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【須坂市議会平成 27 年第 3 回臨時会の顛末】
☆平成 27 年 11 月２日、臨時議会が招集され、付議事件 1 件が上程されました。
付議事件：平成 27 年度須坂市一般会計補正予算第 3 号。債務負担行為の補正。
事

項：仁礼町振興交付金（長野広域連合が建設する一般廃棄物最終処
分場の地元区振興交付金）
期 間：一般廃棄物採取処分場への埋立て開始から 30 年間。但し、この
間に、国が定める廃止基準を満たした場合は、その年度を最終
年とする。
限度額：埋立て期間中（15 年間）は、1 年あたり 5,000 千円。埋立て終
了時から国が定める廃止基準を満たすまでの間は 1 年あたり
2,500 千円。
○予算決算特別委員会に付託され、審査を経て本会議で採決の結果、賛成多数で
原案とおり可決されました。議事を了したので本会議を閉会。

【須坂市議会 12 月定例会】
１．【私の議会内議員活動】
◇本会議の概要報告
平成 27 年 11 月 24 日招集され、12 月 15 日まで会期は 22 日間
（１）今定例会に上程された議案と注目すべき議案として。
1)承認 1 件：平成 27 年度須坂市一般会計法制予算第 4 号：市議補欠選費用）
2)事件決議：須坂市老人ディサービスセンターすえひろの指定管理者の指定
外 16 件。
3)条 例 案：須坂市個人番号の利用に関する条例の制定について外 10 件。
4)補正予算：平成 27 年度須坂市一般会計補正予算第 5 号外 6 件。
（２）議会運営委員会：
平成 27 年 11 月 17 日 議会第３委員会室
協議事項：12 月定例会議案等。会期日程。宮本勇雄議員死去に伴う追悼演
説。招集日の議事日程及び議案の取扱いについて。一般質問の通告につい
て。その他。

これを了承し散会。
（３）全員協議会
平成 27 年 11 月 24 日 議会第 4 委員会室
会期日程。招集日の議事日程及び議案の取扱いについて。議案等の説明。
各委員長報告。定期監査結果報告及び財務援助団体等監査結果報告。その
他の周知。
（４）広報特別委員会の行政視察
◎平成 27 年 11 月６日午前 10 時。新潟県胎内市議会・議会報編集特別委員会
を行政視察しました。
○研修内容は、胎内市議会・議会報編集特別委員会が採用している、
１）議会広報モニター制度、人選、その活用。
２）編集方針。
３）広報特別委員会作成までの工程の割り振り。
４）編集において心がけること。
５）その他
について、詳細に説明を受けた後質疑応答を行いました。特に議会広報モニタ
ー制度の円滑な運用についての苦労話の内幕も披露頂きました。平成合併をし
て新生「胎内市」を創造しようとする議員の心意気を、研修を通しての質疑応
答の端々に感じました。
胎内市の表紙の題字「たいない」は市内の小学 6 年生が手がけているとの説
明を受けました。改めて市会だよりの表紙を見比べると、夫々が「ふるさと胎
内」を思う心がそのまま文字になっているように感じられ、郷土愛の強さにジ
ーンと心打たれました。
◎平成 27 年 11 月 5 日午後 2 時。新潟県燕市議会・議会報特別委員会を行政視
察しました。
○研修内容は、「つばめ市議会ノートブック」の編集マニュアルについて。
◇議会たより編集に関する基本的な考え方として
１）基本事項、２）記載事項、３）編集方針、４）編集体制、５）編集要綱
６）注意事項、７）編集において心がけること、８）その他
について、詳細に説明を受けた後質疑応答を経て、忌憚のない意見交換を行
いました。意見交換で得られた内容は、今後の須坂市議会報編集にあたって、
十分に参考するに値する内容でありました。
２．長野広域連合議会
平成 27 年 11 月 24 日、長野市：ホテル国際 21 において、平成 27 年 11 月長野

