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佐藤寿三郎の議員活動詳報 
ことぶき月報 (No.229) 2017 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）インター周辺等開発特別委員会 
10 月 11 日、株式会社電弘の力添えを得て、インター周辺等開発

特別委員会委員 18 名と、須坂市中澤正直副市長外関係部課長、JA
ながの須高支所 神林清治氏、須坂商工会所専務理事 春原博氏等総

員 30 名でイオンモール松本へ行政視察を執行しました。 
 

１） イオンモール松本へ行政視察 
       イオンモール松本ゼネラルマネージャー渡瀬栄一氏より、「イオ

ンモール松本」の規模・概要・出店店舗、施設の概要、来客者の駐

車場等について詳細な説明を受けた後に質疑応答をしました。そ

の後、委員は各々店舗内を自由に回遊して情報収集に務めました。 
 

２） 松本商工会議所へ行政視察 
       松本商工会議所専務理事 伊藤淑郎氏、常務理事 上條公也氏、地

域振興部長 赤羽勝氏から、イオンモール松本への出店に係る商工

会議所会員の様々な意見集約の経緯を拝聴すべく、須坂商工会議

所春原専務理事の協力を得て、本行政視察を計画実行しました。 
       同商工会議所で、①イオンモール出店計画について。②大規模小

売店等に関する意見書集約について。③大規模小売店立地法の届

出に対する意見書への回答等について詳細な説明を受けた後、質

疑応答を行いました。 
 

（２）第 65 回 須坂市都市計画審議会 

  平成 29 年 10 月 24 日開議。市役所 305 号会議室 

1) 審議事項 

① 須坂都市計画地区計画の決定（須坂市決定）について。 

五閑地区：地区決定 面積 4.5ha 

地区計画により、周辺環境との調和を図り豊かな自然と歴史、

文化を育んだ良好な景観を保全し、更なる市街化と無秩序な開

発を抑制するとともに、須坂市の産業振興を図るため。 

② 審議結果：出席委員全員異議なく承認されました。 

 

2) 報告事項 

① 須坂市都市計画マスタープランの見直しについて。 



 

② 須坂長野東ＩＣ周辺開発について。 

 

3) その他（佐藤壽三郎委員の建設事務所・警察への要望要旨） 

① 国道 406 号須坂駅西交差点に係る、桜屋から旧河東線西口踏切

までの道路幅員改良計画の進捗状況について。 

② 国道 406 号村山橋を長野方面に渡河すると、急カーブで坂道の

先に信号機が設置されている。須坂方面からの走行は、急カー

ブで坂道であるため、危険であり信号機も見難い。予告信号は

もっと鉄橋側（須坂側）に設置して欲しい。 

③ 柳原信号は、須坂方面から国道 406 号から国道 18 号に右折車

両の専用レーンが設置されているが、専用レーンは大型車三台

が限度で後は、長野市街地方面のレーンに混在するのが現状で

ある。右折レーンの距離を拡張して欲しい。 

④ 国道 18 号を豊野方面から長野市市街地に進む柳原信号手前で、

須坂方面に走行する車は、柳原信号を回避して進むゾーンがあ

る。然し長野電鉄跨線橋があるために２車線であって、しかも

柳原信号が赤だと車の渋滞時にはこの須坂向けゾーンが信号

に近すぎて全く利用できない。このゾーンを利用して須坂方面

に進む車量は観察すると相当数と言える。ゾーンの左側は空き

地であり公有地のようにも窺える。跨線橋という改良し難い環

境もあるが、跨線橋手前から柳原信号までは 3車線に車線を整

備され、須坂方面への車はノンストップで往来出来るよう改良

されたい。 

⑤  インター中村線において、屋島橋からインターチェンジ手前

の信号付近は、昨今は綿内・東山工業団地方面に右折する車両

が多い割には、右折ゾーン短くて右折車両と直進車両が混在す

るために渋滞が激しい。インター周辺に大型商業施設が進出確

定になるまで、極めて流動的でインフラ整備も儘ならないと思

われるが、いずれにしても本交差点を将来に亘って最重点施策

の一つとして認識されたい。 

 

