みんみんも

余りの暑さ

鳴きわすれ

梅柿

佐藤寿三郎の議員活動（詳報版）
ことぶき月報 (No.275) 2021 年 8 月号
―ご意見・ご要望をお寄せください―

【令和 3 年第 4 回須坂市議会臨時会を招集】
令和 3 年第 4 回臨時議会は、8 月 20 日招集され開議いたしました。
上程された議案は、事件決議１件、補正予算１件です。
議案第 59 号

2021 年度北部運動広場人工芝化等工事請負契約の締結について

〇議案説明
① 一般競争入札による請負契約である。
② 契約の金額
③ 契約の相手方

1 億 7446 万円
須坂土建株式会社（須坂市大字須坂 851 番地）

☑ 福祉環境委員会審査結果：原案のとおり可決すべき。
☑ 本会議：委員長報告を経て、採決の結果、表決は原案を可決。
議案第 60 号

2021 年度須坂市一般会計補正予算第 5 号
〇中学校管理運営事業として

補正額：264 万円

内容：新型コロナウイルス感染症の影響により、中学校の文化
祭などの行事を非公開で開催することから、映像として
記録することで、保護者などにみてもらう機会をつくる。
☑予算決算特別委員会審査結果=原案とおり可決すべき。
☑本会議：委員長報告を経て、採決の結果、表決は原案を可決。

【須坂市議会令和 3 年 9 月定例会招集】
１．【私の議会内議員活動】
令和 3 年９月定例議会は、8 月 31 日招集され開会いたしました。
上程された議案は、事件決議 1 件、条例 3 件、決算認定 8 件、補正予算 5 件
です。議案の委員会審査結果並びに本会の表決結果につきましては、次号月報
№276 でご報告いたします。
今議会の会期日程は、8 月 30 日から 9 月 28 日までの 29 日間です。

１）議会運営委員会
開議日時 令和 3 年 8 月 24 日
開議場所 議会第 3 委員会室
協議事項 ① 令和 3 年 9 月定例会の議案等について
② 会期日程、招集日の議事日程及び議案の取扱いについて
③ その他
2）予算決算特別委員会
開議日時 令和 3 年 8 月 31 日
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 ① 各分科会への議案委任について
② 資料要求等について
③ 分科会における理事者説明について外
3）市議会議員選挙の課題等検討特別委員会
開議日時 令和 3 年 8 月 24 日
開議場所 議会第 3 委員会室
協議事項 検討項目の意研集約について外
4）総務文教常任委員会・予算決算特別委員会・総務文教分科会
開議日時

令和 3 年 8 月 31 日

開議場所

議会第 1 委員会室

協議事項

①9 月 2 日執行する 9 月定例会の現地調査箇所について。
② 予算決算特別委員会・総務文教分科会＆総務文教委員会の審
査日程について。
③委員会による行政視察は現下のコロナ感染状況から当分見合
わせることを申し合わせた。

5）全員協議会
開議日時 令和 3 年 8 月 10 日
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 仮称・子育て就労総合支援センターの設置概要について
〇子育て就労総合支援センター 整備事業の進捗状況について
※総務文教委員会に綴る
開議日時 令和 3 年 8 月 31 日
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 ①9 月定例会の会期日程、議事日程、議案の取扱い外
②報告第 17 号についての説明
③ 2020 年度各会計決算等の審査報告及び意見書の説明外
6）会派代表者会議
開議日時 令和 3 年 8 月 31 日
開議場所 議長応接室

協議事項

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

４．【お寄せいただいた市民の声】
（1）市民の皆様からの声
【コロナウイルス感染症に関係して】
〇コロナも都市圏と並んで全国各地で蔓延してきているね。市内でワクチン接
種の状況はどうなのか？気がかりです。

男性

8/1

〇全国的に拡大が荒ましいですね。心して難局を乗り切りましょう。女性
〇困ったものですね。本当に出歩かないことですね。

女性

8/2

8/5

〇今日は最高に暑いですね。東京は 5 千人の感染者になったとか。とても外出
する気にはなりません。しっかり巣ごもりしています。女性
〇子どもたちにはお盆の帰省はしないように伝えてあります
〇このところの感染者拡大には憂いています。女性

