ふるさとの

山や若葉に ころもがえ

梅柿

佐藤寿三郎の議員活動詳報
ことぶき月報 (No.224) 2017 年 5 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）
１．【私の議会内議員活動】
（1）総務文教委員会 Ｈ29 年度行政視察
5 月 8 日 福岡県那珂川町で研修
【研修課題】小中学校の英語教育の推進について
① 英語教育強化地域拠点事業の取組。
② 小中学校連携しての英語教育カリキュラム。
③ 小学校での指導教諭の資質向上について。
5 月 9 日 熊本県玉名市で研修
【研修課題】小・中学校一貫教育の推進について
① 小中一貫教育推進計画の策定経緯と内容。
② 一貫教育推進計画策定以降の取組内容。
③ 施設一体型、施設分離型でのメリット、デメリットと取組の違
い。
5 月 9 日 佐賀県武雄市で研修
【研修課題】小・中学校における IＣＴを活用した情報教育の推進
① 新たな学校づくりとＩＣＴを活用した情報教育。
② 東洋大学との連携事業について。
5 月 10 日 佐賀県神埼市
【研修課題】小・中学校における IＣＴを活用した情報教育の推進
① IＣＴ利活用推進事業。
② オンライン英語レッスン事業。
２）インター周辺等開発特別委員会
５月 22 日 議会第４委員会室
【 研修内容 】
１）
「地域未来投資促進法案」の概要説明を、まちづくり課滝沢健一課長よ
り説明を受けた後に質疑応答。
２）講演 「まちの現状」
講師 株式会社電弘 開発事業本部営業局長 早川和夫 氏
◇講師が県内外の様々な市町村をタウンウォッチングをしながらまち
の現状の見聞録。県内の話題の商業施設について等について。
講演終了後に質疑応答。
（2）会派代表者会議
平成 29 年 5 月 26 日、於：正副議長室
１） 教育委員会委員の任命について

２）

農業委員会委員について

２．長野広域連合議会
平成 29 年 5 月 11 日、平成 29 年度常任委員会視察。
◇視察内容
１）長野広域連合が長野市大豆島に建設中の「Ａ焼却施設」の工事現場を視察。
２）特別養護老人ホーム桔梗荘（塩尻市）を視察。
松塩築木曽老人福祉施設組合の概要。桔梗荘の施設概要、現状及び今後
の運営方針の説明を受けた後に施設内を見学。
３）アルウィン（松本市）を訪問。
演題：松本山雅ＦＣを中心にした地域活性化及び地域のスポーツ振興
についての取組状況について。
講師：株式会社松本山雅 社長 神田文之氏
３．
【 私の議会外議員活動 】
（１） 陳情・請願の受理と取次
① 須坂市動物園来訪者のうち乳母車利用者に対する混雑時の駐車場優先処置が可
能か否か外 1 件の陳情（5/8 付受理）現状調査を踏んで市に陳情書を提出。
② 生活保護を希望される市民の窮状訴えを聴取して関係課に取次。
（２） 議員活動報告の配布・配信等
議員活動（5 期目中間）報告書（会報ことぶき統合版第 17 号）を只今配布中
です。お手元に届きましたらどうかご意見等をお寄せ下さい。
４．
【 研究：須坂の防災と安全・安心 】
（１）須坂市が発した防犯メールの転記
「昨日、須高地域において、還付金詐欺による被害が発生いたしました。
還付金を名目に、ＡＴＭの手続きを指定する電話は詐欺です。
不審な電話があった場合は、すぐに家族や警察に相談してください。
」
5/19 付受信。
５．
【 小・中学校・教育委員会関係 】
１） 須坂市長は、平成 29 年 5 月 26 日付で議会へ、新教育委員に土屋保男氏（相
之島町在住、63 歳）長野県獣医師須高支部長、須高家畜防疫協議会副会長を任
命したいと同意を求めました。
２） 市立森上小学校は平成 29 年 5 月 27 日「森上小学校第 76 回大運動会」を催さ
れ、地元市議会議員として招待を受け参列し、お祝いのことばを述べました。
内藤教育委員長、通学区の区長、児童民生委員等森上小学校の児童を見守る関
係者が招かれました。保護者・児童のご家族、区民の皆さんら多数が校庭に参
集して、児童たちが繰り広げるガチンコの競技を観覧し、盛んに声援を送りま
した。天候にも恵まれた楽しい運動会が叶いました。
６.【 古今東西の名言 】 驕れる平家は久しからず
「驕れる平家は久しからず」ではないが、多数の議員を擁立する政府・自民党
は高慢ちきになり過ぎて、権勢を欲しい儘とした「ほころび」が出てきたようだ。

