュースの備忘録】
ニュースの概要
県内機械系製造業 8 社４～12 月決算

報道機関 月日付

輸出系中心に５社増益

信濃毎日 2/4

円安で増益基調続く＝原油安、業績に明暗―１４年４～１２月期

時事通信 2/5

東京圏、転入超過１１万人＝続く一極集中、１４年人口移動―総務省

時事通信 2/5

長野市が「中枢都市」検討

信濃毎日 2/5

周辺８市町村と連携想定

新幹線延伸ＰＲへ県と北陸４県連携

都内アンテナショップ活用

信濃毎日 2/5

景気判断「改善」に上方修正＝１２月指数、２カ月ぶり上昇

時事通信 2/6

県財源不足１９年度１５７億

１５年度予算案基礎に試算

信濃毎日 2/7

県内企業「採用増」３割 １６年春新卒 輸出系など堅調

信濃毎日 2/8

経常黒字、2.6 兆円＝貿易収支悪化で過去最少―ピーク時の 10 文の１

時事通信 2/9

１月の倒産、16.6％減＝24 年ぶり低水準―東京商工リサーチ

時事通信 2/9

県内の産学官が人材育成で連携 4 月に新組織発足

信濃毎日 2/11

財政再建計画は難航必定＝20 年度赤字は 9.4 億円以上

時事通信 2/12

地方創生へ IT 活用＝政府検討

時事通信 2/12

地方議員年金で PT 設置＝自民総務部会

時事通信 2/13

地方公共事業、７割契約済み＝昨年末の執行状況～総務省

時事通信 2/13

厚生年金基金、290 基金が解散予定

朝日

9 割積立不足

2/15

カピパラ風呂にイチゴ 須坂市動物園

信濃毎日 2/15

県内 34 市町村が消滅する可能性があるとの試算について

信濃毎日 2/16

イノシシ、人の被害増加 生息域ほぼ全県に拡大

信濃毎日 2/18

県内レギュラー１２週ぶり値上がり 140 円 20 銭、上げ幅全国で最大

信濃毎日 2/19

ワクチン会社が「偽装活動」＝子宮頸がん、製薬協に申立て―市民団体 時事通信 2/26
失業率、３．６％に悪化＝求人倍率は横ばい―１月
消費者物価２．２％上昇＝原油安で伸び鈍化―１月

時事通信

時事通信 2/27
時事通信 2/27

【北信濃鏡】2/3 会報 FAX 版配信、議員意見調整会談 /4 選挙事務事後処理 /5 宅建
業者研修会 /6 選挙事務事後処理 /7 長野出向 /8 選対事務処理 /9 三会派協議、
監査委員室登庁、農業委員会出頭 区農林部新年会 /10 選挙結果検討、三会派協議
/11 四会派協議 /12 臨時議会、全員協議会、正副議長選挙、新規委員長選出
/13 臨時議会、記念写真撮影、全員協議会、懇親会 /14 市民相談、市民陳情取次ぎ /15

会報編集 /16 監査委員退任挨拶廻り：市長、副市長、まちづくり部長、会計課、、水
道局、教育長。市民陳情受理の取次ぎ。商工会議所サービス業務部会打合せ /17 議会
運営委員会、全員協議会 /19 長野広域連合議会下打合せ /20 商工会議所サービス業
務部会会議 /24 三月議会招集、全員協議会、予算決算特別委員会、予算決算特別委員
会総務文教分科会、総務文教委員会、議会報編集委員会 /25 長野広域連合議会、懇親
会 /26 総務文教委員会現地視察、総務文教委員会委員会、行政書士業務、後援会関係
事務 /27 商工会議所サービス業務部会会議、行政書士業務、支援者廻り /28 会報配
信、会報概報版配信、URL 更新、支援者廻り
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