広域連合議会が招集されました。
議事に先立ち、長野市議改選により入替えがあったため、長野広域連合議会
議長の選任を図ったこところ、三井経光議員が議長に再任されました。
本会議において以下の議案等が上程されました。
議案 10 号 平成 27 年度長野広域連合老人福祉施設運営事業特別会計補正予
算（歳入歳出それぞれ 3137 万 1 千円を追加。
議案 11 号 長野広域連合情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改
正する条例案。
認定 1 号 平成 26 年度長野広域連合一般会計・各特別会計決算認定について。
○総務委員会、福祉環境委員会が開かれ、付託された案件の審査を行った結
果、原案とおり可決すべきとした。
○その後、本会議が再開され、各委員長報告を経て採決をし、採決の結果、
全ての議案が原案とおり可決、認定されました。
○議事を了したので連合組合長のあいさつの後に散会。
３． 私の議会外議員活動
（１） 第 20 回議員活動報告会を開催しました。
平成 27 年 11 月 15 日（日）境沢町公会堂において、第 20 回議員活動報告会を
60 余名の参加者のもとに催しました。
○講演：須坂市人口ビジョン及び須坂市まち・ひと・しごと
創生総合戦略について。（第五次須坂総合計画後期計画）
講師： 市政策推進課 課長 加藤 剛 氏
○県政報告：県議会議員 村石正郎先生
○議員活動報告：市議会議員 佐藤壽三郎
４．【教育委員会関連】
1）平成 27 年 11 月 28 日、於：商工会議所。「第 39 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」に出席。来賓なれども発言。
５.【11 月期で私が注目したニュースの見出し備忘録】
ニュースの概要

報道機関 月日付

夫婦別姓、憲法保障か判断＝国内外の状況踏まえ―４日弁論・最高裁

時事通信 11/1

法人税、来年度 30％台＝競争力強化へ下げ加速―政府検討

時事通信 11/2

マンション空室、ホテルに無断転用した疑い書類送検へ 朝日デジタル 朝日ＤＧ 11/5
社会人や帰国子女枠 県立大入試 設立委部会が方向性

信濃毎日 11/6

マイナンバー「不安」57％

信濃毎日 11/6

県内社長や市町村長ら調査

固定電話を「ＩＰ電話」に＝２０年代に切り替え―ＮＴＴ社長
【潮流底流】
「中国」要因で明暗＝訪日客増、インフラ需要低迷―上場
企業９月中間決算

時事通信 11/8
時事通信 11/8

景気指数、３カ月連続悪化＝消費関連が不振―９月

時事通信 11/8

妊娠、出産の負担軽減検討＝子育て、介護施設視察―安倍首相

時事通信 11/8

「民泊」相次ぐトラブル ゴミ放置・騒音…近隣から苦情 朝日デジタル 朝日ＤＧ 11/8
スー・チー氏野党、圧勝へ＝過半数確保で政権交代の公算―ミャンマー 時事通信 11/9
給与総額０．６％増＝実質賃金も３カ月連続プラス―９月

