はにかんで 雲に隠れる

中秋（おつき）さん

梅柿

佐藤壽三郎の議員活動詳報
ことぶき月報 (No.216) 2016 年 9 月号
須坂市議会９月定例会の顛末
１

私の議会内議員活動
８月 30 日招集されました須坂市議会は９月 27 日の最終日に本会議を開いて、今
議会に上程された全ての議事を了したので、29 日間の定例会を閉会しました。
(1) 今定例会で上程された議案に対する私の賛否の結果一覧
１）事件決議案４件が上程されました。
○ 須坂市ふれあい健康センターの指定管理者の指定について
○ 須坂市営駐車場の指定管理者の指定について
○ 市道の廃止について
○ 市道の変更について
⇒何れも賛成しました。
２）条例案６件が上程されました。
○ 須坂市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
の制定について
○ 須坂市市税条例の一部を改正する条例について
○ 須坂市都市計画税条例の一部を改正する条例について
○ 須坂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
○ 須坂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例について
○ 須坂市公害防止条例の一部を改正する条例について
⇒何れも賛成しました。
３）決算認定８件が上程されました。
○ 平成 27 年度須坂市一般会計歳入歳出決算認定について
○ 平成 27 年度須坂市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
○ 平成 27 年度井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計歳入歳出決算認定に
ついて
○ 平成 27 年度須坂市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
○ 平成 27 年度須坂市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
○ 平成 27 年度須坂市水道事業会計決算認定について
○ 平成 27 年度須坂市下水道事業会計決算認定について
○ 平成 27 年度須坂市宅地造成事業会計決算認定について
⇒何れも認定しました。
（H27 年度歳入・歳出等は月報 215 号をご覧下さい）

４）補正予算案６件が上程されました。
○ 平成 28 年度須坂市一般会計補正予算第３号
○ 平成 28 年度須坂市国民健康保険特別会計補正予算第２号
○ 平成 28 年度井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計補正予算第１号

○ 平成 28 年度須坂市介護保険特別会計補正予算第２号
○ 平成 28 年度須坂市後期高齢者医療特別会計補正予算第１号
○ 平成 28 年度須坂市下水道事業会計補正予算第１号
⇒何れも賛成しました。
５）請願に関わる案件
○ 国の責任による 35 人学級推進と、教育予算の増額を求める請願
⇒賛成しました。
６）同意を求める案件
○ 教育委員会委員の任命について ⇒同意しました。
神戸 要子 氏（再任）
７）意見を求める案件
○ 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
塚田 厚子 氏（新任）
黒岩 寿代 氏（新任）
⇒異議なしとしました。
８）意見書提出に関わる採択 ⇒賛成しました
○ 国の責任による 35 人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書
⇒賛成しました。
○ 奨学金制度の充実等を求める意見書
⇒条件付き賛成としました。
【私評】
貧困の世代間連鎖の問題が問われています。親の経済力次第で子どもの
人生が左右される。世代間連鎖は親の所得が、家族のの健康状態の配慮や
家庭の生活環境にまで大きく影響を及ぼし、このことが子どもの将来を左
右してしまうと言われています。
然し、昨今見受けられる親が子を育てる義務を等閑にする風潮には些か
辟易する。
「借りたものを当り前に借りた人に返す」これは信義誠実則のイ
ロハのイである。このことの分別を若いうちに身に着けなければ、人的信
用は悉く崩壊し背信行為が罷り通る無秩序な社会になってしまう。最近家
族間や親子間、はたまた知人、友人間の社会関係が目に余るものがあるが、
これこそ何か大切なことを失念した人間関係の結末ではなかろうか。
奨学金は学生時代に私も幸運にも与ったが、極めて有用な制度であり今
でもこの制度に感謝している。奨学金の借り入れは、将に金銭消費貸借と
捉えなければならない。即ち借金である。仮に、返済する意思が当初から
毛頭なくして、奨学金借入契約を締結したと想定しよう。学生が端から返
す気がなくても契約書に署名押印したとすれば、これこそ心裡留保であり、
この契約そのものが有効となり学生は何ら弁解はできない。
奨学金をまんまとせしめた感覚で、卒業あるいは中退後に返済請求に一
切応じない場合は、事情によっては訴訟にまで及ぶこととなる。そんな不
心得者はいないと思うが、奨学金返済の滞納者が年々多くなっていること

