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佐藤壽三郎の議員活動詳報
ことぶき月報 (No.211) 2016 年 4 月号
終世書生気質：ブログ・千曲のかなた
１．私の議会内議員活動
（１）総務文教委員会
4 月 8 日、第１委員会室。平成 28 年度行政視察で取上げる課題と研修候補自
治体を協議。
（２）全員協議会
4 月 8 日 議会第 4 委員会室
① 4 月 8 日 新議会事務局長と事務局員、市長部局新部長の着任挨拶。
② 市議会議場音響施設に関わる説明会。
（３）会派代表者会議
4 月 28 日 議長室
○国市議会議長会より「平成 28 年熊本地震とそれに引き続く地震活動に対す
る義援金について」の要請について協議しました。
◇須坂市議会は、義援金拠出要請に応じることとして、全議員各々1 万円を拠
出する。送金時期については正・副議長、事務局長に一任する。
２．長野広域連合議会
（１）4 月 26 日臨時議会が招集されました。
◇連合長より議案 4 件が上程されました。
◇会期は本日 1 日限りと議決。
◇本会議の内容。
１）議案を付託された総務委員会、福祉環境委員会での審査を経て本会議を開
会。
○平成 28 年度長野広域連合特別会計補正予算 368 万 2 千円を追加し予算総額
を 31 億 4,317 万 6 千円とする補正予算案。
○工事請負契約（養護老人ホームはにしな寮）の締結について。
○長野広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条
例について。
○長野広域連合職員の分限に関する条例の一部を改正する条例について。
委員会審査を経て、採決の結果、議案４件は何れも原案とおり可決しました。
２）議会選挙について。
○ 長野広域連合選挙管理委員会及び補充員の選挙について。
◇議長の指名推薦者を可決。
３）専決処分の報告の承認について。
○ 長野広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。

◇報告を承認。
４）報告ついて。
○専決処分の報告について（補聴器破損事故による損害賠償額について）。
◇報告を了承。
（２）長野広域連合議会常任委員会・平成 28 年年度行政視察を執行しました。
①本会議で工事請負契約を議決した、養護老人ホーム・はにしな寮を視察。
②上田城址にある「真田丸・大河ドラマ館」と池波正太郎・真田太平記念館を
見学。その後、上田市職員より「上田市中心市街地活性化基本計画の概要」
の説明等を受けました。
３． 私の議会外議員活動
（１）陳情に基づく現地調査
4 月 17 日長野県全県に暴風注意報が発令され、須坂市も久々の強風に曝され
ました。市民の皆様より、旧小田切邸の白壁の剥離とフジ会館のガラス落下破
損情報 2 件の情報が寄せられ、18 日早朝に現場を調査いたしました。
このことで、市担当課に「事後処置法」の確認いたしました処、市は強風被
害を掌握し適切に処置をしている回答を得ました。
（２）議員活動報告の配布・配信等
○会報第 211 号概報版を配信。
４．小・中学校・教育委員会関係
（１）Ｈ２８年度市立森上小学校入学式
４月６日午前１０時、須坂市立森上小学校は新入生５３名を迎えて、平成２
８年度入学式が執り行われました。
天野義孝学校長は、新入生に三つの約束を求めました・・・
１．あいさつをしっかりすること。
２．なかよしであること。
３．げんきであること。
を、アンパンマンとばいきんまんの人形を使って、新入生に「三つの約束」
の意味を噛み砕いて諭されました。進級した新 2 年生等の在校生もこの先生
方のパホーマンスに、驚きながらも真剣に見入っていました。
入学式来賓として、市長（代理：島田環境部長）、市議会議員、区長、民生
児童委員、主任児童委員、育成委員、各区育成会長、学校評議員、ＰＴＡ役
員等多数が参列し「ピカピカの 1 年生」の門出に華を添えました。
（２）Ｈ２８年度市立墨坂中学校入学式
４月６日午後１時から、須坂市立墨坂中学校は１５６名の新入生を迎えて入
学式を執り行いました。地元市議会議員として入学式に参列する機会を得て、
新１年生の入学を祝いました。
宮下正満学校長は、新入生に式辞のなかで・・・
「何事にも挑戦し努力する人になれ。」
「学ぶことの楽しさを知って欲しい。」と訓示され、

