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佐藤寿三郎の議員活動詳報
ことぶき月報 (No.222) 2017 年 3 月号
終世書生気質：ブログ・千曲のかなた（日々の議員活動をお伝えしてます）
【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 29 年２月 21 日招集された 3 月定例会は、会期を２月 21 日～３月 17 日ま
での 25 日間として審査を行って参りました。3 月 17 日、本会議を開いて、全ての
議案を議了した後に閉会しました。
２．当当初予算：平成 29 年度須坂市一般会計予算外７件について。
Ⅰ 平成 29 年度須坂市一般会計・特別会計・企業会計予算案
Ⅱ 一般会計歳入（款別）※歳入の款別の内訳。
Ⅲ 一般会計歳出（款別）※税の使い分け。
※ 先月号（議員活動詳報 221 号）をご覧下さい。
（１）今定例会に提出された補正予算（案）の委員会審査での主な質疑。
１） 福祉環境委員会関係
① Ｑ：個人番号カード交付状況。
Ａ：Ｈ29/3/1 現在、3,675 枚。対人口比 7.2％申請状況である。
② Ｑ：排水処理槽の状況は
Ａ：市内に約 390 基ある。
２）総務文教委員会関係
① 器官挿管実習委託料は、3 名分を見込んでいたが手術症例が少なく 1 名し
か実施できなかった。
② 学校給食センター整備事業については、租税特別措置法の特例を受けられ
るように、県及び税務署と協議をしているが、これに時間を要している。
③ 児童クラブの臨時職員について、基本的には勤務時間は午後 3 時から 6 時
の 3 時間勤務となっているが、この時間帯に勤務いただける方が少ないの
が課題である。
④ 通常保育事業では、嘱託職員は人数が減っている訳ではなく、時間外勤務
手当が見込みより少なかった。
⑤ 固定資産税と都市計画税の滞納額の内、大口滞納者数名で約 7 割を占めて
いる状況である。
３）経済建設委員会関係
① 動物園の入園者はＨ29/2 月末現在 12 万人弱で、昨年度より約 2 万人少な
い。
② 世帯同居・近居支援事業は 20 件を予定するも 4 件が該当。

（２）今議会に上程された議案の概要
１）事件決議：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
の一部を変更する連携協約の締結について外１件。
２）条 例 案：須坂市空家等対策協議会条例の制定外 13 件
３）補正予算：平成 28 年度須坂市一般会計補正予算第７号外７件
４）当初予算：平成 29 年度須坂市一般会予算外７件
（３）3 月 17 日（最終日）に開かれた本会議での採決に付された議案の詳細とその
の結果並びに私の賛否です
【発言取り消しの申出】
○Ｍ議員の一般質問中の発言一部取消の申出 議会：同意 佐藤：不同意
◇私論：議員が「発言の取消し」を求めるのは、そもそも政治信条のぐら
つきと見ます。議員の「発言の取消」は、発言以前に求められる政治家
の資質の問題であり、コロコロと発言内容を変える議員では、到底今後
の政治活動に芯があるのかと不信を抱きます。況や発言に信用が置けま
せん。
【事件決議】
議案第 2 号
議案第 3 号

【条例】
議案第 4 号
議案第 5 号
議案第 6 号
議案第 7 号
議案第 8 号
議案第 9 号
議案第 10 号
議案第 11 号
議案第 12 号
議案第 13 号
議案第 14 号
議案第 15 号
議案第 16 号
議案第 17 号

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
約の一部を変更する連携協約の締結について
長野広域連合規約の変更について
事件決議 2 件について、何れも議会：可決 佐藤：賛成

須坂市空家等対策協議会条例の制定について
須坂市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
の一部を改正する条例について
須坂市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
須坂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
について
須坂市一般職の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
須坂市市税条例等の一部を改正する条例について
須坂市公民館条例の一部を改正する条例について
須坂市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について
須坂市すざか女性未来館条例の一部を改正する条例について
須坂市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
例について
須坂市介護保険条例の一部を改正する条例について
須坂市環境基本条例の一部を改正する条例について
須坂市水道事業分担金徴収条例の一部を改正する条例につい
て
須坂市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の
一部を改正する条例について