も大きな社会問題となっている。
私が学生時代にも「教職に一定期間就くことによって返済が免除される」
制度があったが、昨今の風潮として奨学金を国に全ておんぶに抱っこする
「給付型奨学金制度」を求める手法は、社会への甘えに他ならないと感じ
る。親の経済力で子どもの人生が左右されるようなことはあってはならな
いが、国家や自治体にパラサイドした学生生活は寧ろ自活力を損ねるに拍
車をかけるのではないか。
「文部科学省は 2017 年度から、貧困に陥りそうな小学生や高校中退者を
対象に、図書館を拠点にして学習機会をつくる事業を展開する方針だ。読
書の習慣がない家庭に育つ子どもには、図書館に呼び込む事業を開始。高
校中退者には高卒程度認定試験の勉強を図書館で教えることで、学力の向
上に役立てる（出典：時事通信 9/30 付）」。国のこの措置は小さな一歩だが
大いに評価したい一面もある。
然し、青年に向学心があるか否かは、偏に本人のやる気であると私は思
っている。人生須らく学びの場であることを知るべしである。
「学問に王道
なし」ではないが、どこで学んでも要は学力が身についたかでしかない。
学卒や学歴をチラつかせても、それを裏付ける学力がなければ人は相手に
してくれない。高学歴を語っても人生は保障されない。卒業証明書なんぞ
で一家を構えて家族を養うことなど叶うものではない。
この意味から、この意見書に対して条件付賛成とした次第である。
(2) 今議会における総務文教分科会・委員会等で出された質疑。
① 市所有の物品台帳（購入時 100 万円以上）には、帳簿に原価と現価を記載し
て、現在の財産価値が一目瞭然で分かるようにすべきと思うが。
② 平成 27 年度事業実績並びに主要施策成果説明書の 2,016 件の救急出動した
ことについて。
③ 消防団分団の地域割り編成の見直しをすべきでないか。
④ 消防団の詰所機能と必要性について。
⑤ ８月 18 日に出された大雨警報の顛末と課題について。
⑥ 八町堆肥製造会社の悪臭解消策についての行政指導について。
⑦ 米子瀑布をＮＨＫ真田丸の「協賛市 須坂市」の表示要請について。
⑧ 参議院選挙に関わる選挙管理委員会が出した顛末書の内容について。
(3) 今議会の予算決算特別委員会分科会で注目された質疑
平成 28 年９月 23 日、議会第４委員会室で開催されました。平成 27 年度決算認
定における分科会長報告のうち、小職が注目した質疑と答弁を抜粋しました。
【総務部財政課関係】
Ｑ 旧千曲保育園について、買取希望があり、再鑑定を見送った件について。
Ａ インター周辺開発の状況を見るなかで、当面は、市の方で活用していくこ
とにしています。
【健康福祉部福祉課、福祉事務所関係】
Ｑ 生活保護の現状と生活支援センター（まいさぽ須坂）との関係について。

