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佐藤壽三郎の議員活動詳報 
ことぶき月報 (No.217) 2016年 10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) 議会運営委員会行政視察を執行 

１）平成 28年 10 月 25日、厨子市議会を訪問して、「タブレット導入に関してそ

のプロセス及び導入後の成果と課題について」の研修を受けました。 

２）平成 28年 10月 26日、長岡市議会を訪問して、「議会中継」に関わる研修を

受けました。 

 

２  私の議会外議員活動  
(1) 第 28回竜の里須坂健康マラソン全国大会  

10月 16日晴天に恵まれた須坂市は、「第 28回竜の里須坂健康マラソン全国大会」

を開催しました。今年も全国、県内各地から凡そ２千人の参加者がありました。

取り分け市内の小・中・高校生の参加が目立つ大会となりました。 
 

本年度は、本県池田町ご出身でソウル、バルセロナオリンピックと連続日本代

表で出場された輝かしい経歴を持たれる、我ら長野県県民が誇りとするマラソン

ランナー中山竹通（なかやまたけゆき）さんと早稲田大学競走部女子選手 3 人の

皆さんがゲストランナーとして招待され、秋盛りの「くだもの街道」を市民と一

緒に走られ大会に華を添えてくださいました。 

 

(2) 陳情の受理と取次 

１）境沢町中堰地区の市道崩落改修と水路の改修について 

２）境沢町内の騒音調査結果について 

 

３ 境沢町区の諸行事  
(1) 平成 28年境沢町区民運動会 

10月 10日は恒例の境沢町区民運動会を開催しました。今年も、区役員総員、婦

人会の皆さんの御尽力で運動会が執行されました。 
 

近年は小学生、中学生の参加が目立ちますが、今年も老若男女が入り混じって

の大運動会を通して、境沢町区民の連帯意識が叶えられました。 

 

(2) お地蔵様に手を合わせる 

平成 28年 10月 2日、境沢町に古来より町内の子どもたちのお守り本尊である

「お地蔵様」の秋季祭が、境沢町若葉会の主催で執り行われました。この祭りに

は須坂市春木町にある浄念寺のご住職様にご来駕賜ることが慣わしです。 
 

遠い昔、境沢町にかってあった真行寺（現在は境沢町公会堂）が浄念寺の末  

寺であったことの由縁もあり、毎年春秋にご住職様のお出張り下さり読経あげら

れた後に、供えられた「団子」を町内の子どもたちに配られます。永年に亘って



受け継がれている由緒ある境沢町の祭事です。 

境沢町住民である小職は、来賓として招かれて参列し、町内の子どもたちの健

やかなる生長と交通安全を祈願し焼香しました。 

 

４ 【身近な問題と私の視点】 
(1) 飯山線に蒸気機関車が走る 

11月 19.20日に飯山駅⇔長岡駅間で蒸気機関車を運行する報道が新聞やＴＶで

大きく報じられた。飯山線は電化されなかった分、蒸気機関車が走る原風景がそ

の儘残っている鉄路と申せます。 
 

飯山は北陸新幹線が開通して新駅が出来、長い間眠っていた飯山が漸く眼が覚

めた町と言えます。私の祖父や祖母そして母の故郷であることもあって、飯山や

北信濃の市町村の出来事が新聞記事なり、ＴＶ映像が流れると嬉しくて堪りませ

ん。奥信濃が活気を取り戻すためにも、飯山線も出来れば大井川鉄道のように、

日常的に蒸気機関車を組み込んだダイヤ編成を実現して欲しいものです。線路に

架線の無い飯山線は、寧ろ歳月を樽に仕込まれたウイスキーの如く、歳月の醸成

によって貴重な鉄路になったと思います。見事に開花して欲しいと願います。 

 

(2) まさか白馬の大雪渓が融けてしまう 

10月 19日付の信濃毎日新聞に「北アルプス白馬岳（2932ｍ）への主要登山ルー

トの白馬大雪渓が雪不足の影響で９月から通行止めになっているのを受け、来年

５月にも新ルートの現地調査をする方針を決めた。」（出典：信濃毎日新聞）との

記事が掲載された。私は高校時代に、担任の先生や同級生たちと白馬登山を行い

ました。大雪渓の谷間の異様さとアイゼンを付けての雪渓を登った思い出は一生

忘れません。 

 

ところで、今年の台風が日本海を北上するコースを採り、近年の気温の異常、

豪雨の襲来等、地球温暖化による自然破壊が実感できるようになりました。この

ことは人里離れた白馬の谷間にまで及んでいることは、考えてみれば白馬だけの

問題ではありません。地球の疲弊がここまで蝕んでいることを、信濃毎日の記事

を読んで感じる必要があります。蘇れ！北アルプス。蘇れ！白馬の大雪渓。大雪

渓を子々孫々のために蘇えさせねば、われわれは後世の子孫から「昭和・平成時

代の人類は地球を自然破壊した張本人」としての汚名を残すこととなります。 

 