堅牢な石垣も一つ石が転げ落ちると、あっけなく石垣は瓦解するものである。
一国の総理としては、あまりにも多弁過ぎる。歴代の総理のなかで一番のお喋り
に映る。官房長官も節制がない。職務上忠犬であらねばならないことは理解できる
が、
「虎の威を借りた狐」にしか国民には映らない。官房長官の務めは「君 君たら
ずとも臣 臣たらざる可べからず」ではないのか。
米国の露払いに徹する総理に心ある国民は違和感を覚える。
親や祖父の七光りを
盾にする気風を許さざる自民党であるかと思うとき、残念ながら過去の栄光に陶酔
する体質は抜けきっていないようだ。
我々はそれぞれが様々な生き方をしているが、それなりの「一分」を矜持として
生きているものである。文部科学省前次官が「あったものをなかったことにはでき
ない」と発言をしたが、これこそ将に文部科学省の最高事務方として、配下の職員
に公務員としての士気を鼓舞した者としての責任の取り方と言える。
日本人が忘れ
かけている最も崇高な「男子（おのこ）の一分」ではなかろうか。
７.【議会に提出された資料から】
１）市長から農業委員の候補者名簿を提示
平成 29 年 5 月 26 日開かれた会派代表会議に、法改正による市長から農業委員
の任命の候補名簿が議会に農業委員候補者の名簿が提出されました。名簿を見て
の感想は、単に農業委員選挙を廃止した選挙費用の減額効果だけのことでしかな
いのではないか。
① 旧須坂町と須坂市に合併した旧村の日野、豊洲、日滝、井上、高甫、豊丘、
仁礼の区域枠を設けたことは至極当然と言える。市長が地域枠権として地域
に丸投げして推薦を受けた者を認めたに過ぎないとすれば聊か反対である。
② 農業団体推薦枠で極めて選考基準や選出母体が不透明である印象が強い。
③ 公簿枠は元県職員等の専門有識者の確保が図られたことに満足している。
農業の振興促進を図る法改正とは裏腹の一部不可解な選考方法に、些か何のた
めの法律改正であったのか疑問を抱くのは私だけではあるまい。
２）「須坂市特殊詐欺被害防止対策本部」設置
須坂市は 5 月 26 日、「須坂市特殊詐欺被害防止対策本部」を設置しました。
設置理由については、5 月 12 日から 25 日の間に 5 件の特殊詐欺被害を認知。その
うち、5 月 16 日～25 日の 9 日間に 4 件、総額約 516 万円の還付金詐欺被害が連日
発生。このことを受けて、三木正夫市長を本部長とする対策本部を設置した。
対策本部は、今後の対策として、店舗外に設置されている ATM 立地事業者へも
協力依頼することなどを確認。当面＜ATM へのポスター掲示や全戸へチラシ配布を
行う。防災行政無線による注意喚起を始め須坂市公式ツイッター、フェイスブッ
クなどの SNS を活用した広報を実施するとている。
【私論】犯罪実行者が見えていない特殊詐欺犯罪を、如何に水際で防ぐかは至難
の業であると思うが、最近は銀行構内ではなく ATM システムを利用して被害者に
振り込み操作をさせる行為は、洵に卑劣極まりない犯罪と言える。市民が犯罪者
の餌食にならないように、お互いに連携して高齢者を見守ることが必要がある。
３） クリーンユーキ（株）の悪臭問題について

① 同社に対する苦情件数及び臭気測定結果（同社提出資料）
、と市の指導の概要
と経過が記載されている。
② 須坂市委託業務報告書（悪臭防止法に基づく改善勧告等調査業務）
：公益社団
法人 におい・かおり環境協会作成。報告書には悪臭対策の考え方が 8 項目に
亘って記載されているが、或いはこの項目の幾つかは、クリーンユーキ（株）
において実施されているものと推測される。
【私論】悪臭の苦情が市に寄せられる以上、須坂市は示された改善策の実施をク
リーンユーキ（株）に法人としての社会的責任として解消すべく、改善を求め
ねばならない。
８.【 ５月期で私が注目したニュースの見出し備忘録 】2017 年
ニュースの概要