8/5
男性

8/8

8/8

〇須坂も切迫して来ましたね。気をつけて生活しないといけないね。
市内

男性

8/15

〇コロナ接種少しも痛くありませんでしたし、熱もでず平常生活しています。
市内

女性

8/15

〇コロナに大雨と心配事が続きます！

8/15

気をつけないと！

市内

〇須坂もいよいよ来ましたね～？

市内 女性

男性

8/15

〇県内も全国的にも歯止めがかかりませんね。

市内

男性

8/18

〇第 5 波の急拡大には、長野県も心配です。

市内

女性

8/18

〇毎日大きな数字が発表されて恐ろしくなりますね。市内
〇病床の使用上昇が心配です。

市内

男性

女性

8/20

8/20

〇ウイルスのほとんどがデルタ株でとても強力で、マスクの隙間から入るそう
です。密にならないことを徹底したいと思います。市内

女性

8/21

〇県内連日 100 人超え、警戒心を一層強めた行動をしなくては。
市内

男性

8/22

〇しっかりコロナ対策を続けます。

市内

女性

8/22

〇オリンピック後感染者が増え続け心配しています。市内

女性

8/25

〇なかなか下火にならなくて、もどかしいですね。

女性

8/25

市内

【市政に対する報告・ご意見 】
〇貴職を通じて陳情しました、市有地と私有地との境界部分の土砂崩落箇所の
改修につきまして、このたび市による土留めの工事が完了しました。
ありがとうございました。

仁礼町 ０さん

8/3

〇コロナについては全く同感です。
先日（確か 8 月 16 日）テレビで「帰れマンデー見つけ隊」とういう番組が須
坂市でロケしているの見たのですが、須坂市の蔵のまちの中心部でもお寿司
屋さんが廃業されているのをみてびっくり致しました。コロナ禍の影響は地

域にもボディブローのように効いているということなのでしょうか。
元日本大学大学院教授

I 教授

【大雨についてのご意見】
〇須坂に降らなくても、千曲川、犀川の上流が大雨になれば、下流の須坂が危
なくなるのは当然のことですが、今回は記録的な大雨とかで・・・
市内

男性

8/14

〇しばらく前線が居座る予想、災害が発生しなければ良いですが、コロナと会
併せて不安です・・・

市内 男性

〇大雨が続きそうですね。警戒します。

8/14
市内

男性

8/14

（４）議員活動報告の配布・配信等
佐藤壽三郎議員活動報告 No.275 を 8 月 29 日配信しました。

５．【研究・地方議会と市議会議員】
（１）地方議会が抱える課題について
〇全員協議会の議事裁量について
思うに、全員協議会は須坂市政の重要な問題について、検討するために議員
全員が集まって開かれる会議です。議員全員で行うもので、その限りでは本会
議と同じですが、法令に基づくものではないため、議案などの審議・審査は行
わず、議員全員が共通の認識を持つために、市長などの執行機関から説明を受
けたり、意見を述べたりする会議です。
昨今の全員協議会において、執行機関から説明を恰も審査の如く執拗に問い
質す場面を見受けます。会議の目的の区分けができないからだと思料します。
議長の適宜な議事裁量が強く求められる全員協議会と言えます。

６．【研究・新型コロナウイルス感染者の自宅療養について】
新型コロナウイルス感染症患者の爆発的な増加に伴い、感染者でも自宅療養
やホテル療養となる方が増えています。 本来は重症化リスクの低い方が自宅
療養の対象となっていましたが、現在は入院先が見つからないなどの理由で重
症化リスクが高い方も自宅療養となっている地域があります。 自宅療養中、
どういった症状に注意すれば良いのでしょうか。 どんな人が自宅療養にな
る？ これまでは新型コロナと診断されたら原則入院となっていましたが、
2020 年 10 月 14 日に運用見直しが行われ 、無症状・軽症の新型コロナ患者は
入院勧告・措置の対象ではなくなりました。入院とならなかった場合は、ホテ
ル療養、自宅療養のいずれかとなります。
１．療養中に救急車を呼ぶ目安となる「緊急性の高い症状」として 13 項目 。
１）患者自身でチェックする