時事通信 11/9

淫行処罰条例モデル 県「ミーティング」

信濃毎日 11/10

耕作放棄地の課税 1.8 倍に

松本・長野で

移転促し農地集約 時事通信 11/10

時事通信 11/10

介護の家族の責任初判断へ＝認知症事故、２月２日弁論―最高裁

時事通信 11/10

公共事業、契約率５８．８％＝前年同期比上回る―総務省調査

時事通信 11/10

街角景気、３カ月ぶり改善＝好天で消費回復―１０月

時事通信 11/10

時事通信

経常黒字５年ぶり高水準＝8.6 兆円、海外投資益が最大―今年度上半期 時事通信 11/10
ＮＹダウ、一時２４０ドル超安＝世界経済懸念で急反落

時事通信 11/10

日本の成長低迷懸念＝需要拡大、Ｇ２０で訴え―米財務省高官

時事通信 11/11

シングル女性も老後破産が心配 対処法は？

日経電子版

１０月企業物価、３．８％下落＝マイナス幅は縮小―日銀

時事通信 11/12

ＧＤＰ、年０．１３％減＝７～９月期―民間予測

時事通信 11/12

11/12

「ヤミ民泊やめるべき」国内同業者、Ａｉｒｂｎｂ非難 朝日デジタル 朝日ＤＧ 11/13
アベノミクス、好循環遠く＝７～９月期ＧＤＰ

時事通信 11/16

ＧＤＰ、年０．８％減＝２期連続マイナス―投資低迷、中国減速懸念で・
７～９月期

時事通信 11/16

新３本の矢「世界経済に貢献」＝Ｇ２０で安倍首相アピール

時事通信 11/16

訪日客、最多の１６３１万人＝48.2％増、円安でブーム―１～１０月

時事通信 11/18

１２月中旬までに対象品目決定＝軽減税率の大筋合意、先送り―与党

時事通信 11/18

子どもの貧困対策強化を＝文科相に要請―全国知事会

時事通信 11/18

ガソリン、４週連続下落＝５年８カ月ぶり安値

時事通信 11/18

原油安で７カ月ぶり貿易黒字＝１１１５億円、時事通信

11/19

時事通信 11/19

大規模金融緩和を継続＝景気判断据え置き―日銀決定会合

時事通信 11/19

軽減税率、最大の焦点＝１６年度改正作業スタート―自民税調

時事通信 11/20

自治体で職業紹介可能に＝地方版ハローワーク創設を―内閣府会議

時事通信 11/20

北の湖理事長が死去、６２歳

朝日新聞 11/20

朝日新聞デジタル

スーパー売上高、７カ月連続増＝野菜の高騰続く―１０月

時事通信 11/24

軽減税率「生鮮食品」軸で＝自民幹事長らに指示―安倍首相

時事通信 11/24

急激な利上げは景気腰折れ＝「日本が教訓」―米ＦＲＢ議長

時事通信 11/24

軽減税率、財源めぐり平行線＝幹事長が会談、協議続行―自公

時事通信 11/25

【潮流底流】ＴＰＰ不安と不満＝◎「攻めの農業」前途多難―参院選控
え農家保護求める声

時事通信 11/25

安倍首相、特養の追加整備指示＝介護離職ゼロへ４０万人分超に

時事通信 11/25

雇用保険、６５歳以上も適用＝介護休業給付を増額―厚労省案

時事通信 11/25

軽減税率「加工食品も」＝財源、他の増税検討を―山口公明代表

時事通信 11/25

３年後めどに税額票＝軽減税率の経理方式―政府・与党

時事通信 11/25

日銀総資産、過去最高＝国債大量購入で３６６兆円―９月末

時事通信 11/26

１０月世帯支出、２．４％減＝消費者物価は０．１％下落―総務省

時事通信 11/27

地方創生加速へ交付金＝補正で最大１０００億円規模―政府

時事通信 11/27

地価の上昇続く＝１０月時点の動向調査―国交省

時事通信 11/27

「民泊」解禁へ議論スタート＝検討会が初会合―厚労省など

時事通信 11/27

「副作用」類似症状を全国調査＝子宮頸がんワクチン問題―厚労省

時事通信 11/27

ガソリン ４週連続値下がり

時事通信 11/28

【北信濃鏡】
11/1 会報編集・配信。宮本勇雄前市議会葬
/2
/3

第 3 回臨時議会、議会運営委員会、全員協議会、本会議、予算決算特別委員会、
本会議
境沢町文化祭、市民相談

/4
/5
/6
/7
/8
/9
/10

森林・林業活性化議員連盟総会、市議補欠選協議、市民相談 1 件。
議会広報特別委員会行政視察：燕市議会 新潟泊
議会広報特別委員会行政視察：胎内市議会
市民相談３件、議員活動報告会資料作成。紅葉荘
上町住民行方不明調査。
行政視察のまとめ。報道情報整理、議員間意見調整 市民相談 2 件。
須坂市戦没者追悼式（メセナ）。議員間意見調整。市民相談１件。報道情報整理

/11 議員間意見調整。市民相談⇒関係機関に取次。報道情報整理。
/12 議員活動報告会資料作成、
/13 須高三市町村議員研修会。於：高山村 講師・伊藤真先生
/14 長野広域連合議会打合せ。議員報告会資料準備。
/15 第 20 回佐藤壽三郎議員活動報告会。
/16 議員との意見調整、須坂新聞意見交換
/17 議会運営委員会、
/18 長野広域連合議会委員会下打合せ
/19 議員間意見調整、長野広域連合議会補正、須坂商工会議所サービス部会
/20 一般質問推敲、議員間意見調整
/22 村石防風林組合、議員間意見調整、姪死去享年 52 歳
/23 姪通夜
/24 姪密葬（小職公務ありて親族にて執行）
全員協議会、12 月定例議会本会議、追悼演説、議案上程、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。
長野広域連合議会本会議、福祉環境委員会、本会議
/25 議会事務局確認、一般質問推敲、村石防風林組合
/26 一般質問推敲、
/27 総務文教委員会現地視察。旧千曲保育園、旧相之島保育園。

/28「第 39 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」
/29 議員間意見交換、報道情報整理、会報配信、蔦屋書店
/30 商工会議所主催の視察：イオンモール春日部、イオンモール佐久平を視察。
発行日 平成 27 年 11 月 30 日
編集：発行人 須坂市議会議員
http://www.zyusaburo.com/

fax 026-245-5673

佐 藤 寿三郎
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