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◎令和元年東日本台風（台風第 19 号）に関する
県内の被害対応状況の報道等備忘録（令和２年 10 月分）
10/9

〇豪雨災害不安「感じる」90％

台風 19 号１年

県民意識調査

信毎

〇「被災者によりよい生活環境を」ＮＨＫ長野
〇長野市が復興計画の進捗状況報告

ＮＨＫ長野

10/12

〇台風 19 号１年 長期的支援必要

ＮＨＫ長野

10/13

〇橋被害に共通点 川の構造と関連 ＮＨＫ長野
〇被災者の 14％「戻る予定ない」 ＮＨＫ長野

10/15

〇河川増水の恐れでも通行止め

県管理の道路 331 区間、新たな運用 信毎

◎新型肺炎に関する県内対応状況の報道等備忘録（令和 2 年 10 月分）
10/1

〇長野市で１人感染 県内感染者累計 310 人 ＮＨＫ長野、信毎

10/2

〇コロナ検査１９４医療機関協力へ ＮＨＫ長野
〇長野県で１人感染 県内感染者累計 311 人に

ＮＨＫ長野、信毎

10/4

〇新型コロナ 県内で１人感染 県内感染者 313 人

10/7

〇長野市で２人感染 県内感染者 315 人ＮＨＫ長野、信毎
〇軽井沢町の２０代女性が感染

10/8

ＮＨＫ長野

〇新型コロナ 上田市で１人感染

県内感染者 316 人

ＮＨＫ長野、信毎

県内感染者 317 人 ＮＨＫ長野、信毎

〇長野市、会食時などのコロナ対策「長野方式」を提案
10/9

日経

〇第２波は飲食店や会食でも拡大か ＮＨＫ長野
〇長野県で１人感染 県内感染者累計 318 人に ＮＨＫ長野

10/10

〇新型コロナ 県内で２人感染

県内感染者累計 320 人 ＮＨＫ長野

10/13

〇県内で２人目の死者 新型コロナ ＮＨＫ長野、信毎 10/13

10/14

〇新型コロナ 県内で３人目の死者 ＮＨＫ長野、信毎

10/16

〇県内３人感染 ２人は医療従事者 県内感染者累計 323 人 ＮＨＫ長野、

10/17

〇長野市で１人感染 １人死亡 県内感染者累計 324 人 ＮＨＫ長野、信毎

〇県内で女性３人感染 新型コロナ 県内感染者累計 326 人 ＮＨＫ長野、
10/21

〇佐久市で１人感染確認 県内感染者累計 327 人

ＮＨＫ長野、信毎

10/22

〇県内新たに２人感染 県内感染者累計 329 人 ＮＨＫ長野

10/23

〇新型コロナ 長野市で１人感染

10/24

〇県内 新型コロナ １人が感染

10/25

〇新型コロナ 新たに３人感染確認 県内感染者累計 334 人

県内感染者累計 330 人

ＮＨＫ長野

県内感染者累計 331 人ＮＨＫ長野、信毎
ＮＨＫ長野、

信毎
10/28

〇県内新たに１人感染 県内感染者累計３３５人ＮＨＫ長野、信毎

10/29

〇県内で新型コロナ新たに３人感染

県内感染者累計 338 人

ＮＨＫ長野、

信毎
10/30

〇長野市で１人感染 県内感染者累計３３９人

ＮＨＫ長野、信毎

10/31

〇新型コロナ 県内新たに２人感染 県内感染者累計 341 人ＮＨＫ長野、
信毎

◎注目した経済・社会面の報道備忘録 （令和２年 10 月分）
10/1

〇日銀短観 ＧｏＴｏで 3 期ぶり改善

ＮＨＫ長野

10/1

〇新型コロナ「既にマイナスの影響」71.4％ 県内企業意識調査
〇「選択的夫婦別姓の積極的な議論を」上田市会が意見書可決
〇中学教諭 有罪判決確定で失職 ＮＨＫ長野
10/2