（３）須高市町村議会議員研修交流会を開催 

    平成 29 年 11 月 1 日、須坂市議会、小布施町議会そして高山村議会の

三議会は恒例の合同議員研修を催しました。 

1 部：研修会 

本年度は永年に亘って須高住民の健康の基幹を支え続けた「県立須坂

病院」から「長野県立信州医療センター」に名称が変更になりました同

施設を訪問して、「県立信州医療センターの概要・実績と課題」をセンタ

ーの寺田克院長さんからお聴きし、質疑応答の後に同センター内を見学

しました。 



 

   2 部：交流会 

    須坂温泉に会場を移して、三議会の議員間の意見交換会（交流会）を開

き、議員は個別的に意見を交換しました。 

 

２．【 私の議会外議員活動 】 
 

（１） 陳情取次の結果 

① 〇陳情の趣旨：境沢町在住の児童保護者から、須坂市八幡町にある「八 

                幡町」交差点と、境沢町にある「境沢町北」交差点を、

「スクランブル交差点」に改良して、児童、生徒並びに一 

    般歩行者の安全を図って欲しい要望に基づく陳情。 

〇陳情者：境沢町区長 大坂弘一、市議会議員 佐藤壽三郎 

〇申立日：平成 29 年 5 月 29 日 

〇回 答：須坂警察署へ取次したが、設置は困難であるとのこと。 

 

② 〇陳情の趣旨」：１）臥竜公園内に堀直虎公霊廟に至る道標設置と２）霊 

          廟に直虎公顕彰 板設置並びに３）奥田神社の案内 

板等の陳情。 

〇陳情者：長谷川潔、市議会議員 佐藤壽三郎 

〇申立日：平成 29 年 9 月 19 日 

〇回 答：１）について。は設置を検討して参る。 

     ２）について。奥田神社に取次を行う。 

３）について。本年 7月に業者に依頼して洗浄を行った。 

現在の看板の更新時期になった際にと言おうしていきた

い。 

３．【須坂市関係のある国の選挙結果】 
  

22日投開票の衆院選は、１区は篠原氏が幅広く浸透して小松氏らを破り、

６選を果たされた。 

今回の衆院選の県内投票率（県選管発表の確定値、小選挙区）は 60.40％

で、戦後最低だった 2014 年の前回選（55.48％）を 4.92 ポイント上回った

が、戦後２番目に低い記録となった。因みに１区は 6.82 ポイント増の

57.38％であった。（出典：信濃毎日新聞） 

 

４．【小・中学校・教育委員会関係】  
 

   台風 21 号の影響で、23 日市立豊洲小学校は地域道路の冠水状況もあり臨

時休校。その他の市内全小中学校は 3時間目から授業を開始。 

 

５．【衆議院総選挙の長野県第一区の結果】  
 

篠原孝前代議士が当選されました。 



 

 

当選・篠原 孝 候補 131,883 票 

・小松 裕 候補  85,460 票 

    ・橋本将之 候補  22,817 票 

  ・駒村幸成 候補  3,784 票 

 
【私評】民進党の篠原前代議士は、希望の党が求めた不埒な「踏み絵」を毅然

と拒否され、無所属で立候補されました。この反骨精神こそ、篠原候補の「北

信育ちの心意気」として地域住民に映り「天晴な政治家の矜持」として、甚

（いた）く 1区有権者の心を捉えました。 

元々の民進党員、共産党や社民党の協力もさることながら、この度の｛踏

み絵｝騒動により彼の政治家に必要な心意気を感じた 1 区で、どの党派にも

関わりのない根っからの判官贔屓精神に長ける信州人が、理屈抜きで「篠原

氏を落としてなるものか」の心理が働き、無党派層の人々の心から心を繋い

たことが、失言や失策がない優等生と言える自民党の小松裕候補に大差をつ

けて、６回目の当選を果たされました。 

 

あの高慢ちきな「排除」失言がなかったならば、長野県第 1はもっと接戦

となり、惜敗率の制度によって、この北信地区から二人の代議士が選出した

かと思料します。「排除失言」は、当長野県第 1 区の選挙において、少しも

自民党に加担しなかった選挙となりました。何れにしても、上に立つ者の失

言の怖さを改めて知らされる思いをしました。 

 

当選されました篠原孝候補に、心からお祝いを申し上げます。 

 

