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第１．須坂市議会３月定例会のまとめ
１．私の議会内議員活動
○本会議の概要報告
平成 28 年 2 月 23 日招集され会期を 25 日間とする 3 月定例会は 3 月 18 日閉会
いたしました。
（１）当初予算等の採決の結果について。
最終日に採決された議案内容は、事件決議 3 件。条例案 30 件、補正予算 9 件、
当初予算 8 件（一般会計のうち一部修正案 2 件は可決・修正部分を除く原案
を可決）は、採決の結果何れも可決しました。
（予算額は前号をご参照下さい）
（２）今定例会に提出された請願の採決結果
１）
「集団的自衛権」行使を具体化し、戦争につながる「安全保障関連二法」の
すみやかな廃止を求める 請願 ⇒ 私は賛成 ⇔【本会議】否決
２）米軍輸送機ＣＶ22（空軍）・ＭＶ22（海兵隊）及び自衛隊オスプレイの配
備・飛行訓練に反対し、飛行中止を求める意見書提出の請願
⇒ 私は賛成 ⇔ 【本会議】否決
※請願 2 件は、総務文教委員会では「何れも賛成多数で可決」しました。
（３）今定例会に示された意見書に対する本会議の結果。
１）「集団的自衛権」行使を具体化し、戦争につながる「安全保障関連二法」
のすみやかな廃止を求める 意見書の提出
⇒ 私は賛成 ⇔【本会議】否決
２）米軍輸送機ＣＶ22（空軍）・ＭＶ22（海兵隊）及び自衛隊オスプレイの配
備・飛行訓練に反対し、飛行中止を求める 意見書
⇒ 私は賛成 ⇔ 【本会議】否決
３）オスプレイの低空飛行訓練中止を求める意見書の提出
⇒ 私は２）支持故に反対 ⇔ 【本会議】可決
（４）今議会における予算決算特別委員会・分科会での質疑等についての要約
○経済建設分科会関係
Ｑ．新農業創生活動補助金について。
Ａ．市内に住所を有する農業生産者 3 人以上が属する団体が新たな取り組み

を始める際の活動に対する補助である。最長 3 年、単年度の上限は 10 年。
○総務文教分科会関係
Ｑ．消防団員退職報償金 428 万 7 千円の減額の理由について。
Ａ．当初 54 人を見込んでいたが実際の退団者 51 人であった。そのうち在職
5 年以上の退職者は 48 名で、正副団長などで構成する退職報償審議会に
よる審査の結果、支給決定者は 40 名になったため。
Ｑ．学校給食センター施設整備事業の調査委託料 340 万円の減額補正は、建
設地を特定したと解釈してよいか。
Ａ．あくまでも建設候補地の調査である。
Ｑ．児童手当等支給事業の児童手当給付費 2,684 万円の減額補正について。
Ａ．当初予算額では、延べ人数で約 7 万 7,900 人となったものであるが、親
の所得制限や転入転出のほか出生などの自然増が見込んだほど増えなか
ったため。
Ｑ．国の多子世帯及び一人世帯の保育料内容について。
Ａ．国の保育料の軽減策は、今まで同時入所の第 2 子目が半額、第 3 子目は
無料でしたが、平成 28 年度からは同時入所という条件を廃止。年収 360
万円未満の世帯であれば、第 2 子目が半額、第 3 子以降は無料となる。
更に、同じ年収以下で一人親世帯であれば、第 1 子目から半額、第 2 子
以降は無料となる。
Ｑ．学校給食センターの建設候補地の選定経緯について。
Ａ．平成 24 年 12 月、仁礼町に対し、地区内に候補地を求めることの可否に
ついて検討を依頼し、教育委員会や市長部局において地盤及び土壌が安
全で良好な地域、平坦な地域、或いは過去に陸砂利採取されていない、
道路は配送車が相互通行できる幅員があること、また周辺の住居から多
少離れた地域、配送車の運行で生活道路に支障を来たさない、土砂災害
特別警戒区域に該当しない区域、このようなことを念頭に検討してきて、
仁礼町区域内ではこれらの条件に合う場所は、今回の候補地しかないと
思われる。
○ 福祉環境分科会関係
Ｑ．個人番号カードの交付状況について。
Ａ．国からの交付通知を 1,200 通発送。国には 2,333 人（人口対比 4.5％）
の市民がカードの交付申請をされた。