信毎
信

10/1

〇佐久広域連合消防本部署員が部下に暴力か 書類送検

ＮＨＫ長野

〇求人倍率１倍下回る ２か月連続 ＮＨＫ長野、信毎
〇県、犯罪被害者支援へ条例

知事が検討の意向

〇車検切れ公用車の使用判明 千曲
10/6

信毎

ＮＨＫ長野

〇県内企業倒産 48 件 4～9 月 前年比 17 件増 信毎、日経
〇学術会議任命見送りで県憲法会議と県平和委員会は要請文

10/7

〇県民の９割 塩分「取り過ぎ」信毎

10/8

〇松本市「中核市」あす閣議決定

ＮＨＫ長野

ＮＨＫ長野

〇保証承諾額 4.6 倍の 3785 億円 20 年度上半期の県信用保証協会 信毎
10/12

〇県内企業 来春採用

打ち切り相次ぐ

信毎

10/16

〇高卒採用試験解禁も求人大幅減

ＮＨＫ長野

〇最低賃金法違反容疑で書類送検

ＮＨＫ長野

〇ブドウ盗難多発 須坂市職員が見回り ＮＨＫ長野
10/22

〇県内企業の景況感 ７期ぶり改善 ＮＨＫ長野、信毎、日経

10/23

〇長野電鉄、来春減便へ

新型コロナで利用低迷

〇いじめ認知 初めて１万件超える

信毎

ＮＨＫ長野

10/24

〇移住相談 信州５年連続トップ 件数は減少

信毎

10/26

〇千曲市長に小川氏

ＮＨＫ長野、信毎、朝日

10/27

〇高山村長選告示 ２人が立候補

現職・岡田氏破り初当選
ＮＨＫ長野

〇コロナで苦境 交通事業者が報告 ＮＨＫ長野

10/28

〇県内経済情勢 ８期ぶり上方修正 ＮＨＫ長野

10/29

〇ガソリン価格５週連続で変わらず ＮＨＫ長野

10/30

〇有効求人倍率 ３か月ぶり１倍に ＮＨＫ長野

10/30

〇八十二銀行中間決算 約４割減益 ＮＨＫ長野
〇宅地

10/31

県平均５・４％下落

基準地価格 信毎

〇雇用調整助成金 県内支給３００億円超 リーマン０９年度上回る 信毎

※略号解

信毎：信濃毎日新聞、日経：日本経済新聞、朝日：朝日新聞

【須坂市議会令和２年 12 月定例会に向けて】
１．【私の議会内議員活動】
１）インター周辺等開発特別委員会 【委員長：霜田剛議員】
開議日時 令和 2 年 10 月 23 日
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 須坂長野東インターチェンジ周辺地区開発説明会の開催状況につ
いての報告 ⇔質疑・応答
２）基本構想審査特別委員会 【委員長：佐藤壽三郎議員】
開議日時 令和 2 年 10 月 4 日午前 10 時
開議場所 第 1 委員会室
協議事項 正副委員長打合せ
開議日時 令和 2 年 10 月 7 日午後 1 時 30 分
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 ①第六次須坂市総合計画策定経過、第六次須坂市綜合計画案
の説明
②パブリックコメント実施結果報告についての報告
③特別委員会の運営要綱及び審査に関する申合せについて。
一部委員の特別扱いされたい発言で、かみ合わず審議中止。
開議日時 令和 2 年 10 月 14 日 1 時 30 分
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 ①特別委員会の運営要綱及び審査に関する申合せ修正案作成

開議日時 令和 2 年 10 月 23 日午前 9 時～終日
開議場所 議会第 4 委員会室
継続調査事項
〇第六次須坂市総合計画・前期基本計画（2021－2030）須坂みら
いチャレンジ 2030 に関わる基本施策 39 部門について、関係所
管課との質疑・意見調査を執行しました。
【午前】
水道局、道路河川課、まちづくり課・臥竜公園管理事務所、農林

課、産業連携課、商業観光課所管の質疑・意見調査
【午後】
学校教育課、学校給食センター、子ども課 、人権同和教育課、
消防本部・消防署、総務課、政策推進課、財政課、税務課所管の
質疑・意見調査
開議日時 令和 2 年 10 月 26 日午前９時～
開議場所 議会第 4 委員会室
継続調査事項
健康づくり課、高齢者福祉課、福祉課、文化スポーツ課、生涯学
習推進課、人権同和政策課、男女共同参画課、市民課、生活環境
課所管の質疑・意見調査

２．【 私の議会外議員活動 】
１）この度、平成 17 年に市に陳情した泉小路（八町線）拡幅事業が完了し、金井原
通りから本町通りまでの、凡そ 300ｍの全計画区間の市道が供用開始されました。
２）