更に、在校生に・・・
「上級生として、強く、賢く、共育ちの墨坂の校風と伝統を磨き、後輩にこれ
を伝えうる先輩であれ。」と諭されました。
式に臨む度に感じるのは、凛とした気風が漂う墨坂中学校の生徒は、いつ見
ても清々しいと誇りに感じます。
来賓として、市長（代理・丸田水道局長）、県議、市議会議員、区長等地域の
役員の皆さんが多数参列され「地域の宝」「須坂の宝」の門出を祝福しました。
５.

議会に提出された資料から
平成 28 年 4 月 20 日、須坂市から公共施設等全体に対する方針の綴りが示され
ました。総合管理計画から小職が大いに関心を持った箇所を抜粋し且要約してお
示しします。詳細は須坂市のＨＰでお確かめ下さい。
須坂市公共施設等総合管理計画（抜粋）

（１）背景と計画作成の目的
１）公共施設の現状
◇建築後相当の年数が経過した施設、老朽化が進んでいる施設、整備が現
在のニーズに合わなくなったもの等の問題・課題を抱えている。
２）社会状況と公共施設維持管理の課題
◇人口減少社会の到来等による人口構成の変化によって、市民サービスや
公共施設に対する利用ニーズの変化が予想される。
３）総合管理計画の対象範囲
◇市は地方自治法に基づき、
①公共建築物：庁舎、学校、公民館、市営住宅等。
②社会基盤施設：道路、橋梁、上下水道等。
を所有・管理する財産とする。
４）総合管理計画作成の目的
◇財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現
する。
（２）須坂市の現状
１）須坂市の人口推移
◇労働人口（15 歳～64 歳）は、国勢調査によると平成 12 年がピークで、
全人口 54,207 人（100％）に対して 34,991 人（64.5％）であった。
◇平成 2 年（53,611 人）と平成 22 年（52,168 人）を比較すると、平成２
年時の 87.1％である。
◇65 歳以上の平成 22 年度全人口に占める割合は 26.4％であった。
２）財政状況
◇市税収入は、今後生産年齢人口の減少に伴い減る見込み。
◇地方交付税は、歳出効率化の取組みの国の指導で減少傾向。
（３）公共施設等の現状
１）老朽化の状況や利用状況をはじめとした公共施設等の状況
※この項は表等で示す資料が多くあるため、須坂市のＨＰをご参照下さい。

（４）今後の見通し
1) 人口目標
年 度
総人口

H22 年
H27 年
H37 年
52,168
50,672
48,199
0 歳～14 歳
13,769
15,321
15,952
26.4%
30.2%
33.1%
生産年齢人口
31,150
28,624
26,415
15 歳～64 歳
59.7%
56.5%
54.8%
65 歳以上
7,249
6,727
5,832
13.9%
13.3%
12.1%
※平成 27 年を基点として 10 年後

H47 年
45,307
15,512
34.2%
23,785
52.5%
6,010
13.3%
20 年後

H52 年
43,845
15,735
35.9%
21,915
50.0%
6,195
14.1%
25 年後

２）財政収支の見込み
◇平成 25 年までの実績からして、26 年から 65 年までの公共施設等全体の
維持管理や更新に要する費用試算は、59.9 億円/年を要する。
◇公共建物では今後の更新費用は 23.9 億/年と試算される。
３）須坂市の財政見通し
◇公債費は平成 30 年に 20 億 2,800 万円でピークを迎える。
◇市税収入は、平成 33 年以降は生産年齢人口が減少により、毎年１％税
収が減少する。
◇施設維持補修費は、平成 33,34 年度に公共施設の老朽化のピークを迎え
る。
◇平成 32 年度共用開始予定である学校給食センター建設等の公共施設の
大規模改修等を実施していく上で財政の健全化を示す数値が悪化して
いくことが懸念される。
（５）公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針
１）計画期間
◇平成 28 年年度から平成 37 年度までの 10 年間
２）全庁的な取組体制の構築など今後の対応
◇「公共施設等マネジメント庁内連絡会議」をプロジェクトチームとして
実践の進捗管理を行う。
◇28 年度からは用途区分単位で個別計画を策定する。
３）適正管理に関する考え方
◇公共施設等だけを考えた「部分最適化」ではなく、須坂市のまちづくり
を考えた「全体最適化」に取組む。
６.最近のニュースに異議あり
○憲法は核使用禁じず＝「必要最小限度内なら」 時事通信
◇政府答弁について異議あり。