▽唇が紫色になっている
２）呼吸などについて
▽息が荒くなった
▽急に息苦しくなった
▽生活をしていて少し動くと息苦しい
▽胸の痛みがある
▽横になれない座らないと息ができない
▽肩で息をしている
▽突然ゼーゼーし始めた
３）意識について
▽脈のリズムが乱れる感じがする
４）家族や同居者らは
▽顔色が明らかに悪い
▽いつもと違う、様子がおかしい
▽反応が弱く、ぼんやりしている
▽返事がなく、もうろうとしている
といった点を注意するように。
こうした症状があっても、医療がひっ迫している地域では救急車を要請
しても搬送までに長い時間がかかるため、体調の変化が不安なときにはか
かりつけ医や診断した医師、保健所や自治体の相談窓口に相談するよう呼
びかけています。
２．自宅での感染を防ぐ８ポイント
▽部屋を分ける
▽感染者や世話をする人はお互いにマスクをつける
▽世話をする人はできるだけ限られた人にする
▽感染者や世話をする人はこまめに手を洗う
▽日中はできるだけ換気
▽手がよく触れる共用部分は掃除・消毒
▽汚れたリネンや衣類を洗濯
▽ごみは密閉して捨てる
専門家有志の会は「保健所からの連絡や、診療所から自宅療養について
の指導がないまま自宅療養に入る人が増えているため、必要な情報を届け
なくてはいけないと思い発信した」としています。
【コロナ専門家有志の会よりの資料を転写】
２．自宅療養の現況について

〇自宅療養者・・・家族全員が感染
〇自宅療養者、健康観察受けられず
〇新型コロナの感染が急拡大する中、自宅療養者が亡くなるケースが深刻化
〇新型コロナウイルスの感染者について、重症者や重症化のリスクのある人
を除いて「自宅療養を基本とする」とした政府の方針について、評価が分か
れている。
〇「最終的には重症者だけを入院させる体制をつくることは大切だ」と、政府
方針の狙いそのものについては評価した。しかし、それは、ワクチン接種が
さらに進んで、死亡率が相当程度抑えられてからの話だとして、現状での「自
宅療養が基本」方針の導入は、「大きな混乱だけが残る」埼玉県大野元裕知
事（FNN プライム）。

９．【 読本備忘録 】
〇
〇
〇
〇

月刊日本行政 No.586 日本行政書士会連合会
須坂市 高齢者いきいきプラン 第九次須坂市老人福祉計画
経済月報 No.448
長野経済研究所
デフレ完全解明
週刊東洋経済

◎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 8 月分）
〇台風被災地住民 「災害公営住宅必要」加藤市長に訴え

8/3

〇被災住民要望の災害公営住宅「困難だが話し合い継続」加藤市長
〇長野市災害公営住宅 被災者の意見聞き建設の是非検討へ

◎令和 3 年 8 月大雨・台風関係記事・特集枠

8/6

8/24

（令和 3 年 8 月分）

〇長野市内 ３３４７世帯６６３７人に 高齢者等避難の情報

8/13

〇【須坂市の対応】8/13・13：00 災害警戒本部会議①
〇長野市の一部６３３１世帯１万３３０５人に高齢者等避難の情報
〇長野市などに土砂災害警戒情報

8/14

8/14

〇長野市 犀川「氾濫危険水位」超える 8/14

〇【須坂市の対応】8/14・7：00
〇【千曲川洪水予報第 1 号】

災害対策本部員参集

8/14・14：30
15：00「高齢者等避難」発令対象 10 町

〇【須坂市の対応】8/14・23：00 災害警戒本部会議②
〇【須坂市の対応】8/15・14：00 「高齢者等避難」を解除し災害対策本部か
ら警戒本部へ移行。
〇諏訪湖周辺、湖面上昇で「内水氾濫」水への弱さ浮き彫り