条例 14 件について、何れも議会は可決。佐藤：賛成
【補正予算】
議案第 18 号 平成 28 年度須坂市一般会計補正予算第７号
議案第 19 号 平成 28 年度須坂市国民健康保険特別会計補正予算第４号
議案第 20 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２号
議案第 21 号 平成 28 年度須坂市介護保険特別会計補正予算第４号
議案第 22 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３号
議案第 23 号 平成 28 年度須坂市宅地造成事業会計補正予算第２号
補正予算 8 件について、何れも議会は可決。佐藤：賛成
【当初予算】
議案第 26 号 平成 29 年度須坂市一般会計予算
※第 26 号は修正案 2 件が提出されましたが、何れも賛成少数で否決されま
した。
◇ 私論：修正案２件の提案理由は、何れも説得力に欠けます。修正
案を唱える議員が「失言」を理由に「発言の取消しを求める」同
意を議会に求める失態を演じながら、修正案を提案する意図が分
かりません。更に一部の提案者の理由付けが、私恨か私怨かと窺
えるような内容では、果たしてこれが正当な理由付けかと思いま
す。原案の提出理由には、それなりの社会的妥当性を認めること
が出来るので、原案に賛成としました。
議案第 27 号 平成 29 年度須坂市国民健康保険特別会計予算
議案第 28 号 平成 29 年度井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計予算
議案第 29 号 平成 29 年度須坂市介護保険特別会計予算
議案第 30 号 平成 29 年度須坂市後期高齢者医療特別会計予算
議案第 31 号 平成 29 年度須坂市水道事業会計予算
議案第 32 号 平成 29 年度須坂市下水道事業会計予算
議案第 33 号 平成 29 年度須坂市宅地造成事業会計予算
※当初予算 8 件について、何れも議会は原案可決。 佐藤：賛成
【請願】
請願第 1 号

オスプレイの低空飛行訓練の中止を求める請願
議会は賛成多数で採択
佐藤：賛成
私論：主権国家日本の領空を、条約或いは二国間の協定を無視し
して外国機が無制限に闊歩する行為は、許されざる行為であると
感じます。

請願第 3 号

"「共謀罪(テロ等準備罪)」法案の国会提出に反対する意見書
提出を求める請願"
議会は賛成多数で採択
佐藤：賛成
※ 私論：私は意見書提出に賛成討論で登壇しました。刑法はご承知
のとおり、様々の保護法益の集合体の法律であります。法律の中
で一番怖く且つ切れ味の鋭い法律であることを知るべしです。
時の権力者にこの法律を仮にも傍若無人に振り舞わすことを

許せば、過去の歴史が示すとおり、市民に残虐極まりない悲劇を
招ねくことを忘れてはなりません。この歴史的事実の懺悔として、
刑法に罪刑法定主義を取り入れ、更に「既遂処罰」を大原則とし
たものと思います。
時の権力者の恣意的取り締まりを防止することが、平穏な市民
の権利を護るものである以上、徒に構成要件を恣意的解釈を許す
ような、極めて権力者にとって使い勝手の良い刑法に決してして
はなりません。
「権利の上に眠れるものこれを保護せず」
「悪法も
法なり」の法格言があります。我々はお任せ民主主義であっては
いけないことを、今こそ我々の子孫のためにも肝に銘じるべきで
す。願意妥当と判断し賛成しました。
請願第 4 号