（５）今議会における各常任委員会に付託された議案の争点について
１）総務文教委員会
○辺地に係る総合整備計画の策定について。
◇峰の原地域にインフラ整備を施して、地域の活性化を図ることを了。
○須坂市就学相談委員会条例の一部を改正する条例について。
◇子どもは須坂の宝とするよりきめ細かい施策を了とする。

○長野市及び須坂市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結
について。
◇長野市を中心としての連携施策が功となすことを支持したい。
２）経済建設委員会
○須坂市地方活力向上地域における固定資産税の税率の特例に関する条例
の制定について。
◇地方活性化の施策の一つとして理解するも、地方税の柱の一つである
固定資産税の税率は都会と地方が一律であることに疑問を持ちます。
○須坂市都市公園条例の一部を改正する条例について。
◇公園条例条項と軽犯罪法条文が重畳する箇所についての調整が司法当
局と調整されているのかである。
３）福祉環境委員会
○須坂市地域人権交流施設条例の一部を改正する条例について。
◇時代の趨勢とみるか、市民の人権意識の高まりとみるかは難しいが、私
はボジティブに捉えています。
○ 須坂病院の予定新棟建設の負担金に関係して。
◇平面図・立面図・利用計画図等の提示がありました。須坂住民の拠所と
する須坂病院の機能の充実を積極的に支援したいと思います。
第２．平成 28 年第２回市議会臨時会のまとめ
平成 28 年 3 月 30 日、臨時市議会が招集されました。上程された議案は平成 27 年
度一般会計補正予算第９号で、歳入歳出をそれぞれ 1 億 5,475 万 2 千円を追加する
ものです。
○ 補正予算第 9 号の主な内訳
事 業

名

母子保健
地域医療福祉ネット

農業施設整備
観光・誘客宣伝
雇用促進
産業人材育成
財産管理

事業費

1,038
3,373
1,600
30,180
1,947
2,892
111,717

単位：千円

事 業 内 容
国庫負担金の返還金確定による。
須高地区の災害時医療体制整備のため
田の神揚水機場のポンプ修理。
米子大瀑布登山道案内看板等の整備。
求職者向けセミナーを開催。
ものづくり産業を支える人材育成。
公共施設等整備基金に積立。

所 管 課
健康づくり課
健康づくり課

農林課
商業観光課
産業連携開発課
産業連携開発課

財政課

○今臨時会における予算決算特別委員会・分科会での質疑等についての要約
１）総務文教分科会
Ｑ．地方創生加速化交付金の不採択となった単独事業で、平成 28 年度で具体化す
るとした財源について。
Ａ．不採択となった 2 事業については、内容等を精査し、再度、2 次募集に申請す
ることも含め検討したい。