8/23

◎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 8 月分）

〇７都県で新型コロナ感染者最多 人流の抑制が課題
〇３９人感染確認

長野地域の感染警戒レベル４

〇３７人感染 児童福祉施設で集団感染か

8/1

計 5333 人

8/1

県内累計 5370 人

8/2

〇知事「長野県内、医療警報が視野に」入院患者増、病床使用率２３％
〇長野県内の医療現場「病床逼迫」１月の窮状、再来を懸念

8/3

〇６１人感染確認 ６０人超２か月半ぶり

8/4

県内累計 5475 人

〇県内で新たに６３人感染 県内累計 5538 人
〇６０人感染確認 ３日連続で６０人超

8/5

県内累計 5598 人

〇全県に医療警報 医療提供体制ひっ迫のおそれ

8/6

8/6

〇長野全県に医療警報

感染急増、病床使用率上昇で

〇県内４９人感染確認

県内累計 5647 人

朝日、日経 8/7

8/7

〇新たに４１人感染確認 県内累計 5688 人

8/8

〇４２人感染確認 ４０人超は１週間連続

県内累計 5730 人

8/9

〇県内７３人感染確認 過去２番目の多さ

県内累計 5843 人

8/11

〇新型コロナ 新たに４０人感染確認 県内累計 5770 人
〇１００人超は初めて 県内累計 6036 人

8/12

8/13

〇新型コロナ 県内１００人感染確認 県内累計 6136 人
〇新型コロナ ９９人感染 北ア地域警戒レベル４に

8/14

県内累計 6235 人

〇新型コロナ６０人感染確認 変異株も８７人 県内累計 6295 人
〇新型コロナ 県が長野地域の一部警戒レベル５に引き上げ
〇新型コロナ 新たに１５２人感染確認 過去最多

8/16

8/17

県内累計 6352 人

〇新型コロナ 新たに１５８人感染 連日最多を更新 ＮＨＫ長野
〇長野市 飲食店の取引先などに支援金を支給

8/15

8/16

〇新型コロナ ８５人感染 県内累計 6380 人 ４９人デルタ株か

8/18

8/19

8/19

〇感染警戒レベル５に引き上げ 長野市で時短や休業協力呼びかけ
〇新型コロナ１３６人感染確認 ３日連続 100 人超

8/20

県内累計 6826 人

〇全県に「医療非常事態宣言」 県独自警戒レベルも全県「５」に
〇新型コロナ 新たに１５０人感染確認

8/3

県内累計 6976 人

〇新型コロナ新たに１２２人感染 ５日連続で 100 人超

8/20

8/20

8/21

県内累計 7098 人

8/22
〇新型コロナ ７７人感染 月曜日で最多 子供の感染も急増

県内累計 7175 人

8/23
〇新型コロナ９３人感染 松本市では妊婦に優先接種

県内累計 7268 人

〇新型コロナ 集団接種 10 月も実施 3600 人に 長野市
〇子どもの感染 学びの場をどう守るか
〇病床確保の要請

信毎（社説）

現状に対応し切れない

8/24
8/25

信毎（社説）8/25

〇新型コロナ新たに１２５人感染確認 再び３桁に
〇新型コロナ１０７人感染 前週比５１人減

8/24

県内累計 7393 人

県内累計 7500 人

8/26

〇新型コロナまん延防止等重点措置、長野県「ぎりぎりの線上」 8/26
〇新型コロナ 飯田市の飲食店で感染「利用者は保健所に連絡を」8/27

8/25

〇新型コロナ 長野県内で新たに１１７人感染 県内累計 7617 人
〇自宅療養者 11 万 8,035 人 全国で 2 万 4199 人感染
〇新型コロナ １０１人感染 100 人超は４日連続

FNN

8/28

県内累計 7718 人

〇新型コロナ５８人感染 病床使用率は最高に 県内累計 7776 人
〇新型コロナ 新たに４０人感染

8/27

県内累計 7816 人

8/30

〇新型コロナ 県内６２人感染確認 県内累計 7878 人

8/31

8/28

8/29

【情報元： ＮＨＫ長野、信濃毎日新聞、朝日新聞】
【8 月・県内の実質病床使用率】
１日午後８時時点で２３.１％
３日午後８時時点で２２.９％
５日午後８時時点で２６.３％
６日午後８時時点で２８％
７日午後８時時点で３１.２％
９日午後８時時点で３６.９％
１０日午後８時時点で３４.９％
１３日午後８時時点で４０％。
１４日午後８時時点で４２.９％
１５日午後８時時点で４６.９％
１６日午後８時時点で４４.５％
１７日午後８時時点で４５.１％
１８日午後８時時点で４４.５％
１９日午後８時時点で４７.６％
２０日午後８時時点で４８.６％
２１日午後８時時点で５２.９％
２２日午後８時時点で５３.３％