治安維持法犠牲者(家族を含む)に対して国家賠償法制定を求
める意見書採択に関する請願
議会は賛成少数で不採択
佐藤：賛成

請願第 5 号

公共施設の実費使用料徴収に反対することを求める請願
議会は賛成少数で不採択
佐藤：反対
私論：市民の公共施設利用に当たっての心得は、平等・公平の
原則を慮るときに、
「当然」であるべきことが、実は非利用者に
過大な負担を強いていることを省みると、請願者の願意は平
等・公平に欠けた理由付けで、とても容認できない主張である
と思料して反対しました。

請願第 2 号

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求め
る請願
議会は賛成多数で採択
佐藤：賛成

【人事同意】
同意第 2 号 公平委員会委員の選任について
丸山尊氏（須坂市屋部町在住）を全会一致で同意
同意第 3 号

固定資産評価審査委員会委員の選任について
内舩正俊氏（須坂市井上町在住）を全会一致で同意。

【人事諮問】
諮問第 1 号
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
瀧澤佐都子氏（須坂市高梨町在住）
を全会一致で推薦に異議なし。
【条例】
議会第 1 号 須坂市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する
条例について
議会：全会一致で採択
佐藤：賛成

【意見書】
意見書第 1 号

意見書第 2 号

オスプレイの低空飛行訓練の中止および横田基地への配備
と自衛隊への導入に反対する意見書
議会：賛成多数で可決。佐藤：賛成
オスプレイの低空飛行訓練の中止を求める意見書
議会：賛成少数で否決。佐藤：反対

意見書第 4 号「共謀罪(テロ等準備罪)」法案の国会提出に反対する意見書
議会：賛成多数で可決。佐藤：賛成
意見書第 5 号「治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)」の制定を求める意見
書
議会：賛成少数で否決。佐藤：賛成
意見書第 3 号

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を
求める意見書
議会：賛成多数で可決。佐藤：賛成

（４）今定例会に提出された当初予算（案）の内、一般会計に関して各委員会審
査での主な質疑と答弁等
１）福祉環境委員会関係
① 岡信孝画伯より評価額１千万円の屏風をご寄附戴いている。市は「赤布牡
丹」１点を 300 万円で購入、更に日本画 15 点のご寄附を賜る。
（生涯学習
スポーツ課）
② 地下水資源実態調査検討事業で、実際の地下水の賦存量を先ず調査し、今
後の地下水の利活用について検討したい。（生活環境課）
２）総務文教委員会関係
① 須坂市北部地域における救急重症事案に対して、小布施分署の救急車が出
動することで出動経費負担金として、1 回当たり 3 万円で 20 件と見込んで
いる。（消防本部）
３）経済建設委員会関係
①峰の原高原カントリーコース全天候型走路増設小路に関して、箱根駅伝に
出場した 11 校のうち４校が須坂市内へ宿泊している。H28 年度は１万７千
人を超える利用者がいた。（商業観光課）
（５）議会運営委員会：平成 29 年 3 月 17 日 議会第３委員会室
１）協議事項
① 追加議案等 6 項目について。
○須坂市公平委員会の委員に、丸山尊氏（須坂市屋部町在住）
○須坂市固定資産評価審査委員に、内舩正俊氏（須坂市井上町在住）
○人権擁護委員候補者として、瀧澤佐都子氏（須坂市高梨町在住）
② 専決処分 2 件について。

③ 本日の議事日程及び議案の取扱いについて。
④ その他として、議会防災委員会緊急伝達方法外について。
（６）全員協議会：平成 29 年 3 月 17 日 議会第４委員会室
① 協議事項は議会運営委員会で決した協議結果の周知。
② その他：今後の議会の諸行事日程等の周知。
（７）会派代表者会議：平成 29 年 3 月 15 日 議会正副議長室
○協議事項
１）会派室について：現状原則。
◎陳情者との面談に使う、議員控え室の確保が先決問題と指摘。
２）その他
（８）インター周辺等開発特別委員会 平成 29 年 3 月 22 日、議会第４委員会室
① 市担当所管課からの事業の進捗状況報告。
② 長野広域連合が収集した[長野広域エリアにおける観光動態調査調査とＧ
ＡＰ調査について]の報告について。
報告者
長野広域連合事務局 事務局次長兼総務課長 丸野俊朗 氏
長野広域連合事務局 事務局 総務課 係長 青木 淳 氏
㈱リクルートライスタイルじゃらんリサーチセンター
エリアプロデューサー