4/1

○「TPP 資料が黒塗り」野党追及、石原大臣「非公開が原則」TBSNEWSi 4/7
◇ 国権の最高機関たる国会の審議に対して、内閣が「黒塗りの資料」を提出する

こ
とは、国会の権能を鑑みるに内閣の感覚はおかしい。
○ 長野県民世論調査 改憲「不必要」45％「必要」29％ 信濃毎日 4/26
◇長野県民の「現行憲法第 9 条の理念を守ることこそが、祖国日本が再び戦
争の惨禍に陥らない最良の防衛策である。」との熱き思いと受け止めました。
【４月期で私が注目したニュースの見出し備忘録】2016 年
ニュースの概要

報道機関 月日付

政治編
待機児童問題への取り組みを更に加速します

自民党広報本部

自民広報 4/1

憲法は核使用禁じず＝「必要最小限度内なら」－政府答弁

時事通信 4/1

アベノミクス批判強める＝景況感悪化で野党

時事通信 4/1

消費増税、見送り論に拍車＝景況感悪化・株価下落で

時事通信 4/1

異次元緩和 2 年 黒田日銀に試練 遠い物価２％目標

YAHOO!

予算執行、上期に 8 割＝政府、景気下支えへ前倒し―16 年度

時事通信 4/5

「ＴＰＰ資料が黒塗り」野党追及、石原大臣「非公開が原則」

TBSNEWSi 4/7

前倒し目標はリーマン並だが＝財務省①

時事通信 4/7

返戻率で競争するより・・・＝総務省②

時事通信 4/7

2.4 兆円の黒字＝2 月の経常収支―財務省

時事通信 4/8

外部チェックの仕組み廃止＝介護段位制度の見直しで―厚労省

時事通信 4/11

「保育の質」確保を＝保護者ら、厚労省などに訴え―待機児童問題

時事通信 4/11

「地方いじめ」を警戒＝地方６団体

時事通信 4/11

円安の宴は終わった 1 ドル 100 円時代日本は耐えるか

日本経済 4/12

「極めて高度な政治判断」＝消費税率引き上げ―北橋北九州市長

時事通信 4/13

リーマン級なければ増税＝菅長官

時事通信 4/13

消費税、１％ずつも選択肢＝政府分析会合でＯＥＣＤ事務総長

時事通信 4/13

4/3

ふるさと納税「自主的な判断を」＝高額返礼品の自粛通知で＝阿部知事 時事通信 4/14
熊本益城町で震度７＝倒壊 10 棟以上、負傷者 12 人―火災も、強い余震 時事通信 4/14
追加緩和、制約されない＝為替市場を注視―黒田日銀総裁