６.【台風 21 号による被害状況等について】 
 

１．千曲川堤外冠水被害果樹等 11ha 

２．小島町で個人住宅床下浸水１件 

３．福島スポーツ広場、マレットゴルフ場冠水 

４．相之島排水機場のポンプ故障（４機中２機） 

５．小島町、相之島町 道路冠水 

６．２３日豊洲小学校臨時休校 

７．上八町 カナス工業に雨水流入 

８. 人的被害なし 

  ※市議会事務局（10/24 付）の取りまとめた被害状況等報告書を転記。 

 

７．【壽会佐藤壽三郎後援会】 
 

  第 22 回 佐藤壽三郎議員活動報告会を催します 
 

   開催日 平成 29 年 11 月 19 日 受付：午後 1 時から 

   会 場 境沢町公会堂 （駐車場はありません） 



 

   〇1 部・2 部は入場自由です。3 部は申込みが必要です。 
 

   内 容 

１部 須坂市の課題について。ご説明者：須坂市職員 
 

〇 市の第三セクター・須坂温泉（株）の事業賃貸と地域おこし協力 

隊派遣について 

〇 須坂市の H29 年度予算の要点と執行状況について 

〇 インター周辺開発に係る計画等の進捗について 

    〇 学校給食センター建設の経緯と施設の青写真について 
   

２部 この 1年間の議員活動のご報告   市議会議員 佐 藤 壽三郎 
 

３部 意見交換会 

 

８.【10 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 区分 

政治編 日本経済   

大北事件解明 県会の役割が問われる 信濃毎日 10/2 Ｌ 

木島平村教育長の罷免議案 自殺職員に厳しい指導 信濃毎日 10/3 Ｎ 

街角景気、３カ月ぶり改善＝個人消費が復調―９月 時事通信 10/10 Ｉ 

落書きで４７歳女逮捕関連捜査 ＮＨＫ長野 10/11 刑 

入国外国人、最高の１３３４万人＝ＬＣＣ就航やビザ緩

和で１６％増―上半期 

時事通信 10/12 Ｋ 

善光寺や周辺の落書きにも関与か ＮＨＫ長野 10/12 刑 

木島平村教育長を罷免 村議会が同意 信濃毎日 10/12 Ｎ 

木島平村教育長の罷免議案 可決 ＮＨＫ長野 10/12 Ｎ 

善光寺一帯の落書きに関与か 刑事責任問えるか含め捜査 信濃毎日 10/12 刑 

木島平村教育長罷免 「厳しい指導」内容明かさず 信濃毎日 10/13 Ｎ 

都市部への人口流入鈍化＝高齢化進展が影響―厚労省

調査 

時事通信 10/13 Ｋ 

「不都合な真実」説明不足＝モリ・カケ、改憲素通り―

安倍首相【１７衆院選】 

時事通信 10/17 Ｐ 

不正受給保育園に返還請求＝兵庫県姫路市 時事通信 10/17 刑 

県内竹林急拡大の恐れ 県環境保全研など調査  信濃毎日 10/18 Ｍ 

国の地方創生推進交付金採択額 ４３道府県で 9.8 倍の開き 信濃毎日 10/19 Ｌ 

衆院選 県内投票率６０・４０％ 都道府県別６番目 信濃毎日 10/23 Ｌ 

県内小選挙区 自民２、希望２、無所属１ 自民は１議席減 信濃毎日 10/23 Ｌ 



 

日銀の大規模緩和継続へ＝アベノミクス副作用に警戒感【17 衆院選】 時事通信 10/24 Ｉ 

個人情報漏えいで５カ月減給＝都市計画部の男性課長―前橋市 時事通信 10/24 Ｆ 

「地方自治」明確化を＝改憲で首相に要望―知事会長 時事通信 10/26 Ｓ 

ポスト黒田も黒田氏本命 交代に円高リスク   日本経済 10/28 Ｆ 

教育無償化「一律は不適切」＝財政、一段悪化を懸念―財務省提言 時事通信 10/28 Ｂ 

長野市長に加藤氏再選 時事通信 10/29 Ｎ 

加藤氏「県全体を盛り上げたい」 ＮＨＫ長野 10/29 Ｎ 

自民副総裁、９条２項「削除は無理」 時事通信 10/31 Ｎ 

「地方分権に逆行」と反対＝消費税配分見直しの財務省

案―松井大阪知事 

時事通信 10/31 Ｓ 

再選の加藤市長が初登庁＝長野市 時事通信 10/31 Ｓ 

若者Ｕターンへ雇用確保＝市政２期目で抱負―加藤長野市長 時事通信 10/31 Ｎ 

９月の鉱工業生産、１．１％低下＝スマホ部品が減少―経産省 時事通信 10/31 Ｉ 

    