服部利道

氏

３．長野広域連合議会：平成 29 年 3 月 20 日、ホテル国際 21 芙蓉の間
○長野広域連合は、連合長（加藤久雄長野市長）による、介護認定審査委員・障
害認定審査委員任命式及び感謝状贈呈式を挙行しました。
当日、長野広域連合理事である三木須坂市市長外７市長村長と長野広域連合
議会 高野正晴議長、佐藤壽三郎総務委員長、和田英幸福祉環境委員長が臨席し
て式典に華を添え、永年に亘って認定審査委員、障害認定審査委員を務められ、
本日、感謝状授与の栄誉に浴せらた方々に祝辞を申し上げ、その労苦を称えま
した。
４．【研究・須坂の防災と安全・安心】
（１）安心・安全のまちづくりの課題について
今議会一般質問で、小職は「災害時における避難所運営における中学生や高校
生の手助けを求めることを一考すべき」と提唱しました。
このことについて、市は「中高生はアイデアもあり、体力もあり、避難所運営
での戦力として大いに期待できるものでありますので、避難所運営に中高生の参
加を考えると前向きな答弁を得ました。

５．【保育園・小・中学校・教育委員会関係】
１）3 月 15 日市内 4 市立中学校の卒業式が挙行され、参列して前途を祝ました。
平成 29 年 3 月 15 日、須坂市立中学校４校は一斉に卒業式が執行されました。
私は、地元の市立墨坂中学校の卒業式に臨席いたしました。
本年度の卒業生は、201 名（内訳・男子 112 名、女子 89 名）でした。
宮下正満校長先生は生徒たちに・・・
１．立志式を思い出してこれからの己の道を立てること。
２．墨坂中学校で培った立志の心を忘れる勿れ。
３．卒業する旅立ちに幸せあれ！
と生徒たちの門出にエールを贈られました。
２）3 月 16 日市内 11 市立小学校の卒業式が挙行され、参列して前途を祝ました。
平成 29 年 3 月 15 日、
須坂市立小学校 11 校は一斉に卒業式が執行されました。
私は、地元の市立森上小学校の卒業式に臨席いたしました。
本年度の卒業生は、51 名（内訳・男子 24 名、女子 27 名）でした。
天野義孝校長先生は児童たちに・・・
智（ち）： かしこく 正しく 直き心を。
仁（じん）：思いやりと 感謝の心を。
勇（ゆう）：勇気をもって 生きる大切さを忘れる勿れと。
更に、卒業生に森上小学校卒業生が持つ「矜持の共有」の大切さを諭されま
した。
６.【3 月定例議会に提出された資料等】
○岡信孝氏絵画購入及びご寄附について 【生涯学習スポーツ課】
○防災無線デジタル化更新工事事業について 【総務課】
○学校給食センター建設における経過等について 【学校教育課】
○学校給食センター整備運営事業に係る
「ＰＦＩ手法導入可能調査業務報告書」
【学校教育課】
○消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律について【消防本部】
○地方公務員の育児休業等に関する法律外について
【総務課】
○平成 29 年度 須坂市組織改正等概要について
【総務課】
○長野圏域全体の生活関連機能サービスの向上に係る事業について【政策推進課】
○須坂市の転入・転出（社会増減数）±０ について
【政策推進課】
○入札・契約事務における設計図書の誤りについて【道路河川課】
○国民健康保険税の低所得者軽減措置の拡充（対象世帯 56 世帯）ついて【税務課】
○市内の水防施設状況について
【消防本部】
○上下水道工事箇所位置図について
【水道局】
○須坂市空家等対策協議会の設置について
【まちづくり課】
○樹園地貸付事業補助金について
○峰の原高原クロスカントリーコース全天候型走路増設工事概要【商業観光課】
○わざわざ店等開設支援事業 市内店舗による新規出店の取扱い【商業観光課】