時事通信 4/16

（長野）県警が広域緊急支援隊を派遣

ＮＨＫ長野

在留 3 年未満で永住権、経営者や研究者を誘致

日本経済 4/16

陸自松本駐屯地からも派遣

ＮＨＫ長野

軽減税率に関して）後はモラルの問題？＝財務省

時事通信 4/18

折半対象財源不足に関して）◇財務省の主張「とんでもない」総務省

時事通信 4/18

財政出動に欧州が慎重論 仏財務相「債務に配慮必要」

日本経済 4/18

消費増税先送り論を牽制か？＝永田町

時事通信 4/18

自治体から応援職員派遣＝総務省―熊本地震

時事通信 4/18

（長野）県内各地で支援の輪広がる

ＮＨＫ長野

熊本地震 佐久市支援物資、栄村は義援金送る

信濃毎日 4/18

4/16
4/17

4/18

熊本地震 飯田市と軽井沢町で義援金受付

信濃毎日 4/18

税収底上げで子育て支援＝アベノミクス成果を活用＝諮問会議

時事通信 4/18

ＴＰＰ法案、今国会での成立困難に

朝日新聞 4/19

会期延長せぬ方針で

全自治体の行革実施状況を公開＝歳出効率化へ「見える化」－総務省

時事通信 4/20

地方創生「人口維持が決め手」＝内外情勢調査会で講演―広瀬大分知事 時事通信 4/20
（長野）県警の広域緊急支援隊が帰県

ＮＨＫ長野

600 兆円の実現に向けた方針案要旨

時事通信 4/21

暴行と虐待の人権侵害急増

ＮＨＫ長野

4/22

【熊本地震】被災建物の判定に（長野）県職員派遣

ＮＨＫ長野

4/22

【熊本地震】長野赤十字 医師など 7 人熊本派遣

ＮＨＫ長野

4/22

滞納整理強化に黄やピンクの封筒=奈良県川西町

時事通信 4/25

【熊本地震】激甚災害を閣議決定＝政府

時事通信 4/25

憲法改正声明見送りへ＝熊本地震影響―全国知事会

時事通信 4/26

景気「一部弱さも緩やか回復」＝判断を据え置き―財務局長会議

時事通信 4/27

【社説】秘密法を追う 運用報告書

信濃毎日 4/27

これでは何にも分からぬ

4/21

補正、総額 5000 億円超＝熊本地震対応で―政府・与党

時事通信 4/28

緩和見送り「危険なゲーム」＝日銀の気まぐれ警告―英ＦＴ紙社説

時事通信 4/30

経済編
景況感、2 期ぶり悪化＝中国経済の減速、円高響く―3 月日銀短観

時事通信 4/1

日銀松本支店短観 県内の企業の景気判断は 2 期ぶり悪化

ＮＨＫ長野

3 月日銀短観 県内全産業マイナス 8 で 2 ポイントの悪化

信濃毎日 4/1

3 月日銀短観の主な指標

時事通信 4/1

3 月日銀短観の骨子

時事通信 4/1

日銀短観・市場関係者談話

時事通信 4/1

アベノミクスに陰り＝日銀短観

時事通信 4/1

金融政策、乱発すべきでない＝新審議委員の桜井真氏―日銀

時事通信 4/1

中国景況感、節目超え＝８ヵ月ぶり―３月

時事通信 4/1

景気変調に懸念＝慎重姿勢強める企業 日銀短観

時事通信 4/1

4/1

マイナス金利、変革を加速＝収益に「かなり影響」三菱東京ＵＦＪ頭取 時事通信 4/4
1 年後の物価上昇 0.8％＝企業見通し―日銀調査

時事通信 4/4

消費喚起へ商品券、子育て支援＝骨太方針の議論着手：経財諮問会議

時事通信 4/4

【社説】金融緩和 3 年 壮大な実験は限界だ

信濃毎日 4/5

消費者心理、街角景気が改善＝基調判断は据え置き―３月

時事通信 4/8

イオン純利益 86％減 総合スーパー不振、減損損失も響く

日本経済 4/13

去年の工場立地面積大幅増

ＮＨＫ長野

インフラにゼロ金利融資 政府・与党、財政投融資で最大 3 兆円

日本経済 4/14

建物の評価法見直しで提言＝固定資産税の課税で―東京都

時事通信 4/14

企業版ふるさと納税導入＝改正地域再生法成立

時事通信 4/14