地域別では、北信は７４.８％

２３日午後８時時点で５０％

地域別では、北信は６２.２％

２４日午後８時時点で４６.３％

地域別では

２５日午後８時時点で４９.４％

地域別では、北信は６６.７％

２６日午後８時時点で５１％

地域別では、北信は７１.２％

２７日午後８時時点で４９.２％

地域別では、北信は６３.１％

２８日午後８時時点で５４.８％

地域別では、北信で６９.４％

２９日午後８時時点で５５.７％

地域別では、北信で６４.９％

３０日午後８時時点で４９.８％

地域別では、北信で５３.２％

３１日午後８時時点で４８％

地域別では、北信で５３.２％

北信は６１.３％、

【情報元： ＮＨＫ長野】

◎注目した政・経・社会の報道備忘録（令和 3 年 8 月分）
〇長野県内スキー客 前季比３３パーセント減 ７８カ所
の３７０万人 信毎 8/5

９２年以降で最少

〇長野県、太陽光普及へ補助拡充

発電向き屋根ウェブ公開

〇事業承継「経営上の問題」７０パーセント
タバンク調査

信毎

長野県内企業の認識

信毎

8/5
帝国デー

8/6

〇グーライト 小布施で無線ブロードバンド提供
初

日経

１市町村域カバーは県内

8/7

〇長野県内最低賃金 目安通り決着 使用者側 異例の「譲歩なし」
業況反映

信毎

厳しい

6/8

〇コネクター部品の鈴木、純利益 66%増 21 年 6 月期
〇7 月の甲信越の街角景気、2 カ月連続で上昇

〇大雨による交通影響

8/10

日経 8/10

〇児童買春の罪 県職員に罰金７０万円の有罪判決
〇記録的な大雨 県内で大きな被害

日経

ＮＨＫ長野

ＮＨＫ長野

8/16

8/18

ＮＨＫ長野 8/18

〇大雨による交通への影響（１９日夜）

ＮＨＫ長野

8/19

〇レギュラーガソリン平均価格１６４.１円 前週から横ばい

ＮＨＫ長野

8/19
〇大雨による長野県内鉄道への影響

ＮＨＫ長野

8/20

〇アンズ・サクランボ・長芋・川中島白桃 松代と川中島の実りをクラフトビ
ールに

信毎 8/22

〇長野県内の観光業 「ペット同伴」に活路 信毎

8/22

〇長野・千曲市のモキ製作所、分離機の製品開発で新拠点
〇長野・しなの鉄道、2.2 億円の経常赤字
〇松本市が 9 位に上昇、経済力にも評価
〇菅平の草原、130 年で 9 割減

いない」「わずかにできている」信毎
〇引きこもり支援、継続的に
〇〈社説〉引きこもり

21 年 4～6 月期
都市特性評価

筑波大などが研究

〇「引きこもり」把握の難しさ浮き彫り

日経
日経

日経

朝日

8/23
8/24

8/24

8/24

長野県内の市町村３割「全くできて
8/25

官民の県検討会、初会合

支援の連携強める一歩に

信毎

信毎

8/26

8/27

〇新型コロナ「とても不安」35% 「やや不安に感じている」53.7%
研 7 月調べ

日経 8/27

〇長野・小布施で耕作放棄地判定アプリの実証実験

日経

〇高級ぶどうの盗難を防げ！夜間パトロール開始 須坂
〇護国神社、７県が公務参列
信毎

長野経済

8/27

ＮＨＫ長野

8/30

「政教分離」違反疑い、憲法学者ら指摘

8/30

〇問われる憲法・歴史認識 護国神社例大祭への公務参列
〇大雨で被害を受けた農家などが支援求め市に要望書 須坂

信毎

8/30

ＮＨＫ長野

8/31
〇有効求人倍率 前月上回る１.５２倍も業種間で差

ＮＨＫ長野

8/31

〇鈴木、ワイヤハーネス需要に対応 自動組み立て装置、増産へ

信毎

〇新型コロナ精通の医師ら育成

信州大病院に研修センター

朝日

8/31

8/31

〇長野市の KBT、総合リサイクルビジネス目指す
※略号解

日経

8/31

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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