○地方創生加速化交付事業
「フルーツ発泡酒を活用した雇用創出事業」取組み状況【産業連携開発課】
○農業委員会等に関する法律改正について
農業委員 14 人 農地利用最適化推進委員 7 人【農業委員会事務局】
○須坂市下水事業経営戦略（H29 年度～H38 年度） 【須坂市水道局】
○国保特別会計へ法廷外繰入金（条例減免分）を繰り入れない理由について
【健康づくり課】
○平成 30 年度国保制度改革における
納付金の決定から保健税率算出の流れについて【健康づくり課】
○後期高齢者医療制度の保険料軽減の見直しについて【健康づくり課】
○タクシーサービスの向上を目的とした広域交通圏設定についての同意願い
【長野県タクシー協会高水支部】
○「長野県須坂青年の家」廃止後の須坂市への財産譲渡について
【生涯学習スポーツ課】
○須坂市公民館条例及び須坂市すざか女性未来館条例の改正について
【中央公民館】
７.【３月期で私が注目したニュースの見出し備忘録】2017 年
ニュースの見出し

出典機関 月日付

政治編
ライチョウ保護へ動物捕獲

南ア北岳周辺で環境省

信濃毎日 3/1

長野市の消費者物価、19 カ月ぶりプラス

信濃毎日 3/3

全日制平均１・０２倍、過去最低 公立高校最終志願倍率

信濃毎日 3/3

外国人の県内宿泊、過去最多１１６万人 ２０１６年

信濃毎日 3/4

黒田副市長退任へ＝健康上の理由で―長野市

時事通信 3/7

性犯罪を非親告罪化＝「泣き寝入り」防止―刑法改正

時事通信 3/7

千曲の焼却施設で地元合意

信濃毎日 3/7

稼働目標は２０２０年度中

ガソリン、１３２円台に上昇＝１年４カ月ぶり高値

時事通信 3/8

大企業景況感、３期連続プラス＝１～３月期―財務省・内閣府

時事通信 3/10

応急仮設住宅の候補地 県内全市町村が選定

信濃毎日 3/12

改正道交法で認知症診断義務

信濃毎日 3/12

県内は年２千人と試算

ヘリ事故 岐路の山岳遭難救助

ＮＨＫ長野

許可区域外で低空飛行 県防災ヘリ墜落 松本署、経緯捜査

信濃毎日 3/14

意見書可決 県内 12 議会に

信濃毎日 3/18

憲法の岐路 議員任期延長

オスプレイ飛行訓練
「お試し」には乗れない

3/12

信濃毎日 3/21

大北森林組合への補助金、県が来年度に再開へ

信濃毎日 3/23

政活費の日報作成義務化＝１７年度交付分から―京都市議会

時事通信 3/24

企業課題 聞き取りに力 県内金融機関

信濃毎日 3/24

新しい自治体を創出する＝遠藤智・福島県広野町長

時事通信 3/27

医療費支払い、中学卒業まで窓口負担なし

県内、１８年度中に

信濃毎日 3/31

同意あれば条例抵触せず＝空き家情報提供で指針案―国土交通省

信濃毎日 3/31

伊那市がふるさと納税を一時中断

ＮＨＫ長野

3/31

経済編
アリオ閉店 波紋

松本駅前

核店舗、イオンスタイルに

信濃毎日 3/1
松本で今秋開業、イオンモール

信濃毎日 3/7

ドン・キホーテ出店へ 平安堂転出後の長野駅前商業ビル

信濃毎日 3/17

景気予測 ２期ぶりマイナスに

ＮＨＫ長野

3/29

社会編
須坂園芸高と須坂商業高、再編統合で今月閉校 ４日にそれぞれ式典

信濃毎日 3/2

【速報】県防災ヘリが山中に墜落し３人死亡

信濃毎日 3/5

県防災ヘリ ９人全員死亡