経済編    

９月の県内企業短観 全産業で上昇しプラス２０   信濃毎日 10/2 I 

景況感、１０年ぶり高水準＝輸出堅調、４期連続改善―大

企業製造業・９月日銀短観 

時事通信 10/2 I 

ガソリン、３週連続値上がり＝全国平均１３３円７０銭 時事通信 10/4 Ｆ 

ガソリン価格 ６か月ぶりの高値 ＮＨＫ長野 10/5 Ｆ 

街角景気、３カ月ぶり改善＝個人消費が復調―９月 時事通信 10/10 I 

ガソリン、値上がり＝４週連続、平均１３４円９０銭 時事通信 10/12 Ｆ 

ガソリン、２年２カ月ぶり高値＝全国平均１３５円５０銭 時事通信 10/17 Ｆ 

上半期の倒産 過去５年で最多 ＮＨＫ長野 10/20 Ｉ 

ガソリン、６週連続値上がり＝１３５円６０銭 時事通信 10/25 Ｆ 

ペーパーレス会議導入＝大森岡山市長 時事通信 10/24 Ｓ 

ガソリン価格は高止まり（県内） ＮＨＫ長野 10/24 Ｆ 

宅地 県平均７・６％下落 基準地価格下げ幅は縮小 信濃毎日 10/25 Ｉ 

県内の経済「緩やかに回復」 時事通信 10/27 Ｉ 

速報＝７～９月期の米ＧＤＰは３．０％増となった 時事通信 10/28 Ｉ 

景気は順調、物価は低迷＝デフレ心理根強く―日銀 時事通信 10/31 Ｉ 

速報＝日銀は、2017 年度の物価上昇率見通しを 1.1％か

ら 0.8％へ下方修正した 

時事通信 10/31 Ｉ 

家計支出、０．３％減＝２カ月ぶりマイナス―９月 時事通信 10/31 Ｉ 

    



 

社会編    

虐待防止を水引でＰＲ 長野の児童養護施設職員ら 信濃毎日 10/3 Ｂ 

須坂警察署管内の犯罪発生状況 10/3～９ 須高防犯協会 10/9 Ｃ 

善光寺の落書きで女を逮捕 建造物損壊などの疑い 信濃毎日 10/11 Ｎ 

子どもの貧困対策に塾クーポン：東京と渋谷区外 時事通信 10/12 Ｂ 

新型「あずさ」量産車 松本駅に初登場 信濃毎日 10/13 Ｎ 

須坂警察署管内の犯罪発生状況 10/10～16 須高防犯協会 10/16 Ｃ 

元交番相談員を書類送検、個人情報保護条例違反で 信濃毎日 10/17 Ｊ 

長野電鉄で踏切事故けが人なし ＮＨＫ長野 10/24 Ｃ 

台風２１号 農作物の被害２億円（長野県） ＮＨＫ長野 10/24 Ｊ 

“イオンモール松本”渋滞 周遊バスで緩和 ＮＨＫ長野 10/24 Ｎ 

善光寺落書き 逮捕女を鑑定留置 ＮＨＫ長野 10/25 Ｎ 

県内初 ミサイル想定し避難訓練 ＮＨＫ長野 10/25 Ｕ 

台風の農業被害額２億７千万円に ＮＨＫ長野 10/26 Ｊ 

県内のいじめ認知４２１４件 前年度比２・７倍 信濃毎日 10/27 Ｂ 

県内の小中高 いじめの件数２.７倍に ＮＨＫ長野 10/27 Ｂ 

減塩定食は信州づくし 長野市民病院考案 信濃毎日 10/30 Ｎ 

心不全は「命縮める病気」＝定義公表、実態調査も―学会 時事通信 10/31 Ａ 

公共施設の運営 八十二銀支援へ 信濃毎日 1031 〇 

    

