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―ご意見・ご要望をお寄せください―
本年も おこころにかけられますよう
おねがい申しあげます
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【須坂市議会令和 3 年 3 月定例会に向けて】
１．【私の議会内議員活動】
〇令和 3 年第 1 回須坂市議会臨時会は、2 月 3 日招集され開議する予定です。
上程議案は、専決処分の報告 2 件、承認 1 件、2020 年度須坂市一般会計補正
予算第 13 号の議決案件の計 4 件です。
第 1 回臨時会の予算決算特別委員会審査結果並びに本会の議決結果につき
ましては、次号月報№269 速報版でご報告いたします。
〇令和 3 年 3 年須坂市議会定例会は、2 月 22 日招集されます。
（１）消防出初式中止

須坂市消防本部
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１月１０日（日）に計画しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大
状況を鑑み、消防団員並びにご家族、ご来賓の皆様、勤務先等の皆様のご健康と
安全を優先し、中止としました。

（２）令和 3 年 536 名（昨年は 553 名）の新成人誕生！ 市教育委員会
式典は、新成人やご家族、ご来賓の皆様、勤務先等の皆様のご健康と安全を優
先し中止としました。
〇 成人おめでとうございます。一度きりの人生

思い切り輝いて下さい

須坂市は令和 3 年 1 月 10 日、「令和 3 年須坂市成人式」を須坂市文化会館（メ
セナホール）で執り行われる予定でしたが、コロナウイルス感染症の第 3 波の感
染抑止のため、新成人やご家族、更に市民の健康と安全を優先して、栄えある成
人式の式典の中止になりました。
しょうじん

たいじん

新成人の皆様はどうか成人式中止にめげず、決して 小 人 にならず、大人になら
んとする高い志を持ち、日々の生活において物事に一喜一憂することなく、己の人
生を遠望し自己研鑽に励んでください。
かいこう

私は、人生は須らく邂逅（人との出会い）であると思います。
あまね

この邂逅は必ず 普 く万人に等しく、然も不意に訪れるものです。
この邂逅に備えるために、日々に己を磨く努力を惜しまないことが肝要です。
偶然に遭遇する邂逅に出会ったときは、どうか臆することなく、勇気をもって
邂逅を掴みとり、更に己を磨く努力を怠らず励むことです。
こころ豊かな人生を歩んでください。
こころ豊かな人生を歩むためには・・・
な

己を信じ幾たびの辛酸を舐めること・・・ 【忍耐】
恩師を生涯敬い 教えを反芻すること・・・ 【師事】
信義に篤い友を持つこと・・・【仁義】
いえど
忙中と 雖 も万巻の書に親しむこと・・・【継続した自己研鑽】
に尽きると、我が人生を振り返えるとき、つくづく感じます。

２．【 私の議会外議員活動 】
催名 消防第 3 分団新年会
期日 令和 3 年 1 月 10 日
場所 南横町公会堂
内容 コロナ禍の感染拡抑止のため中止
催名 境沢町通常総会
期日 令和 3 年 1 月 24 日
場所 境沢町公会堂
内容 コロナ禍の感染拡抑止のため来賓招聘は中止
催名 境沢町農家組合総会
期日 令和 3 年 2 月予定
場所 境沢町公会堂
内容 コロナ禍の感染拡抑止のため中止

３．【お寄せいただいた陳情と市民の声】
（１）陳情の受理と取次

〇令和 3 年 1 月 12 日、須坂市に対して、株式会社タケモト様から「粘土鉱物アロ
フェンを用いた水溶液の効用によりセシウムイオンの除去」に関わる環境保全
に寄与する特許の提言申出の陳情を受け、市に取次を致しました。
〇令和 3 年 1 月 26 日、須坂市に対して、市街化調整区域にある土地・建物を須坂
市の防災機材の収容施設として借り上げて欲しい陳情を所有者から受け、市に
取次を致しました。
（２）市民から戴いたメール
〇益々のご活躍をお祈りします。