Ａ 生活保護の受給者は毎年微増傾向である。扶養費では医療扶助費が多くを
占めており、入院する方が増えたりする扶助費も増えてしまいます。まいさ
ぽ須坂は、生活保護になる前の段階で自立に向けた支援を行うものです。
【まちづくり推進部道路河川課関係】
Ｑ 歩道段差解消事業において、バリアフリー化の計画の進捗について。
Ａ これまで行ってきた歩道段差解消事業の総延長は平成 27 年度末で 3,378ｍ
である。
(4) インター周辺等開発特別委員会
平成 28 年９月 21 日議会第４委員会室で開催されました。今回も参考人を招聘
いたしまして貴重なご意見を拝聴しました。
○ ブックランド構想における地権者会の果たした役割と組織の必要性につい
ての聞き取り。
◇ 元須坂ＩＣ周辺開発関係地権者会 副会長 斎藤悦二様
Ａ 規模の大きな造成事業には地権者会立上げが有効で且有益であった
と思料する。
○ インター周辺地区における大型商業施設計画及び開発計画に対しての考え
方や方針についての聞き取り。
◇ 須坂市井上地区区長会
会長 一色修治 様
◇ 若穂地区住民自治協議会 会長 綿内剛美 様
◎何れの参考人も、大型商業施設進出に賛成の意思を示されました。
(5) 今定例会の一般質問総括
今９月議会一般質問で 15 名の議員が市政を質しました。質問内容を分析します
と、①生活困窮については５人の議員。②人口減少社会等については４人の議員。
③大型商業施設については３人の議員。④観光については２人の議員が取り上げ
市政を質しました。 詳しくは市議会報等でお確かめ下さい。
２

私の議会外議員活動
(1) 市民の皆様から私に寄せられた陳情と所管課への取次
1) 大字小山・中堰地籍水田の畔崩落改修事案について。
2) 臥竜山清水口付近にアレチウリが繁茂している確認調査と除去について。

３【９月期で私が注目したニュースの見出し備忘録】2016 年度】
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月日付