催名 千曲川右岸堤（北相之島土手）現地視察
期日 令和 2 年 10 月 16 日
場所 千曲川右岸堤（北相之島土手）1 ㎞を見分
内容 久保田克彦議員、竹内勉議員、佐藤壽三郎議員は、北相之島の堤 1 ㎞
亘に設置された土嚢の設置状況を見分しました。
催名 基本構想審査特別委員会資料の予備的学習会
期日 令和 2 年 10 月 19 日
場所 議会第 1 委員会室
内容 久保田克彦議員、竹内勉議員、佐藤壽三郎議員で、第六次須坂市総合
計画策定経過、第六次須坂市綜合計画案の質疑の洗い出し。

３．【お寄せいただいた市民の陳情等相談事】
（１）陳情・請願の受理と取次
〇屋部町住民より、
「私有地と市道の縁石の関係調整と赤線法面の保全のための
補修要請」の陳情を受けて、市担当所管課に取次。10/6
〇土地の相続と農地法との法的関係について 10/12
〇行政手続についての相談

10/21

〇相続手続の流れについて 10/22

４．【 研究：学術会議人事介入についての一考察 】
須坂市議会議員

佐 藤 壽三郎

日本学術会議の新会員について、菅首相は、同会議が「法律に基づき、優れ
た研究・業績があるとして推薦した候補者 105 人」のうち、6 人の任命を拒ん
だことについて、日本学術会議がどんな組織なのか、学術会議法は何のために
制定されたのか調べてみました。
〇日本学術会議とはどんな組織なのであろうか。【日本学術会議ＨＰより抜粋】
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行政、産業及
び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、昭和 24 年（1949 年）
１月、内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う「特別の機関」
として設立された。
〇日本学術会議の職務とは
科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
我が国の人文・社会科学、生命科学、理学・工学の全分野の約 87 万人の科学
者を内外に代表する機関であり、210 人の会員と約 2000 人の連携会員によって
職務が担われている。
〇日本学術会議の役割とは
政府に対する政策提言
国際的な活動
科学者間ネットワークの構築
科学の役割についての世論啓発
〇学術会議法制定の経緯と目的
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の
総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提
携して学術の進歩に寄与することを使命とし設立された。
日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向
上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的と
する。
そこで、何が問題なのかを知るために、私は新聞各社の社説にあたってみました。

生涯、「終生書生気質」として任じる身として記述するならば、そもそも日
本学術会議法では、
「会員は同会議の推薦に基づいて首相が任命する。
」とされ
ている。菅首相は、就任当初に「政権の意に沿わない考えを持つ役人は排除す
る。」発言をしていたが、まさか菅首相が国権の最高機関である国会が制定し
た「日本学術会議法」を無視して、法の趣旨をねじ曲げ、人事権を恣意的に行
使することによって、独立・中立性が求められる組織をおのが自由に操ること
ができると思っているのだろうか。
国会で議決した法律を、内閣が法の趣旨をねじ曲げ運用することなど許され
きた

まい。仮に内閣が法律の運用に支障を懐すからとして、解釈を勝手に変更して
良いと思っているならば、これこそ首相は三権分立制度を何と心得ているので
あろうかと疑いたくなる。今回の学術会議への人事介入について、多くの国民
が疑義を感じている以上、菅首相は国民に対して、行政運営における公平の確
保と透明性の向上を謳う行政手続法第 1 条に則り、法の趣旨をねじ曲げ、人事
権を恣意的に行使できる根拠を国民に示す必要がある。
「悪法も法なり」の法格言を忘れてはならない。仮に「悪法」であるならば、
適正なる法手続きを踏んで、国会の場で改正するか、或いは司法判断を求める
べきであって、法の執行機関である内閣が恣意的判断で法の目的や趣旨更には
運用をねじ曲げることも出来るとして強権を振るえば、将に朝令暮改の専制国
家に陥るは必定であり、祖国日本国は亡びるだろう。
「時の権力者に対し、国民は常に猜疑心を以て臨むべきことが民主主義の最
も大切な心得である。」ことを学生時代に学んだが、その意味からも、政府が
正当な理由なく強権的に任命権限や監督権を振りかざして、人事に介入するこ
とを認めてはならない。菅首相の言いなりの人たちで、内閣を固めて国政を仕
切ることは、我が民主国家日本の破綻につながるを知るべし。寧ろ、時の権力
者に媚びることなく、学者としての矜持をもって、国政に毅然と物申す勇気あ
る学者こそ、大いに登用すべき度量が真の為政者には必要ではないのか。
国が終戦当時、日本学術会議法を何故制定したのかの原点に立ち返り、仮に
時代と現実、法の目的遂行とに乖離があるならばこれを質すことも当然必要だ
が、国民は内閣の独善と偏見性を振りかざしての、法手続きを経ない法解釈の
変更や一方的に法の運用の変更を許してはならない。日本学術会議法制定当時
の熱き思いは、戦後 70 年を経過するも、法の立法趣旨を決して色褪せたもの
にしてはならないのではないか。戦前に犯してしまった学問の自由を弾圧し捻
じ曲げてしまった暗い歴史の轍を踏むべきでない。