市内：男性

〇コロナに注意して市政に頑張って下さい。市内：男性
〇コロナに負けず健康第一ですね。市内：男性
〇いつまでも健康でご活躍ください。須坂市出身：女性
〇平穏な日常生活が一日も早く戻ることを願っております。長野市：男性
〇コロナ禍での新年のスタートになりました。健康に気を付けて頑張ってくだ
さい。長野市：女性
〇コロナに負けず、元気にお過ごしください。須坂市出身：女性
〇須坂市のため、よく頑張ってますね ！

税理士：男性

〇今年もお元気で須坂市のために稼働してください。弁護士：男性
〇ご活躍で何よりです。健康に留意して頑張ってください。千曲市：女性
〇今年の成人式は中止のこと。二十歳を迎えられる 536 名の皆さんの幸せを
願うばかりです。

須坂市出身：女性

〇新年おめでとうございます。コロナで マイナス環境ですが
を、頭脳プレーを発揮期待します。

前向きな誘導

市内：男性

〇明けましておめでとうございます。不安を抱えつつの新年頑張るしかありま
せん。

須坂市出身：女性

〇今年も宜しくお願いします。市内：男性
〇ご自愛のうえご活躍を！
〇健康第一

市内：男性

益々のご活躍を！市内：男性

〇一日も早くコロナが去っていって欲しいと願う毎日です。小布施町：女性
〇まだまだ制限や不安の多い年になりそうですが、お元気でお過ごされますよ
うに。

須坂市出身：男性

〇今年も宜しくお願い致します

市内:男性

【お断り：小職宛への無記名郵便物・非表示電話の通話の対応について】
小職宛に差出人が無記名の郵便物内容については、正規の請願や陳情とは看
做しません。又、電話番号非表示者の電話には一切対応いたしておりません。
市政の公正の確保と透明性の向上を図ることを旨として議員活動を堅持し、

以って須坂市民の権利を守るために、正当な議員活動を著しく阻害されると思
料される場合は、毅然と法的措置を取らせて頂きますことを、念のため申し添
えます。
小職の政治信条は、憲法第 16 条が普く国民に保障する請願権を、市民が行使
されることについては、当然憲法の条項に照らし、陳情においても法律に照らし
合わせて、要求内容が違法でない限り原則これを容認し、要求される課題の実現
に向けて、議員の認められる権能内において真摯に応援に努めます。

４． 【研究・地方議会と市議会議員】
これからの我が国の論点や焦点と須坂市の相対関係の検証のために
昨年の春、世界中を震撼させた新型コロナウイルス感染症は、世界の政治・
経済・文化を翻弄し、市民の日常生活をズタズタに切り裂いた。その後聊か落
ち着きを見せたかに見えたが、8 月 1 日から 9 月 10 日頃まで長野県は第 2 波に
見舞われた。第 3 波は 11 月 7 日から年を明けた現在でも（1 月 11 日）その感染
状況は衰える勢いは見られない。見えざるコロナウイルス感染菌に市民は為す
すべがなく、恐怖の毎日を送っています。
政府は令和 3 年 1 月 7 日午後５時すぎから、総理大臣官邸で新型コロナウイル
ス対策本部を開き、菅総理大臣は「年末年始からの感染者数が極めて高く、東京
では、２４００人を上回るなど、全国的にさらに厳しい状況となっていて強い危
機感を持っている。きょうの諮問委員会で、新型コロナウイルス感染症について、
全国的かつ急速なまん延により国民生活と国民経済に甚大な影響を及ぼすおそ
れがある事態が発生したと認められた」と述べ、東京、埼玉、千葉、神奈川の１
都３県を対象に、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言を
発出した。期間は、来月７日までとする。」【ＮＨＫニュースから抜粋】
私の愛読書と言える毎年発刊される「〇〇年の論点」
（文藝春秋社）
「〇〇年日
本の課題」
（日本経済新聞出版社）の 2020 年度版は、出版月の関係もあってかコ
ロナ禍における日本の経済や医療等に対する論評は課題として取り扱われてい
なかった。降って湧いたコロナウイルス感染症の及ぼす影響は、統計を見ても 4
月に入ってからの発症であることからすれば無理もないことであろうと思いま
す。
「2021 年の論点」
（文藝春秋社）
「日本の課題」
（日本経済新聞出版社）に「日
本の課題」について、WITH コロナの時代、日本経済の展望、日本企業の展望に
ついて様々な視点からの論評を、正月休みに粛々と読んでみた。市議会議員とし
ての与る力は微々たるものであるが、然し市政の課題を捉える時に、例えるなら