政治編
阿部知事支持 86％

｢観光のてこ入れ｣に評価 県民世論調査

信濃毎日 9/2

労働局「雇用情勢は堅調推移」

ＮＨＫ長野

9/2

投資、賃上げを要請＝「内部留保」増加に不満―麻生財務相

時事通信 9/2

子宮頸がんワクチン被害者に医療費助成＝兵庫県多可町

時事通信 9/2

9.11 から 15 年 「戦争」が変質させる社会【社説】

信濃毎日 9/11

性犯罪厳罰化へ答申＝強姦罪、告訴不要に―法制審

時事通信 9/12

政務活動費不正で３人目辞職＝富山市議会

時事通信 9/12

デフレ脱却へ日銀は努力を＝菅官房長官

時事通信 9/14

配偶者控除「廃止」が大勢＝代替制度、意見分かれる―政府税調

時事通信 9/15

「共謀罪」の提出見送り＝菅長官、来年成立目指す

時事通信 9/16

政務活動費、後絶たぬ不正＝透明性向上課題に―地方議会

時事通信 9/21

富山市議補選、11 月６日投票＝政活費不正で９人辞職

時事通信 9/21

投票率向上へ大学生と意見交換＝京都市議会

時事通信 9/21

自民総裁任期 延長ありきの茶番では 【社説】

信濃毎日 9/23

地方創生交付金の効果を検証＝有識者が課題分析―内閣府

時事通信 9/23

傍聴者情報を市議に提供＝政活費めぐり報道機関名も―北九州市議会事務局

時事通信 9/23

木材自給率は３３．３％＝燃料材増産で５年連続上昇―林野庁

時事通信 9/27

待機児童対策で働き方改革を＝自治体首長が塩崎厚労相に

時事通信 9/27

全有料老人ホームに義務化＝倒産時の前払い金返還―厚労省

時事通信 9/28

長野県との友好関係を再確認＝唐家セン氏、阿部知事と懇談

時事通信 9/29

（国会）演説に起立 「言論の府」損なう懸念 【信濃毎日社説】

信濃毎日 9/29

学力低下対策に図書館活用＝読書促進や高卒資格の学習支援―文部科学省

時事通信 9/30

（長野県）上松町議会、決算不認定

信濃毎日 9/30

休養林のトイレ「割高」

経済編
百貨店、再び全社減収＝訪日客消費さらに減速―８月

時事通信 9/2

ＧＤＰ、小幅上方修正＝４～６月期改定値―民間予測

時事通信 9/2

北信５農協合併で記念式典

ＮＨＫ長野

街角景気、２カ月連続改善＝基調判断を上方修正―８月 9/8

時事通信 9/8

ガソリン、３週連続値上がり

時事通信 9/14

ＧＤＰ押し上げ効果

時事通信 9/15

地価上昇、地方都市で加速＝投資広がりに期待―不動産業界

時事通信 9/18

百貨店売上高６％減＝８月、今年最大の落ち込み

時事通信 9/21

倒産 １桁台続くも環境厳しく

ＮＨＫ長野

８月鉱工業生産、１．５％上昇＝基調判断を上方修正―経産省

時事通信 9/30

８月の失業率、３．１％＝半年ぶり悪化―求人倍率は横ばい

時事通信 9/30

８月の家計調査によると、１世帯当たりの消費支出は実質で前年同月比４．６％減少した

時事通信 9/30

八十二銀と三菱グループが協定

ＮＨＫ長野

八十二銀、地方創生で協定

信濃毎日 9/30

三菱グループ５社と連携

9/2

9/22

9/30

社会編
お盆の人出増 山の日効果か

ＮＨＫ長野

憲法改正を問う＝学者インタビュー・百地日大教授

時事通信 9/12

憲法改正を問う＝学者インタビュー・青井学習院大教授

時事通信 9/12

「架空工事」県職員認識は

信濃毎日 9/13

大北森林組合事件公判

9/2

補助金の不正 調べ直し真相明らかに 【社説】

信濃毎日 9/14

ガソリン平均小売価格 横ばい

ＮＨＫ長野

9/14

民進系２人が辞職願＝政活費不正で―富山市議会

時事通信 9/14

日本、33 カ国中 32 位＝教育への公的支出割合―ＯＥＣＤ

時事通信 9/15

県と３市町、合同登録へ 東京五輪、中国「ホストタウン」構想

信濃毎日 9/16

問われた地方自治の重み＝国、協議より訴訟優先―裁判所追認・辺野古訴訟

時事通信 9/16

中１いじめ自殺で和解＝遺族と山形県天童市

時事通信 9/21

【長野県内】ガソリン ４週ぶりに値下がり

ＮＨＫ長野

ガソリン価格、５週ぶり下げ

時事通信 9/23

環境問題への関心低下＝９年前より５ポイント減―内閣府調査

時事通信 9/24

コットンの魅力、高山村から発信 全国サミット県内初開催

信濃毎日 9/26

ガソリン価格、２週連続下げ＝平均１２２．８円

時事通信 9/28

（長野県内）日照不足 農作物管理を十分に（気象台）

ＮＨＫ長野

市営住宅にコインパーキング＝北九州市

時事通信 9/28

（長野県内）ガソリン ３週ぶりに値上り

ＮＨＫ長野

（長野県）中野市

信濃毎日 9/29

11 小学校を７校に

市教委、再編の基本方針決定

9/23

9/28
9/29
9/30

（長野県）学力テスト知識活用力依然課題

ＮＨＫ長野

（長野県）県内中３

信濃毎日 9/30

全国と差縮まる

全国学力テスト 16 年度結果公表

【北信濃鏡】9/1 総務文教委員会現地視察、弁護士と協議、市民相談２件、報道等情報整理
/2 市民相談１件、報道等情報整理、湯ったり苑♨ /3 自主研究、一般質問答弁書検討、ＨＰ
更新 、報道等情報整理 /4 自主研究、一般質問検討、議員間懇談、紅葉荘♨ /5 市民相談３
件、報道等情報整理 /6 一般質問で登壇、議会運営委員会、全員協議会、報道等情報整理 /7
一般質問、会派団長会議、広報特別委員会、従兄弟伴侶通夜、報道等情報整理 /8 一般質問、
従兄弟伴侶葬儀、報道等情報整理 /9 予算書精読、市民相談２件、報道等情報整理 /10 市民
相談１件、行政相談１件、報道等情報整理 /11 決算書精読、親族来宅、山ノ内箱山♨ /12
予算決算特別委員会総務文教分科会、陳情処理、行政相談、須坂♨ /13 総務文教委員会、山
ノ内箱山♨、職員と協議、報道等情報整理 /14 商工会議所と協議、市民相談２件、報道等情
報整理 /15 事務局と協議、行政書士業務、須坂♨、自主研究、報道等情報整理 /16 インタ
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