出典機関

月日付

議会廃止を検討＝議員成り手不足で―高知県大川村

時事通信

5/1

子どもの貧困対策でＰＴ初会合＝関係部署が横断的に参加―愛知県

時事通信

5/1

３月の有効求人倍率 前月下回る

ＮＨＫ長野

5/2

ふるさと納税 県は「赤字」

信濃毎日

5/3

安倍首相メッセージ要旨＝憲法改正

時事通信

5/3

自民、歓迎と戸惑い＝野党「絶対許さぬ」―首相改憲発言

時事通信

5/3

見えてきた安倍首相の改憲カレンダー

日経新聞

5/3

子どもの人口、３６年連続減＝１５歳未満１５７１万人―総務省

時事通信

5/4

首相の「２０年改憲方針」に波紋

信濃毎日

5/4

長野県内の１４歳以下の子どもは２６万２２１８人

信濃毎日

5/5

長野県が「保育士人材バンク」設立

信濃毎日

5/6

伊那市、家電製品除外へ ふるさと納税返礼品

信濃毎日

5/9

実質賃金、０．８％減＝下落幅１年９カ月ぶり―３月

時事通信

5/9

伊那市「家電・カメラ除外」

信濃毎日

5/9

返礼品で家電製品を除く 伊那

ＮＨＫ長野

5/9

16 年度の経常黒字 20 兆円超 リーマン前の水準回復

日経新聞

5/11

「ふるさと納税」飯田市が寄付先選択の新制度

信濃毎日

5/13

県内の経済「ゆるやかに回復」

ＮＨＫ長野

5/15

敦賀―新大阪「札幌開業より早く」＝北陸新幹整備で決議―福井県建設促進同盟会

時事通信

5/15

子ども貧困で緊急提言＝全国知事会

時事通信

5/16

２０１６年度の実質ＧＤＰ

時事通信

5/18

１～３月期の実質ＧＤＰ速報値

時事通信

5/18

ＧＤＰ・識者コメント

時事通信

5/18

１～３月期ＧＤＰ、５期連続のプラス 11 年ぶり、消費回復も寄与

日経新聞

5/18

放課後デイサービス廃止県が指導

ＮＨＫ長野

5/18

区画整理 組合準備会が発足

信濃毎日

5/22

時事通信

5/23

政治編

減収が寄付上回る

県内の集会参加者

ふるさと納税返礼品

千曲に進出検討の大型商業施設

「共謀罪」午後に衆院通過＝与党、本会議で強行の構え

８年間農振除外に制限

千曲のイオンモール進出検討地

信濃毎日

5/23

景気判断を据え置き＝５月の月例報告

時事通信

5/24

給食無償化など研究へ

信濃毎日

5/25

文部科学省前次官が会見「文書なかったことにできない」

NHK 首都

5/25

前文科次官「文書は存在」＝「行政ゆがめられた」―加計学園問題で会見

時事通信

5/25

返礼割合３割に引き下げへ＝ふるさと納税、年度内に見直し―渡辺山口市長

時事通信

5/25

自治会の防犯カメラ設置に補助＝長野県警本部

ＮＨＫ長野

5/26

「ふるさと納税」返礼品 ６市村に総務省から見直し要請通知

信濃毎日

5/26

消費者物価０．３％上昇＝電気代など値上がり―４月

時事通信

5/26

消防防災体制の在り方議論へ＝墜落事故受け来月にも検討会―長野県

時事通信

5/26

空き店舗に課税強化＝地方創生で基本方針案―政府

時事通信

5/29

ふるさと納税 返礼品見直し検討相次ぐ 県内市町村

信濃毎日

5/30

県庁で「働き方改革」チーム発足

ＮＨＫ長野

5/30

４月の消費支出、１．４％減＝家計調査

時事通信

5/30

求人倍率、１．４８倍に改善＝４３年ぶり水準、失業率２．８％―４月

時事通信

5/30

空き店舗や遊休農地の活用推進＝地方創生基本方針で原案―政府

時事通信

5/30

「総理は言えないから私が」と首相補佐官が…前次官証言

朝日新聞

5/30

幼児教育 早期に無償化 骨太方針原案

日経新聞

5/30

国の社会資本整備総合交付金 県内、相次ぐ大幅削減

信濃毎日

5/31

財政支援の拡大”
（長野県）市長会が要望

信濃毎日

5/31

幼児教育無償化、骨太に明記へ＝政府方針、財源「年内に結論」

時事通信

5/31

４月の鉱工業生産、4.0％上昇 消費増税前上回る

日経新聞

5/31

ガソリン、２週連続値下がり＝原油安反映、０．４円下落

時事通信

5/3

企業の人手不足感 過去最高

ＮＨＫ長野

5/10

冷却機故障予知 事業化へ オリオン機械

信濃毎日

5/25

４月の完全失業率は２．８％と、３カ月連続で同じ水準だった

時事通信

5/30

県内の有効求人倍率 １．５２倍

ＮＨＫ長野

5/31