ば、地図と磁石を持って山に分け入るのと持たないとでは、雲泥の違いがありま
す。その意味でも毎年の正月休みに、「論点」と「課題」の読本と、母校の「そ
の 1 秒をけずりだせ」の思いを襷に秘めて挑む、彼らの箱根駅伝への熱意に声援
と、忙しい過ごし方をしました。

５．【 備忘録 】
2021 年世界の「10 大リスク」 ユーラシア・グループ
１位 第 46 代アメリカ大統領
２位 コロナ後遺症
３位 気候問題
４位 米中の緊張は拡大する
５位 グローバルデーターの因果応報
６位 サイバースペースの転換点
７位 孤立無援のトルコ
８位 中東
９位 メルケル後の欧州
10 位 混迷が続く中南米
SBCTV よりメモ採取（R3.1/24）

◎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 3 年 1 月分）
〇千曲川決壊 堤防沈下も要因か

ＮＨＫ長野
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◎新型肺炎に関する県内の対応状況の報道等備忘録（令和 3 年 1 月分）
〇県内 23 人が 県内計 1206 人

ＮＨＫ長野、信毎

〇長野県 11 人コロナ感染 県内計 1217 人１人死亡
〇長野県 11 人

県内計 1217 人

ＮＨＫ長野、信毎

コロナ感染１人死亡

〇長野県 新型コロナ 25 人感染

県内計 1242 人

〇知事「新年会などに十分注意を」
〇年末年始の感染者は 113 人

1/1
ＮＨＫ長野、信毎 1/2

ＮＨＫ長野、信毎

ＮＨＫ長野

1/4

ＮＨＫ長野、信毎

1/4

〇新たに 18 人感染 県内計 1260 人 ＮＨＫ長野、信毎

1/2

1/3

1/4

〇阿部知事「今が踏ん張りどころ」ＮＨＫ長野 1/5
〇最多の 44 人感染確認
日経

県内計 1304 人 ２人死亡

ＮＨＫ長野、信毎、朝日、

1/5

〇長野市 6 人感染 県内計 1310 人に ＮＨＫ長野、信毎
〇県内２日連続最多 計 1354 人

ＮＨＫ長野 1/6

〇小諸市「レベル５」時短要請へ
〇県内 79 人感染 一日で最多

1/6

ＮＨＫ長野、信毎、朝日

1/6

県内計 1433 人 ＮＨＫ長野、信毎

〇レベル５の小諸 保護者や事業者

ＮＨＫ長野、信毎、日経

〇菅首相 １都３県に緊急事態宣言発出 ＮＨＫ 01 月 07 日
〇松本市「レベル５」に引き上げへ

ＮＨＫ長野、信毎

1/8

1/7

1/7

〇長野市で 3 人感染 新型コロナ 県内計 1436 人

ＮＨＫ長野、信毎

〇長野県 67 人感染 県内計 1500 人 ＮＨＫ長野、信毎
〇「レベル５」で松本市が対策会議

ＮＨＫ長野

1/8

1/8

〇阿部知事「感染爆発防ぐ瀬戸際」ＮＨＫ長野、信毎、日経
〇「レベル５」で小諸市が会議

1/8

1/8

ＮＨＫ長野 1/9

〇県内４１人感染 計１５４１人 ＮＨＫ長野、信毎
〇県内 ６８人感染 過去２番目

1/9

計 1609 人 ＮＨＫ長野、信毎

〇佐久市などレベル５に引き上げ

ＮＨＫ長野

〇県内 新型コロナ７３人感染確認

1/10

1/11

計 1682 人 ＮＨＫ長野、信毎、朝日 1/11

〇佐久市長「ここで食い止める」

ＮＨＫ長野

1/12

〇レベル５の佐久市で広報車啓発 ＮＨＫ長野 1/12
〇新型コロナ １人死亡３５人感染

県内計 1768 人 ＮＨＫ長野、信毎

〇県の新型コロナ指標「複雑で分かりにくい」指摘
〇全県に「医療非常事態宣言」

信毎

1/13

ＮＨＫ長野、信毎、朝日

1/14

〇新型コロナ ２人死亡 ５１人感染 県内計 1819 人