4/14

日本、地銀再編が必要＝ＩＭＦ金融顧問

時事通信 4/17

ＮＹ原油急落、一時 37 ドル台＝増産凍結見送りを嫌気

時事通信 4/18

東京原油、急落＝東京市場

時事通信 4/18

県内企業「採用増やす」4 割

機械系中心に意欲

信濃毎日 4/18

企業収益、原則一段と 資源安で減損 3 兆円

日本経済 4/26

強気「黒田日銀」に試練 消費・物価もたつき鮮明

日本経済 4/29

社会編
ガソリン価格 3 週間連続値上げ

ＮＨＫ長野

太陽光価格、2 割超下げ＝国民負担、19 年度に―経産省

時事通信 4/2

【社説】あすへのとびら 高校生の政治活動 決めるのはキミたちだ

信濃毎日 4/3

子宮頸がん：ワクチンの健康被害 国の救済ストップ

毎日新聞 4/3

（長野）県民のごみ排出量全国最小

ＮＨＫ長野

4/4

森林税半数以上に理解されず

ＮＨＫ長野

4/5

成年後見人の権限拡大＝改正民法など成立

時事通信 4/6

ガソリン価格 4 週間連続値上がり

ＮＨＫ長野

1 月生活保護、2 ヶ月ぶり減＝厚労省

時事通信 4/7

成年後見人の権限拡大＝改正民法など成立

時事通信 4/6

「パナマ文書」で疑わしい関係を持つ銀行に厳しい目

日本経済 4/7

「子宮頸がんワクチン訴訟」で明らかになった「情報」と「制度」の不足

YAHOO!

性被害防止に「条例必要」14％ 県民世論調査

信濃毎日 4/12

こども虐待 369 件最多更新

ＮＨＫ長野

消費増税「延期すべきだ」59％ 朝日新聞 4 月世論調査

朝日新聞 4/12

東洋大と就職支援協定＝兵庫県

時事通信 4/12

梅毒感染者、全国で増加＝都市部は昨年の 2 倍超―感染研

時事通信 4/12

ふるさと納税額、全国 10 町村で地方税収超す

日本経済 4/13

ガソリン価格 5 週連続上昇

ＮＨＫ長野

4/13

子ども電話相談 通話料無料に 電話番号 012-0-78310

ＮＨＫ長野

4/13

幼保から 12 年通じた学び

信濃毎日 4/13

119.8 円/ℓ
茅野市の一貫教育構想説明

4/2

4/7

4/7
4/12

諏訪東京理科大効率化へ 有識者会議が意見集約

信濃毎日 4/14

「ＰＴＡ活動って難しい」発言に対するコメント

YAHOO!

ガソリン、６週連続値上がり＝全国平均 116.6 円

時事通信 4/20

4/20

Ｍ7.3 でも震度７＝震度 1 以上 700 回超－異例の続発、広域で・気象庁 時事通信 4/20
円高で「爆買い」に衰え＝1 人あたり消費、3 年ぶりマイナス

時事通信 4/20

小松姫の御霊屋・天井板に人物画、長野市松代の大英寺

信濃毎日 4/21

子宮頸がんワクチン「接種を推奨」＝17 学術団体が見解

時事通信 4/21

県内の耐震化率は 77％余

ＮＨＫ長野

4/24

（長野県内）ガソリン価格値上がり止まる

ＮＨＫ長野

4/24

年金債務、企業を圧迫

日本経済 4/25

改憲「不必要」45％「必要」29％ （長野）県民世論調査

信濃毎日 4/26

県内スキー場利用数、最低、暖冬の雪不足打撃 10.1％減

信濃毎日 4/28

イオン東松本、8 月着工告知。来年 9 月完成予定

信濃毎日 4/29

大型連休ＪＲの混雑は分散傾向

ＮＨＫ長野

4/29

安曇野市で震度３ /30 午前１時 37 分ごろ

ＮＨＫ長野

4/30

交通事故死亡 50 人最悪ペース

ＮＨＫ長野

4/30

新入社員 目標年収 30 歳で 630 万円 明治安田調査

毎日新聞 4/30

【資料】
待機児童解消に向けて緊急提言:全国市長会社会文教委員会
待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について