Ｑ．この時期に、この金額が交付される理由について。
Ａ．地方交付税法に基づき、地方交付税総額の６％を特別交付税に割り振るとさ
れている。比率については段階的に４％まで下げるとされている。災害が多
い等の理由から６％を継続している。
交付時期は毎年 12 月と 3 月であり、算定については 12 月分は経費に対す
る決められた計算式によるルール分と、3 月分については、ルール分の他に特
殊財政事情に対しても算出されるもので、今回は例年と同時期の 3 月 18 日に
交付決定されたもの。
２）福祉環境分科会
Ｑ．地域医療福祉ネットワーク事業で、衛星携帯電話を整備することに拠っての
活用方法や配置計画について。
Ａ．衛星携帯電話は 4 台購入予定で、医師会、歯科医師会、薬剤師会と災害発生
時に設置される「医療対策本部」に設置を考えている。長野県と三師会との
連絡手段は衛星携帯電話となっている。
３）経済建設分科会
Ｑ．雇用促進事業の早期就労支援事業の詳細について。
Ａ．27 年度に実施した、離職し再就職を希望している方を対象にしたセミナーで
あり、国の制度等にはパソコン講習など実務的なものがある。実施した際、人
間関係などメンタルヘルスにかかわるセミナーが再就職に繋がったことから、
28 年度においても継続実施する。
Ｑ．岡谷市等と連携した広域連携観光事業の詳細について。
Ａ．平成 27 年 4 月に信州シルクロード連携協議会が岡谷市の商業観光課を事務局
として発足。県内のシルク関連施設が連携して、インバウンド対応など外国
人も含めた誘客につとめていくものである。具体的には、須坂市の絹連携施
設ＰＲの為パネルを作成し、県内だけでなく都心部に向けたＰＲを連携し実
施してゆく。
○ 予算決算特別委員会各所管分科会で付託案件を審査し、
予算決算特別委員会再開 ⇒ 原案とおり可決することに決する。
○本会議を再開して採決の結果、補正予算案を全員で可決。
○議事を了したので、議長は閉会を宣し臨時会は解散した。
第３． 私の議会外議員活動
（１） 陳情の受理と所管課への取次、陳情等に基づく現地調査
○ 市公認のスポーツ団体より、市立墨坂中学校校庭にくぼ地があり、降雨時に
水溜ができ中々水がひけない為満足に競技が出来ない。何とかして欲しい。
【現地調査】平成 28 年 3 月 23 日、教育委員会学校教育課課長外 1 名、学校長、陳
情者と共に現場状況を確認し、緊急の対応策を協議した。
（２） 議員活動報告の配布・配信等
○平成 28 年 3 月 20 日会報概報版速報配信。

第４.【注視した問題と私の論点】
○子宮頸がんワクチン集団提訴へ
子宮頸（けい）がんワクチンを接種した若い女性らが全身の痛みなどを相次い
で訴えている。
「国は１０年１１月からワクチン接種への公費助成を開始。１３年４月からは小
学６年～高校１年の女子に接種の努力義務を課す定期接種としたが、痛みやけい
れんを訴える声が相次いだ。このため、厚生労働省は同年６月から積極的な接種
の勧奨を中止。症状を訴える人の実態や、接種と副作用との関連を調査しており、
勧奨再開のめどは立っていない。被害者連絡会のメンバーらが３０日、東京都内
で記者会見し、国と製薬会社２社を相手に損害賠償を求める集団訴訟を６月にも
起こす方針を明らかにした。」（時事通信 3/30）
私は、この問題について市議会の一般質問で、再三にわたり市内の中学生の女
子に該当者がいないか。接種を受けた彼女らの健康に害がないかを質してまいり
ましたが、
「市内の接種をうけた彼女らには被害はない。」との答弁でありました。
接種され痛みやけいれんの発症があられる、このことに若い女性の皆様の心中を
慮るとき、これを看過することはできません。或いは、今となってこの須坂にも
発症者が出現するかもしれません。被害者の皆さんが未だに国の解決策が示され
ていない歯痒さに居たたまれず、司法に救済を託すことは行政の誠意が少しも伝
わって来なかったあらわれと思います。一度発生した薬害を直ちに解毒すること
の難しさを、このような事案が発生するたびに感じます。政府が勧奨決定をして
実施した接種である以上、救済には全力をあげて注ぐべきものと思います。
第５.【３月期で私が注目したニュース備忘録】2016 年
ニュースの概要