〇県内５７人感染 院内感染も 県内計 1876 人

ＮＨＫ長野、
信毎

ＮＨＫ長野、信毎

〇長野市、ワクチン接種の体制整備費などを専決処分
〇飯田市の警戒レベル５に引き上げ

1/13

日経

1/14

1/15

1/15

北アルプス広域圏は４に

ＮＨＫ長野、信毎、日経 1/16
〇長野県６１人感染 計１９３７人 ＮＨＫ長野、信毎
〇新型コロナ 県内５２人感染 県内計 1989 人
〇２５人感染 県内計で 2014 人

1/16

ＮＨＫ長野、朝日

ＮＨＫ長野、信毎、朝日

〇県内で２人死亡１４人新たに感染
〇新型コロナで３人死亡２５人感染
〇ワクチン接種で専門組織

県内計 2102 人

長野県、日経

〇新型コロナ 県内で２７人感染
〇県内 ２人死亡 ２４人感染

1/18

県内計 2028 人 ＮＨＫ長野

〇県内 ４９人感染 県内計 2077 人 ＮＨＫ長野、信毎

1/19

1/20
ＮＨＫ長野、
信毎

ＮＨＫ長野、信毎

県内計 2156 人 ＮＨＫ長野、信毎
ＮＨＫ長野、信毎

〇長野県 新型コロナ９人感染確認 県内計 2193 人
〇１人死亡２３人感染 県内計 2216 人
〇コロナ 県内３人死亡 ２３人感染
〇長野県で 2 人死亡 １７人感染

1/24

ＮＨＫ長野、信毎

ＮＨＫ長野、信毎
県内計 2239 人

〇医療非常事態宣言の引き下げ検討 ＮＨＫ長野
〇新型コロナ死者 ８割に基礎疾患

ＮＨＫ長野
ＮＨＫ長野

1/22

1/23
1/25

1/26

ＮＨＫ長野、
信毎

県内計 2256 人 ＮＨＫ長野、信毎

〇感染警戒レベル５の地域に交付金

1/21

1/21

県内計 2129 人

〇コロナ２９人感染 県内計 2184 人

1/17

1/28

1/29
1/29
1/29

〇松本市立病院、看護師が集団感染

コロナ対応の病棟

〇長野県コロナ１人死亡１２人感染

県内計 2268 人

ＮＨＫ長野

1/29

〇コロナ

県内計 2280 人

ＮＨＫ長野

1/30

県内１人死亡１２人感染

〇佐久広域圏の感染警戒レベル「３」に引き下げ

信毎

朝日

1/30

1/27

1/29

〇コロナ

県内８人感染確認

県内計 2288 人 ＮＨＫ長野

1/31

◎長野県内の実質病床使用率
〇県内の病床使用率 初の実質５割超

信毎

1/12

〇１７日午後８時時点の実質病床使用率は, ７４.６％ ＮＨＫ長野 1/18
〇１８日午後８時時点の実質病床使用率は、 ６０％

ＮＨＫ長野 1/19

〇１９日午後８時時点の実質病床使用率は、 ６７.４％ ＮＨＫ長野 1/20
〇２０日午後８時時点の実質病床使用率は、 ５５.４％ ＮＨＫ長野 1/21
〇２１日午後８時時点の実質病床使用率は、 ５２％

ＮＨＫ長野 1/22

〇２２日午後８時時点の実質病床使用率は、 ５１.７％ ＮＨＫ長野 1/23
〇２３日午後８時時点の実質病床使用率は、 ４６.９％ ＮＨＫ長野 1/24
〇２４日午後８時時点の実質病床使用率は、 ４６.６％ ＮＨＫ長野 1/25
〇２５日午後８時時点の実質病床使用率は、 ４３.４％ ＮＨＫ長野 1/26
〇２６日午後８時時点の実質病床使用率は、 ３７.４％ ＮＨＫ長野 1/27
〇２７日午後８時時点の実質病床使用率は、 ３６.９％ ＮＨＫ長野 1/28
〇２８日午後 8 時時点の実質病床使用率は、 ３５.７％ ＮＨＫ長野 1/29
〇２９日午後８時時点の実質病床使用率は、 ３３.４％ ＮＨＫ長野 1/30
〇３０日午後８時時点の実質病床使用率は、 ３０.０％ ＮＨＫ長野 1/31
〇３１日午後８時時点の実質病床使用率は