(3) 高齢期の不安と実状を知る 

◇40～59歳の男女の約 84％が、高齢期の独り暮らしを不安に感じている。 

◇高齢者と思う年齢を全員に聞いたところ「70歳以上」（41.1％）が最も多かった。 

◇白書は「60歳以上の７割近くが 65歳を超えても働きたいという意識がある」と

し、年を取っても就労への意欲は高いと分析。 

【出典：時事通信 10/4：厚労白書から】 

 

(4) 訪問地の商店街を歩きまわる楽しさ 

   先日、逗子市を行政視察で訪問しました。逗子市は須坂市と人口規模がなから

似ている市であります。研修を終えて東京駅まで戻る電車の発車時刻に、1時間余

り待ち時間がありましたので、駅前の商店街を散策することとしました。 

 



駅前の鮮魚店と八百屋さんには人だかりが出来ていて、大層繁盛しているよう

です。更に横丁の商店街に足を運び、商店街をつぶさに覗くこととしました。時

刻は丁度昼時ということもありました。とある食堂の前に来ました。元来は店先

にトンカツやラーメンの模造サンプルを並べ置くのがありふれた食堂ですが、こ

の食堂は店頭で天ぷら、練りもの、揚げ物を加工販売しながら、お客はこの食材

を買って、店内のテーブルで食しながら談話出来る形式の食堂のスタイルでした。

私たちは食事を終えたばかりなので、中に入れませんでしたが皆さんが、楽しそ

うに昼食をとられている様子が窺えました。このようなスタイルの飲食店が外に

見受けられました。 
 

   更に横丁を歩くと、店には客が入っている店と、誰もいない店と入り混じって

おりますが、駅より距離が離れると比例してシャッターを降ろしている店舗が見

受けられました。店が休日であったことも想定されますので、一概に決めつけら

れませんが、厨子駅前の商店街はシャッターが下りている店舗が比較的少ない印

象を持ちました。「商店街の道幅は狭い方が良い」これは私の持論でもありますが、

この駅前商店街は、この条件を備えた、活気のある駅前商店街と感じました。 

 

５ 佐藤壽三郎後援会のお知らせ  
 

第 21回佐藤壽三郎議員報告会開催のご案内 
 

  日 時：平成 28年 11月 20日（日） 午後 1時 30分開始 

  会 場：境沢町公会堂 

  報告会内容 

第１部 この須坂を知るために 

      ○この 1年間の議員活動報告 

       報告者 市議会議員 佐藤壽三郎 
 

      ○須坂市の人口減の現状と課題 

       講 師 須坂市会計管理者 徳竹正明 氏 
 

      ○須坂市の課題解決のための予算 

       講 師 総務部 財政課長 中島 久 氏 
 

      ○インター周辺開発計画について 

       講 師 まちづくり推進部 まちづくり課 課長 滝澤健一 氏 
 

第２部 意見交換会 
 

※ 1部はどなたも自由に聴講ができますので、奮ってご参加下さい。 

 

 