〇 本原稿推敲に際し参考にした新聞各社の社説
□ なぜ学者 6 人を外したのか

日本経済新聞

□ 学術会議人事 学問の自由侵す強権介入

10/2
信濃毎日新聞

□ 学術会議に人事介入／あなたも強権か 即撤回を

河北新報

10/3

□ 学術会議人事 学問の自由 脅かす暴挙

朝日新聞

10/3

□ 日本学術会議 人事を機に抜本改革せよ

産経新聞

10/3

□ 学術会議と首相

新潟日報

10/3

中日新聞

10/3

西日本新聞

10/3

人事を盾に異論の排除か

□ 学術会議人事 任命拒否の撤回求める
□ 学術会議の人事

任命権の乱用は許されぬ

□ 学術会議への人事介入

中国新聞

10/3

□ 学術会議人事 萎縮生む不当な介入だ

京都新聞

10/3

□ 学術会議任命拒否／学問の自由を侵す暴挙だ

神戸新聞

10/3

北海道新聞

10/4

□ 学術会議人事 説得力ない首相の説明

朝日新聞

10/6

□ 学術会議人事 首相の説明成り立たぬ

北海道新聞

10/7

信濃毎日新聞

10/7

□ 学術会議の人選

◎

10/3

学問の自由、侵す暴挙だ

中立性侵す政権の介入

追記：首相の説明会見以降の社説

□ 学術会議人事 首相は何も答えていない
□ 学術会議の推薦

首相は拒む理由の説明を

西日本新聞

10/7

□ 学術会議と首相

会員「選別」の理由語れ

京都新聞

10/7

□ 学術会議問題 説明拒む政府の不誠実

中日新聞

10/8

□ 学術会議介入／あしき前例をつくるのか

神戸新聞

10/8

□ 学術会議人事 政権の説明は理解できぬ

新潟日報

10/8

□ 日本学術会議 前例に囚われず大ナタを

産経新聞

10/8

□ 学術会議への圧力 首相の説明なってない

中国新聞

10/9

□ 学術会議改革 強権的手法は許されぬ

中日新聞

10/10

□ 学術会議人事 政府は核心をごまかすな

信濃毎日新聞

10/14

□ 学術会議問題 「拒否」の経緯不透明だ

北海道新聞

10/14

□ 学術会議問題 菅政権の「強権」あらわに

新潟日報

10/14

□ 学術会議在り方論議／歴史踏まえ介入を撤回せよ

河北新報

10/18

◎令和２年 10 月 26 日召集された臨時国会以降の社説の学術会議問題要約
□首相所信表明演説

一方的に見直す議論を進めるのは論点のすり替えも甚

だしい

北海道新聞

10/27

中日新聞

10/27

□首相所信表明 自らの判断理由を語りすらしない。 京都新聞

10/27

□所信表明演説／任命拒否問題には触れなかった。

10/27

□首相所信表明 国民の信頼得られるか

神戸新聞

□臨時国会開会 任命拒否問題への言及はなかった。 新潟日報

10/27

□所信表明演説/日本学術会議の会員任命問題は取り上げなかった
産経新聞

10/27

□学術会議の問題から透けて見えたのは強権的な姿勢 中国新聞

10/27

□学術会議人事 正当化の無理があらわだ

信濃毎日新聞

10/28

朝日新聞

10/29

□国会代表質問 「建設的」には程遠い
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