３０.６％ ＮＨＫ長野 2/1

◎長野県内の政治・経済・社会面の報道備忘録（令和 3 年 1 月期）
〇綿半、旧ヨーカドーに出店へ
〇外国人労働者受け入れ支援
信毎

長野市権堂町

信毎

1/1

企業の相談に応じる県の窓口１３日開設

1/5

〇県内観光地 年末年始の人出大幅減
〇ＧｏＴｏ不透明で国に支援要請

信毎

1/5

ＮＨＫ長野

1/6

〇緊急事態宣言 県内への影響 ＮＨＫ長野、日経
〇経済界「宣言は大ダメージ」ＮＨＫ長野

1/6

1/7

〇長野のシナノケンシ、把持力約 10 倍のロボットハンド発売
〇八十二銀・湯本頭取、日銀の地銀支援策「トライしたい」
〇気候変動に強い加工トマト

県、新品種登録へ試験栽培

〇県内企業、停滞長期化警戒

１都３県に緊急事態宣言

〇甲信越の 12 月の街角景気、2 カ月連続で下落

日経

〇サプライチェーン、コロナ禍で信越企業が再構築
〇県内宿泊施設、相次ぎ臨時休館
信毎

日経
日経

信毎
信毎

1/7
1/7

1/7
1/8

1/12

日経

1/12

ＧｏＴｏ停止や緊急事態宣言受け

1/13

〇長野電鉄、減便や無人駅拡大で固定費圧縮へ

ＮＨＫ長野、日経

〇長野・須坂の雪山レジャー施設、市長が挑戦し PR
〇技能実習生も入国一時停止

信毎、日経

新型コロナ感染再拡大で

信毎

1/15
1/15

1/15

〇コロナで遅れた須坂市学校給食センター完成 ＮＨＫ長野
〇除菌・抗ウイルス製品拡販へ５社がコンソーシアム
〇Ｇｏ Ｔｏイート券販売一時停止

ＮＨＫ長野

1/18

信毎

1/19

1/20

〇オブセ牛乳、牛乳使ったプレミアムブランド商品

信毎、日経

1/22

〇自殺者の数 増加に転じる ＮＨＫ首都圏 1/22
〇街灯の球切れが自損事故の一因

地裁、西宮市に賠償命じる 朝日

〇企業約３割が景気悪化の見通し「帝国データバンク」
〇自殺対策 県内の団体が話し合い

ＮＨＫ長野

1/26

〇東御市 飲食店等に独自の支援金

ＮＨＫ長野

1/28

〇ガソリン価格 ２週連続値上がり ＮＨＫ長野

1/24

ＮＨＫ長野

1/25

1/28

〇長野財務事務所、経済情勢「一部持ち直しの動き」 ＮＨＫ長野、日経
〇長野銀行、4～12 月の純利益 6%増

経費削減などで

〇関東財務局、1 都 9 県の景気判断を下方修正

日経

1/28

緊急事態響く

〇新光電気工業、純利益 5 倍の 134 億円 21 年 3 月期

日経

日経

1/28

1/28

〇長野労働局、雇用情勢判断３か月ぶり上方修正 ＮＨＫ、信毎、日経
〇長野市の「ダイアモンドタウン」閉鎖
〇長野の景況感、2 期連続改善

ＮＨＫ長野

〇八十二銀、純利益 18%減の 164 億円
〇センバツ 上田西高校が初出場
〇参院補選 千曲会羽田氏弟擁立へ
〇県内の外国人労働者６年ぶり減少
※略号解

日経

1/29

1/29

20 年 4～12 月

ＮＨＫ長野

1/29

1/29

10～12 月期 長野経済研究所

〇長野県、協力金などで 17 億円を専決処分 日経

1/28

日経

1/29

1/29

ＮＨＫ長野、信毎
ベトナム初の最多

1/30
信毎

1/30

信毎：信濃毎日新聞、日経：日本経済新聞、朝日：朝日新聞
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