4/27

4/29

厚労省 3/28

4/29

レジオネラ属菌とは、発生原因、発生防止策

千葉県ＨＰ

【用語解説】震度７

時事通信 4/20

廃屋・空き家問題 自治体での受け止め方を中心に
空き家：所有者への指導や強制力ある措置
日本の「財政」を考えよう

名塚昭 著

4/20

国交省・中国地方整備局

財務省

4/24

4/20
時事通信 4/16

改正農地法について（概要）

農林水産省

4/13

農地法等の一部を改正する法律（概要）

農林水産省

4/13

農地制度のあり方について

4/13

農地制度のあり方に関するプロジェクトチーム

特集：岐路に立つ採用試験（上・下）

時事通信 4/13

特集：16 年自治体施策＝子どもの貧困対策重視

時事通信 4/4

特集：子どもの貧困の現場から【上】親の成長支援や居場所づくり

時事通信 3/30

特集：子どもの貧困の現場から【下】貧困防止へ広がるＮＰＯ活動

時事通信 3/31

子ども 6 万人対象に実態調査＝貧困対策の一環で―大阪市

時事通信 2/29

街角景気、２ヵ月ぶり悪化＝大雪、株安が影響

時事通信 2/8

沖縄に子ども支援員＝貧困対策、
「居場所」づくりも―政府

時事通信 1/16

今年の漢字は「子」＝阿部守一長野知事

時事通信 15/12/28

貧乏なのに進学した罰

朝日新聞 15/10/15

人口動態統計月報年計（概数）の結果

厚労省

景気対策検討を表明＝増税判断控え２段階―甘利経財相

時事通信 14/11/13

再エネの買取制度は見直しへ、考え方が明らかに

厚生労働省

子宮頸がんワクチン

時事通信 14/7/05

ワクチン会社の資金「開示を」―市民団体

時事通信 14/6/29

15/6/05
14/10/17

製薬会社から講演料、申告せず＝子宮頸がんワクチンの副作用検討委員 時事通信 14/4/30

【北信濃鏡】4/1 市民相談、行政相談、報道情報整理 /2 行政書士業務、三峰山春季
祭礼、報道情報整理 /3 報道情報整理、読書、市内巡回、支援者宅訪問 /4 行政書士
業務（西原、坂田）報道情報整理、/5 支援者宅訪問、緊急奉仕活動、上町明渡 /6 森
上小学校入学式、墨坂中学校入学式、議会事務局長・職員歓送迎会 /7 行政書士業務

/8 全員協議会、議員研修会、総務文教委員会、市民相談

/9 境沢町若葉会総会、市民

相談、報道等情報整理 /10 千曲市白鳥園、市民相談、読書 /11 広報特別委員会、市
民相談、行政書士業務、報道等情報整理 /12 市民相談 /13 竜ヶ池観桜、報道情報整
理、Clinic /14 平成熊本地震
/15 町内企業懇談会、市民相談 2 件 /16 現地調査 /17
報道情報整理と分析、現地調査、市長部局と協議 /18 現地調査、市民相談、広報特別
委員会、長野出向、行政相談 /19 市長部局と協議、議会事務局、報道情報整理、市
民相談２件 /20 市長部局と協議、報道情報整理、研究課題情報収集 /21 長野広域連
合議会下打合せ、行政書士業務、読書 /22 行政書士業務、市役所、須坂温泉、監査委
員協議、支援者宅訪問、報道情報整理 /23 行政書士業務、小布施町千曲堤八重桜花見、
紅葉荘、報道情報整理、メール配信 /24 報道情報整理、会報編集、メール配信 /25
行政書士業務、報道情報整理、会報編集、大型商業施設ＴＶ報道を視聴 /26 長野広域
連合議会臨時議会、長野広域連合議会行政視察（坂城町・上田市）/27 行政書士業務、
市民相談、会報編集、会派間意見調整 /28 会派代表者会議、行政書士業務、市民相談、
報道情報整理、 PC プリンター買換、森上小学校歓送迎会、初孫初訪坂 /29 長野出向、
報道情報整理 /30 報道情報整理、会報編集・配信、千曲市・白鳥園。
■□■□■□■□

■□■□■□■□ 発行日 平成 28 年 4 月 30 日
編集：発行人
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