６ 【10月期で私が注目したニュースの見出し備忘録】2016年 

ニュースの概要 出典機関 月日付 

政治編   

政活費不正で辞職 12人目＝富山市議会 時事通信 10/3 



政務活動費で不正か＝車で参加を「電車で支出」―茨城・取手市議 時事通信 10/4 

医療費、高齢者も公平負担を＝高額がん薬引き下げ―財務省提案 時事通信 10/4 

岐阜市議が政活費修正＝視察宿泊先「勘違い」 時事通信 10/5 

政活費不正、元市議２人告発＝有印私文書偽造容疑―富山市 時事通信 10/6 

配偶者控除、廃止見送り＝適用範囲の拡大検討―政府・与党 時事通信 10/7 

資産老朽化比率、名称変更へ＝算出方法は従来通り―総務省 時事通信 10/7 

領収書に金額記載を＝パーティー混雑時は事後に―自民通達 時事通信 10/11 

守秘義務違反で職員を処分＝情報公開請求を漏えい―富山 時事通信 10/11 

日銀の保有国債、400兆円初突破 黒田緩和で３倍超増 朝日新聞 10/11 

さいたま市とイオンが包括協定締結へ＝健康増進など 11分野で連携 時事通信 10/12 

白紙領収書 収支報告の不透明さ映す 【信濃毎日新聞社説】 信濃毎日 10/12 

保険給付を継続＝介護度低い高齢者の生活援助―厚労省 時事通信 10/12 

（長野県内）市町村の財政指標 改善続く ＮＨＫ長野 10/14 

新潟県知事選、米山氏の当選確実 ３氏破る 朝日新聞Ｄ 10/16 

「米原ルート」実現へ連携＝自民石川県連会長と会談―三日月滋賀知事 時事通信 10/17 

（長野県）県職員給与 引き上げ勧告 ＮＨＫ長野 10/17 

消費増税延期法案が審議入りへ＝今国会成立の公算 時事通信 10/18 

年金受給額３％減と試算＝過去 10年、新ルール適用なら―厚労省 時事通信 10/18 

「20年４月」目標 松本市の中核市移行 時事通信 10/18 

配偶者相続分充実案を見直し＝意見公募で「居住権」に賛否―法制審 時事通信 10/18 

ルート選定、年内見送りへ＝北陸新幹線延伸で―与党 時事通信 10/18 

松本市平成 32年中核市目指す ＮＨＫ長野 10/18 

１票格差 東京高裁は「合憲」 ＮＨＫ長野 10/18 

マイナンバー 懸念消えない施行１年【信濃毎日新聞社説】 信濃毎日 10/19 

まねるだけでは難しい 時事通信 10/20 

お金を掛けず「にぎわい」を＝藤井延之・秋田県湯沢市副市長  時事通信 10/20 

小坂憲次元文部科学相が死去 ＮＨＫ長野 10/21 

政活費の適正運用を要請＝石井富山知事 時事通信 10/26 

千曲市長選 岡田氏が再選 信濃毎日 10/31 

ふるさと納税 東京参入 弊害は明らか【信濃毎日社説】 信濃毎日 10/31 

政活費の監査機関設置へ＝富山市議会 時事通信 10/31 

経済編   

（長野県内）県内の求人 24年ぶり高水準に ＮＨＫ長野 10/1 

（長野県内）短観 景気判断２期連続で改善＊日銀松本支店 ＮＨＫ長野 10/3 

（長野県内）改善でもマイナス圏 日銀９月短観 信濃毎日 10/4 

景況感、２カ月ぶり改善＝建設業が好調―９月 時事通信 10/5 

（長野県内）企業の４割近く「正社員不足」 ＮＨＫ長野 10/13 

ガソリン、４週ぶり値上がり＝ＯＰＥＣ減産合意受け 時事通信 10/13 

（長野県内）ガソリン価格 前週比値上がり １ℓ当たり 124.7円 ＮＨＫ長野 10/13 



眼科顕微鏡光源にＬＥＤ 中野のタカギセイコー 信濃毎日 10/18 

訪日客消費、４年９カ月ぶり減＝円高、「爆買い」下火―７～９月期 時事通信 10/19 

ガソリン ２週連続値上がり ＮＨＫ長野 10/20 

日本経済「横ばい状態が続く」 本社景気討論会 日経新聞 10/24 

８月の景気一致指数改定値、0.1ポイント低下 日経新聞 10/24 

16年の国内景気「横ばい」が 63％ トーマツＣＦＯ調査 日経新聞 10/24 

ガソリン、３週連続値上がり＝平均 126円 時事通信 10/26 

（長野県内）ガソリン価格３週連続で値上り ＮＨＫ長野 10/27 

９月消費者物価、０．５％下落＝家計支出は２．１％減―総務省  時事通信 10/28 

求人倍率、1.38倍に改善＝２５年ぶり高水準、失業率 3.0％―9月 時事通信 10/28 

（長野県内）上半期倒産は過去２０年で最低 ＮＨＫ長野 10/29 

＜イオンモール＞商圏人口増加期待も渋滞に不安 長野・松本 毎日新聞 10/30 

９月鉱工業生産、横ばい＝情報通信など反動減 信濃毎日 10/31 

住宅着工６．０％増＝１６年度上期、２年連続プラス 時事通信 10/31 

社会編   