報道機関 日付

政治編
市議報酬 800 万円の恒久化条例案提出＝河村名古屋市長

時事通信 3/1

正念場のアベノミクス。首相は 2 枚の「カード」をいつ切るのか

時事通信 3/7

ＧＤＰ，年 1.1％減に上方修正＝10～12 月期改定値―内閣府

時事通信 3/8

消費税「無期限凍結を」＝本田悦朗内閣参与インタビュー

時事通信 3/10

部落差別撤廃へ法案検討＝自民

時事通信 3/10

増税で景気悪化懸念＝参議院公聴会で有識者

時事通信 3/10

子育て支援、安倍首相「抜本強化」＝民間議員、給食無償化提案―諮問会

時事通信 3/11

北陸新幹線、新大阪に接続を＝松井大阪知事

時事通信 3/11

マイナス金利に効果＝住宅ローンの借り換え促進―麻生財務相

時事通信 3/11

15 年給与総額 2.2％増、長野県まとめ平均月 34 万 668 円

時事通信 3/11

松本市長、菅谷氏４選 臥雲氏に１万 8128 票差

信濃毎日 3/14

ゆうちょ限度額上げ了承＝自民特命委

時事通信 3/16

青少年の条例 疑問は解消していない 【社説】

信濃毎日 3/17

市議報酬引き上げ条例を再可決―名古屋市議会

時事通信 3/18

ゆうちょ限度額上げ閣議決定＝4 月 1 日から 1,300 万円

時事通信 3/22

住民税天引き「全事業者で」要請へ

信濃毎日 3/23

14 年度の生活保護、最多更新＝景気回復で伸び鈍化―厚労省

時事通信 3/23

景気判断 5 ヶ月ぶり下げ＝個人消費が悪化―3 月の月例経済報告

時事通信 3/23

奨学金返済、月 2,000 円から＝所得９％に連動―文科省

時事通信 3/24

千島列島にミサイル配備へ＝海軍基地も、領土要求牽制か―ロシア

時事通信 3/25

「増税凍結法安提出を」＝維新・松野氏、最終会見で

時事通信 3/25

自民党の合流拒まず＝岡田民主代表、
「安倍 1 強」をけん制

時事通信 3/25

経済編
ＧＤＰ，小幅下方修正＝10～12 月期改定値＝民間予測

時事通信 3/1

ガソリン、2 週連続下落＝全国平均 112.5 円

時事通信 3/2

日銀 景気判断を据え置く

ＮＨＫ長野

日銀、15 年度成長率・16 年度物価を下方修正へ＝関係筋

時事通信 3/7

街角景気、消費者心理が悪化＝株安の振興影響―２月

時事通信 3/8

外為 14 時 円、値上げ拡大

時事通信 3/17

一時 111 円 94 銭近辺 3 週間ぶり高値

3/5

ながの東急 1 月決算、7 期ぶり最終赤字

信濃毎日 3/17

財政出動伴う景気対策必要

毎日新聞 3/23

ガソリン、2 週連続値上げ＝原油高映す

時事通信 3/24

経済「緩やかな回復」変わらず＝菅官房長官

時事通信 3/24

景況感 2 期ぶり悪化へ＝3 月の日銀短観―民間予測

時事通信 3/25

（北陸）新幹線で営業拡大約５％

ＮＨＫ長野

景気下支えへ 5 兆円超＝増額求める声も―経済対策

時事通信 3/29

マイナス金利の影響検証＝日銀が 16 年度考査方針

時事通信 3/29

ガソリン、3 週連続上げ＝１ヵ月半ぶり 113 円台

時事通信 3/30

円相場、上昇基調＝世界経済不安で―15 年度

時事通信 3/31

3/28

社会編・教育
生活保護 163 万 4,185 世帯＝昨年 12 月、最多を更新―厚労省

時事通信 3/2

新潟焼山 1ｋｍ圏立入禁止＝噴気 100ｍ超、噴煙も増加―周辺３自治体

時事通信 3/2

長野県職員 4 人書類送検＝森林組合の補助金不正―県警

時事通信 3/4

インフル患者、2 週連続減＝23 県では増加―感染研

時事通信 3/4

イオンモール東松本の完成の見通し

信濃毎日 3/5

松本市側も「大幅に遅れ」

高校生と政治 届け出制は萎縮を生む

【信濃毎日社説】

信濃毎日 3/7

敦賀以西、3 案に絞込み＝北陸新幹線ルート―与党

時事通信 3/10

学校側、暴力対処を優先＝万引き対応不十分―広島中３自殺

時事通信 3/11

中心市街地計画、複数地区で初認定＝静岡

時事通信 3/15

敦賀以西「小浜・京都ルート」を決議＝北陸新幹線で福井県議会

時事通信 3/16

市議報酬条例で再議書提出＝河村名古屋市長

時事通信 3/15

弁護士・司法書士と連携を＝国交省

時事通信 3/15

「共産とテーブルを共にすることはない」と連合長野会長

信濃毎日 3/17

北陸新幹線 開業 1 周年で「能登特需」の期待と不安

ＹAHOO!