各紙社説等    

財政再建への責任がかすんだ自民公約 日本経済 10/4 Ｋ 

衆院選に問う アベノミクス 行き詰まり認め論議を 信濃毎日 10/5 Ｉ 

ノーベル文学賞に輝いたカズオ・イシグロさん 日本経済 10/6 Ｔ 

衆院選に問う 国と地方 対等な関係をどう築く 信濃毎日 10/12 Ｋ 

衆院選に問う 憲法論戦 ごまかし許さぬ目を 信濃毎日 10/18 Ｋ 

安倍政権を全面承認したのではない 日本経済 10/23 Ｋ 

女性議員 増やす仕組み具体化を 信濃毎日 10/27 Ｓ 

（長野市長選）加藤氏再選 市政をもっと近づけて 信濃毎日 10/30 Ｎ 

    

議員活動資料    

日銀短観・識者コメント 時事通信 10/2 I 

識者はどう見る？＝アベノミクス、憲法改正【１７衆院選】 時事通信 10/10 Ｖ 

【政策力を磨く】◎政策づくりに必要なストーリー性 時事通信 10/12 研 

所有者不明の土地調査 法務省、相続人に登記促す 日本経済 10/3 Ｗ 



 

所有者不明土地に利用権新設 通常国会に特措法 ・国交省方針 日本経済 10/25 Ｗ 

所有者不明土地による損失６兆円に 2040 年、民間試算   日本経済 10/26 Ｗ 

【用語解説】 危機対応融資 時事通信 10/25 Ｉ 

【政策力を磨く】◎政策づくりの前提となるＤＣとＤＡ 時事通信 10/26 Ｉ 

※茶色文字は特に注目した記事を示します。 

 

【北信濃鏡】平成 29 年度 10 月期分 

10/1 市民相談、会報配信、要件事実研究、報道情報整理 

 /2 行政書士業務、境沢町地蔵尊祭直会、行服法研究 

/3 議会事務局、健診（Ｗ）、産業連携課打合せ、議員間意見交換会、行服法研

究、須坂♨ 

/4 市民病院、産業連携外１課と打合せ、 

/5 議員研修会、行訴法研究、行審法、朋人失業協議、 

/6 直虎公陳情処理、県行政書士会、行続法研究 

/7 行訴法研究 

/8 行政手続法研究、須坂♨ 

/9 境沢町区民運動会、行政手続法研究、第 22回活動報告会起案、須坂♨ 

/10 議員活動派遣要請、行服法研鑽、相続相談、市理事者と協議、第 22 回報

告会役員協議、講師派遣要請書提出 須坂温泉♨ 

/11 インター周辺等開発特別委員会行政視察（イオン・松本、松本商工会議

所）、第 22回報告会の役員協議、須坂♨ 

/12 市民病院、市民相談（株券名義書換）、行服法 

/13 行訴法（要件事実）研鑽、市理事及び議会事務局と公聴会記録の取寄せ協

議、市担当 

課と日本大学教授のヒアリング調査協力について、報道情報整理 

 /14 行政手続法・行審法・行訴法研鑽 

/15 竜の里健康マラソン、行政手続法・行審法・行訴法研鑽 

/16 行政書士業務（遺産分割）、堀内議員来所、行政手続法・行審法・行訴法

研鑽、須坂♨ 

/17 行政書士会研修会、行政手続法・行審法・行訴法研鑽 

/18 報道情報整理、行政手続法・行審法・行訴法研鑽、須坂♨ 

/19 市民病院、行政手続法・行審法・行訴法研鑽、報道情報整理 

/20 市民相談、行訴法・行審法・行続法研鑽、支援者来所、市民相談、議会事

務局、議会運営委員長、健康づくり課と協議、報道情報整理 

/21 行政手続法・行審法・行訴法研鑽 

/22 県行政書士会、特定行政書士考察日、 

/23 議員報告会開催通知発信、須坂♨（暗梁強集水）報道情報整理、須坂♨ 

/24 須坂市都市計画審議会出席、町内巡回、報道情報整理、弁護士と協議、市 

民相談 

/25 書籍整理、議会報整理、報道情報整理、須坂♨ 



 

/26 市民病院、会報編集、書籍整理、報道情報整理 

  /27 行政手続法研鑽、農業委員会、まちづくり課、健康づくり課、議会事務局

と確認。会報編集、報道情報整理、報道情報整理 

 /28 会報配信、倅一家夏休みで帰省、須坂♨ 

 /29 飯山線・観光列車「といこっと」で十日町に出向。 

 /30 会報配信、報道情報整理、会報編集、行政手続法研鑽、長野出向、PC 整

備 

 /31 須高市町村議員研修会、須坂♨、報道情報整理、行審法研鑽 
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