化血研また承認外製造＝日本脳炎ワクチンで―業務改善命令へ・厚労省 時事通信 10/4 

補助金不正の組合「早期返還」（大北森林組合不正） ＮＨＫ長野 10/4 

県会委招致の組合長、完済時期明示せず 大北森林組合不正 信濃毎日 10/4 

独り暮らし、８割超不安＝高齢社会で厚労白書 時事通信 10/4 

ガソリン価格 円高で値下がり ＮＨＫ長野 10/5 

生活保護、３カ月連続増＝厚労省 時事通信 10/5 

死亡事故多発で非常事態宣言＝長野県知事 時事通信 10/7 

（長野県内）交通死亡事故多発非常事態宣言 ＮＨＫ長野 10/7 

死刑廃止宣言 国民的な議論の契機に （社説） 信濃毎日 10/8 

（長野県内）マタハラ防止措置 企業説明へ  ＮＨＫ長野 10/11 

婚活支援でセンター設置＝長野県 時事通信 10/12 

須坂・飯山市、合同登録へ 東京五輪ホストタウン構想 信濃毎日 10/14 

受動喫煙 吸わない人を守らねば【信濃毎日新聞社説】 信濃毎日 10/14 

（長野県）性教育 指導の在り方に課題 ＮＨＫ長野 10/17 

（須坂市）「シナノスイート」の品評会 ＮＨＫ長野 10/17 

（長野県）クマなどの飼育施設を調査へ ＮＨＫ長野 10/18 

白馬岳新ルート検討 雪不足の大雪渓 影響見通せず 信濃毎日 10/19 

不正受給 計 16億 100万円 大北森林組合と他事業者 信濃毎日 10/19 

化血研の事業譲渡交渉、アステラス製薬が打ち切りへ ＴＢＳ 10/19 

（松本）信用金庫が高校生の育成に協力 時事通信 10/19 

（長野県内）ＲＳウイルスが流行 注意を ＮＨＫ長野 10/19 

北陸電社長「重大な反省材料」＝志賀原発の雨水流入―規制委 時事通信 10/19 

44年ぶり、飯山線にＳＬ 来月の運行へ試運転 信濃毎日 10/20 

インフルエンザ、松本で集団発生 小学校が学級閉鎖 信濃毎日 10/20 



上信越道で衝突事故 ５人けが ＮＨＫ長野 10/21 

ひき逃げで女性重傷 男を逮捕 ＮＨＫ長野 10/21 

警官の交通違反もみ消しで送検 信濃毎日 信濃毎日 10/21 

わいせつ行為で教職員が免職 ＮＨＫ長野 10/26 

65歳以上 30％超 長野県総人口 209万 8,804人 信濃毎日 10/27 

（長野県内）有効求人倍率 前月より上昇 ＮＨＫ長野 10/29 

出産後も就業、初の５割超＝「妻は家庭」反対が過半―内閣府調査  時事通信 10/29 

 

【北信濃鏡】10/1 会報配信、行政書士業務、報道情報整理、須坂♨ /2 境沢町地蔵尊

祭、行政相談３件 /3自主研究、市民相談、須坂♨/4自主研究、市理事者、商工会議

所、インター周辺等開発特別委員会副委員長と協議、市民相談 /5行政書士業務、市

民相談３件 /6 商工会議所と協議、須坂♨ /7 広報委員会（校正）、自主研究、報道

情報整理 /8市理事者と協議、報道等情報整理、自主研究 /9市民相談、葬礼、自主

研究、須坂♨ /10境沢町運動会、報道等情報整理、自主研究 /11正副委員長意見調

整、市内巡回、報道等情報整理、自主研究 /12議員報告会計画、市職員と協議、報道

等情報整理、自主研究、須坂♨ /13商工会議所、ＪＡ長野須坂支所、インター特別委

員会正副委員長と協議、報道等情報整理 、自主研究 /14副市長と協議、議会事務局と

協議、市民相談、報道等情報整理、自主研究 /15ふれあい広場、自主研究、報道等情

報整理、須坂♨ /16竜の里須坂健康マラソン全国大会、須坂♨ /17 市民相談、区役

員と協議、広報特別委員会、インター周辺等開発特別委員会正・副、次長協議、自主

研究 /18区役員と協議、議員研修会（欠席）、議運行政視察事前学習会(欠席)、イン

ター周辺等開発特別委員会正・副、次長協議、湯っ蔵んど♨、報道等情報整理 /19 商

工会議所と協議、副市長と協議、議会次長と協議、報道等情報整理 /20報道等情報整

理、市民相談、湯っ蔵んど♨ /21議会事務局、会計課 /23特定行政書士考察日 /24

市民相談、行政書士業務、報道情報整理、会報編集等、生活環境課、議会事務局と協

議、須坂♨ /25議会運営委員会は厨子市議会へ行政視察 /26議会運営委員会は長岡

市議会へ行政視察 /27市民相談、会報編集、議会運営委員会行政視察まとめ、報道情

報整理 /28市民相談２件、行政書士業務、市理事者と協議、須坂♨所用、報道情報整

理 /29 会報編集、配信、報告会発信、町内巡回、もみじ荘♨ /30会報配信、市民相

談 /31報道情報整理、市民相談、行政書士業務、会報編集 須坂♨ 
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