3/19

住宅地の地価上昇地点 2 倍

ＮＨＫ長野

3/23

検察「不正のきっかけは県側」大北森林組合事件公判

信濃毎日 3/24

地域ブランド国の保護制度「すんき」申請

信濃毎日 3/24

木曽地方各町村

【社説】同一労働・賃金 問われる政府の本気度

信濃毎日 3/25

詐欺の背景に補助金不正需給

信濃毎日 3/25

弁護側、県職員尋問の構え

出所者の就労支援で拠点整備＝再販防止へ生活基盤構築―総務省

時事通信 3/26

「こども食堂」県内広がり

支援の周知が課題に

信濃毎日 3/27

長野市周辺「連携中枢都市圏」 ８市町村と協約

信濃毎日 3/30

ヘイトスピーチ 1152 件＝12 年 4 月から 3 年半で―法務省調査

時事通信 3/30

「副作用」の立証ポイント＝子宮頸がんワクチン集団訴訟

時事通信 3/30

子宮頸がんワクチン集団提訴へ＝国の製薬会社に損害賠償―全国 4 地 時事通信 3/30
裁で 6 月にも
「なぜ起きた」明らかに＝副作用被害訴える大学生子宮頸がんワクチン 時事通信 3/30
勧奨再開めど立たず＝副作用めぐり議論―子宮頸がんワクチン

時事通信 3/30

「男性長寿日本一」の松川村民は「上手に服薬」信大チームが調査

信濃毎日 3/30

脳卒中リスク、離婚や死別で 3 割増

5 万人を追跡調査

朝日デジタ

3/31

ル

善光寺と軽井沢も驚いた北陸新幹線の集客パワー

信濃毎日 3/31

世界一貧しい大統領と呼ばれた男 ムヒカさんの幸福論

朝日新聞 3/31

【資料】
子宮頸がんワクチンをめぐる動き

時事通信 3/30

総合教育会議とは

時事通信 3/8

財政出動とは

ＹAHOO!

3/23

【北信濃鏡】3/1 師事した弁護士田宮甫先生ご逝去、3 月定例会代表質問、一般質問、
広報特別委員会、報道情報整理 /2 一般質問、予算資料読込、報道情報整理 /3 一
般質問、行政書士業務、予算資料読込、報道情報整理 /4 職員意見調整、調髪、行政
書士業務、予算資料読込、報道情報整理 /5 藤沢家法要、行政書士業務、予算資料読
込、報道情報整理 /6 二会派学習会、予算資料読込 /7 予算決算特別委員会・経済建
設分科会 /8 経済建設委員会、報道情報整理 /9 予算決算特別委員会・総務文教分科
会審査、報道情報整理 /10 総務文教委員会審査、懇親会（於：すしハウス）、報道情
報整理 /11（予算決算特別委員会・福祉環境分科会）意見調整会議、市民相談。/12
市民相談、議案再検討 /13 議案再検討、市史編纂資料閲覧、湯っ蔵んど、求・なつめ、
報道情報整理 /14（福祉環境委員会）行政書士業務 2 件、報道情報整理 /15 二会派
学習会、有志懇談会（於：吉向）、報道情報整理雄 /16 市立墨坂中学校卒業式、予算

決算特別委員会、報道情報整理

/17 市立森上小学校卒業式、報道情報整理

/18 議会

運営委員会、全員協議会、本会議、林業活性化議員連盟、報道情報整理 /19 定例議会
のまとめ、会報編集、村石防風林組合総会（於：湯っ蔵んど）、報道情報整理 /20 会
派出納整理、会報編集、会報概報版配信 /21 会報補正、会報配信、行政書士業務、読
書 /22 陳情処理（学校教育課、墨坂中学校、道路河川課）、市民相談、行政書士業務
/23 行政書士業務、寿楽園 /24 行政書士業務、焼香、会報編集、報道情報整理 /25
会報編集、報道情報整理、焼香、市民相談 /26 行政書士業務、報道情報整理、会報編
集 /29 長野出向、読書 /30 臨時会：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、全員協議会、報道等情報整理、読書、湯ったり苑 /31 行政書
士業務、市民相談 2 件、市政相談、報道等情報整理、緊急奉仕活動、読書。

■□■□■□■□
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