きょうからクールビズ＝ノーネクタイＯＫ、９月まで

時事通信

5/1

防護服など購入方針 軽井沢町民に理解と違和感

信濃毎日

5/3

「銀座ＮＡＧＡＮＯ」来場２００万人 ２年半で達成

信濃毎日

5/4

県内「子ども食堂」急拡大 予定含め１８市町３０カ所に

信濃毎日

5/5

大型連休のＪＲ利用者３％増加

ＮＨＫ長野

5/9

長野県内、ＧＷの入り込み好調

信濃毎日

5/11

ＧＷの観光施設入り込み客数２．１％増＝群馬県

時事通信

5/12

野鳥インフル、過去最多＝２１８件、今季終息―環境省

時事通信

5/12

松本市教委、夏ごろ新組織

経済編

社会編

図書館で切り取り被害＝宮城

時事通信

5/12

信州人、年を取っても日本一の働き者

信濃毎日

5/13

中２自殺「体罰が引き金の可能性高い」 仙台市長

朝日新聞

5/19

長野で震度３

時事通信

5/27

信濃毎日

5/31

救助に尽力、９人の冥福祈る

松本で県防災ヘリ事故追悼式

各紙社説等
憲法の岐路

強まる監視 拒否する意思示すとき

信濃毎日

5/1

憲法の岐路

朝日事件３０年

信濃毎日

5/2

首相改憲発言 身勝手な使命感の表明

信濃毎日

5/4

「9 条改正」せかす首相 議論の基盤を壊している

毎日新聞

5/12

人口減にらみコンパクトな街目指せ

日経新聞

5/12

憲法の岐路

自民の対応 首相の言いなりなのか

信濃毎日

5/13

共謀罪法案

与党の強引さ 目に余る

信濃毎日

5/13

図書館の活用 地域の課題に寄り添う場所に

読売新聞

5/14

住民総会 町村の自治をどう守る

信濃毎日

5/15

憲法の岐路

信濃毎日

5/23

加計学園問題 前次官を招致すべきだ

信濃毎日

5/26

共謀罪法案

参院の真価が問われる

【社説】

信濃毎日

5/30

若者の自殺

歯止めかける対策を厚く 【社説】

信濃毎日

5/31

左記に表示

5/3

観光振興の基本的視点

時事通信

5/25

改正民法のポイント

時事通信

5/26

改正介護法のポイント

時事通信

5/26

自由な言論、守るために

首相の姿勢 なぜ国会で説明しない

各紙社説等
これからの商業施設を考える

ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.31

※青文字は特に注目した見出しを示します。

【北信濃鏡】5/1 角間、インター周辺等開発特別委員会下打合せ、/2 富竹、会報編集
/3 角間、PC 更新、報道情報整理、会報編集 /4 善行寺参り、会報配信 /5 市動物園、
墓参、角間 /6 PC 調整、倅一家帰京・長野駅 /7 千曲のかなた特選整理、報道情報整
理

/8 陳情取次、角間、報道情報整理

信、市内巡回

/9 陳情取次、富竹、報道情報整理、会報配

/10 報道情報整理、受理陳情所管課取次、須坂温泉、会報統合版編集

/11 長野広域連合議会行政視察（塩尻・松本方面）/12 富竹、インター周辺等開発特
別委員会用資料配信、/13 議員間意見調整、市民相談、行政有識者と懇談
日、長野出向、デジカメ調達、会報統合版 17 号印刷
報配布

/16 徳間、会報統合版配布（上町）

/14 母の

/15 会報統合版 17 号印刷、会

/17 商工会議所：インター周辺等開発

特別委員会下打合せ、角間、観光協会会長と協議

/18 徳間、会報統合版配布（上町）
、

支援者宅訪問

/19

会報統合版改定編集、須坂温泉

/20 岡田家法事、会報統合版

編集 /21 総務文教委員会視察資料読纏め、須坂温泉、視察資料読纏め /22 インター
周辺等開発特別委員会、講師と懇談、須坂温泉
ー、退職職員慰労会
査、市内巡回

/24 宅建協会創立 50 周年記念式典（欠）/25 徳間、陳情現地調

/26 会派代表者会議、陳情書作成、徳間

動会、市民相談 3 件

/27 森上小学校第 76 回大運

/28 伊勢宮、青木島出向、報道情報整理 /29 市長部局と協議、

角間、会報統合版改定編集、報道情報整理
理

/23 徳間、須坂新聞記者インタビュ

/30 一般質問資料取り纏め、報道情報整

/31 県行政書士会協議、一般質問資料取り纏め、市職員来所、市民相談、日本行

政書士連合会
■□■□■□■□
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