墜落事故 機体内６人収容

信濃毎日 3/6

オスプレイ２機、県内飛行

東北信市街地で目撃

信濃毎日 3/10

県内から北陸へ広がるビジネス 北陸新幹線金沢延伸２年

信濃毎日 3/14

ムクドリ攻防 一進一退 県内の市街地

信濃毎日 3/14

県内ＣＡＴＶ13 事業者延長

信濃毎日 3/17

長野市で「フードドライブ」

テレビ東京の区域外再放送契約
余った食品３６人から５４７点

信濃毎日 3/19

街に集い 学び交流 長野・篠ノ井｢タウン大学｣開講目指す

信濃毎日 3/28

松本山雅戦で侮辱的行為か

信濃毎日 3/30

名古屋｢サポーターが殺虫剤｣調査

【資料】
【用語解説】 親告罪

時事通信 3/7

【社説】
ＧＰＳ捜査 歯止め示した最高裁

信濃毎日 3/16

秘密保護法 運用が恣意的過ぎる

信濃毎日 3/31

【北信濃鏡】3/1 一般質問、報道情報整理 /2 一般質問、大豆島出向、報道情報整理 /3
議員間学習会、角間、報道情報整理 /4 議会資料読込、報道情報整理 /5 議会資料読込
/6（福祉環境委員会）、議員間協議、角間 /7（福祉環境委員会）議員間協議、角間、
支援者協議、市理事協議、報道情報整理 /8 総務文教委員会、予算決算特別委員会・総
務文教分科会、報道情報整理 /9 総務文教委員会、懇親会、報道情報整理 /10（経済建
設委員会）エコパーク、健康づくり課、議会事務局と協議、行政書士業務、報道情報
整理 /11 会報編集、市民相談、報道情報整理、古城荘 /12 議会報原稿作成、一般質
問再検、報道情報整理 /13 （経済建設委員会）行政書士業務、議員日程再確認、報道
情報整理、/14 三会派学習会、行政書士業務：江東区役所と確認、商工会議所総会 /15

墨中学校卒業式、議会運営委員会、予算決算特別委員会、林活議員連盟、会派代表会
議、報道情報整理 商工会議所、ＪＡ長野須高支所 /16 森上小学校卒業式、議事録署名、
行政書士業務：名古屋市役所と確認、報道情報整理 /17 議会運営委員会、全員協議会、
本会議、議会閉会、報道情報整理 /18 議会資料整理、行政書士業務、角間、報道情報
整理 /19 議会資料整理、報道情報整理 /20 長野広域連合：介護認定審査委員・障害認
定審査委員任命式立会:長野市出向 /21 日本大学稲葉教授の須坂市ヒアリングに立会、
関係者と昼食、支援者と懇談 /22 農林課、農業委員会、道路河川課と協議、インター
周辺等開発特別委員会、角間 、報道情報整理 /23 市理事者と協議、縁故者懇談、報道
情報整理 /24 支援者懇談、角間、報道情報整理、会報編集 /25 支援者懇談、会報編
集、角間、行政書士会役員と懇談 /26 元市議永井康彦氏叙勲祝賀会 、行政行政書士会
役員と協議 /27 寿泉院に確認、角間、名古屋市役所と確認 /28 会報整理、会報発信
会報概報版一部配信、報道情報整理 /29 角間、行政書士業務、報道情報整理 /30 市
消防第 3 分団 3 部詰所竣工式立会い、会派事務処理、報道情報整理、会報概報版配信、
行政書士業務 /31 報道情報整理、会報詳報版編集、行政書士業務、角間、会報配信
■□■□■□■□ 発行日 平成 29 年 3 月 31 日
編集：発行人
須坂市議会議員 佐 藤 壽三郎
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