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佐藤寿三郎の議員活動詳報 
ことぶき月報 (No.241) 2018 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．第 23 回 議員活動報告会を開催しました 
  平成 30 年 10 月 14 日午後 1 時より、境沢町公会堂におきまして、恒例の佐藤壽三

郎議員の、数えて 23 回目の議員活動報告会が催されました。小松裕前衆議院議員、

若林健太前参議院議員も駆けつけられて、激励のあいさつをいただきました。 
 

1 部は、「須坂市の抱える課題についての講演と事業の説明」として、 「人口減少

時代における須坂市の展望！」について三木正夫須坂市長が熱く、聴衆に問いかけ

られました。 「須高区域に関わる県政の進捗状況について」を、村石正郎県議会議

員が県政報告をされました。 

 

「① 須坂市の平成 30 年度予算の特徴と執行状況について。② 少子高齢化時代にお 

ける行政サービス提供の課題解消策について」を、中島久須坂市財政課長が噛み砕 

いて説明をされました。市民の最大の関心事である、「① インター周辺開発に係る 

進捗状況について。② 通学路におけるブロック塀の調査結果と改修費用補助金に 

ついて」を、滝澤 健一まちづくり課長が詳細に説明をされ、各々の講師に対する 

質疑応答がなされました。 
 

２部として 佐藤壽三郎市議会議員が、初陣から 5 期、20年間変わらない信念で

推し進めてきた提言の進捗状況と、時流に即した喫緊の課題に対処してきた議員活

動の報告がされました。 

聴講者は凡そ 50名（当日止むを得ない理由で参加できないが、資料を所望された

人 30名）でした。ご参加賜りました皆々様に心より御礼を申し上げます。 

 

２．境沢町区民大運動会に参加しました 

平成 30年 10 月７日 境沢町は第 42 回町内運動会を開催し、墨坂中学校校庭に

多数の区民の参加を得て今年も盛会におこなわれました。 

 

競技の開始前に行う競技説明が、要領を得ないらしく競技と競技の時間が空きす

ぎて、このことで参加者が興ざめし運動会自体も興ざしてしまったようです。殆ど

の区民がいままでに経験してきたことを斟酌し、新たに参加された人には要領を得

た説明を図れば、競技する時間より開始前の説明が長すぎることはないと思われま

す。このことにより午前中に運動を終えることができ、区民も折角の休日の午後の

時間を有意義に過ごせせることゝなるのではないかと、参加者から運営役員に猛省

すべきとの声が私い寄せられました。 

 



３．【 自主研究 】 地方議会が抱える課題について 

～人口減少時代の地方議会～  

時事通信社が 2017 年 9 月から取り組んでいる「特集・人口減少時代の地方議会」

は 9 回を重ねます。法定必置である市議会と違って町村議会は、地方自治法で「町

村が条例を定めれば、議会に代わり有権者が直接議案を審議する「町村総会」を設

置できます（直接民主主義）。    

 

時代の要請と制度のメリットを引き出した、間接民主主義を導入する自治体議会

の意義からすれば、特殊の事情を抱える町村を除いて、町村は議会の設置を死守す

べきと考えます。自治体の自治権を尊重すれば、部外者がとやかく言うを控えます

が、民主主義はお金と時間がかかる制度であることを自覚しなければ、専制国家に

逆戻りしかねません。 

 

 過去 9 回の時事通信の特集記事の表題を下記にお示しします。 

(1) 総会検討するも中断―議会維持に注力・高知県大川村 

(2) 若い担い手重視で夜間・休日議会―仕事と両立、予備日も設定・長野県喬木村 

(3)「議員への永久就職」が障害―休職制度で若手にもチャンスを・NPO 法人代表に 

聞く 

(4) 女性模擬市議会、３回開催―市長が答弁、施策の実現も・沖縄県糸満市 

(5) 夜間議会検討も導入見送り―町政課題の多様化背景に・山形県庄内町 

(6) 脱「赤じゅうたん」で活性化―年２回の出前報告会・大阪府大東市 

(7) 議員成り手不足、体系的に検証―住民対話で魅力向上・北海道浦幌町議会 

(8) 読まれる広報紙にこだわって―住民の関心喚起、プロに学ぶ機会も・長野県飯 

島町議会 

(9) 女性も働きやすい環境へ―多様性ある地方議会を・議員連携で模索 

 

４．【青春の追憶】幼馴染とは・・・ 小学校・低学年編 その１  
 

  私の幼少時は、祖母、両親が健在で、三人の姉たちもおり、保育園（当時は確か

託児所と言われた）や幼稚園に通う必要がなかったのか、保育園とか幼稚園に通っ

た体験がありません。無経験なのが洵に残念ですが、幼少のことでありコメントの

しようがありません・・・ 

 

  小学校に入学して、私は初めて集団生活の輪に入ったと言えます。当初は集団生

活の輪に戸惑い、輪に入ることが馴染めませんでしたが、毎日決まった時刻までに

姉に連れられて小学校の下駄箱まで連れていかれ、決められた教室に行くことが、

今までの生活にないことなので、これが又楽しくて仕方ありませんでした。教室に

入ると自分の机があり、顔ぶれが決まった机にちょこんと座っていて、毎日同じ先

生が私の名前を呼んでくれるのが、これ又楽しくて仕方ありませんでしたが、同級

生とか担任の先生といった概念が未だ掴めない少年でした。 

 



ある程度日が経つと、登校はまちまちですが下校時にはいつも一緒に帰へるよう

になった女の子が出来ました。あきちゃん（昭枝さん）、くんこちゃん（久美子さん）、

みえちゃん（美江子さん）、たえこちゃん（妙子さん）、きよみちゃん（きよみさん）

の５人です。 

 

小学校の正門の前が、町から市になった市役所（大人は役場と呼んでいました）

で、学校の帰り道は、市役所の正面玄関から入り窓口の通路を一巡して小使室の脇

を抜けて庭にでると、消防自動車が駐車してあり、私が運転台によじ登りハンドル

を握り、、皆が助手席やステップに掴まって「消防自動車の出動ごっこ」をするのが、

何時しか日課となりました。 

 

ところがある日、いつものとおり「消防自動車の出動ごっこ」をして、助手席の

脇にあった手動のサイレンのハンドルを回したけれど、中々回らないので力を込め

て回したところ、急にハンドルが軽くなりゥッゥゥウウウ～～とサイレンが鳴り出

しました。この余りに大きなサイレン音に皆でびっくりしていると、庁内から職員

が飛び出してきて、「このガキ！」と怒鳴られ、皆で一目散に逃げ出したこともあり

ました・・・ 

翌日も、懲りずに「消防自動車の出動ごっこ」をするため、庁内を一巡して消防

自動車に乗り込むと、おじさん（職員）が飛んで出てきて「消防車で遊んではいけ

ない」と「消防自動車の出動ごっこ」の禁止命令を受けました。 

 

私はこの 5 人の少女とクラス替えをする、４年になるまで 3 年間を共に過ごした

訳ですが、私を含め同級生の中で取分け幼馴染と言える６人でした。くんこちゃん

は惜しいことに５０歳で亡くなってしまわれましたが、いまも生き長らえている４

人との交流は続いています。ときに姉のような気遣いを受けると、遠い遠い下校時

の数多ある思い出が蘇り、この歳になっても少しも頭が上がらない私です。 

 

なぜ女の子ばかりと帰ったのか？と思われそうですが、団塊の世代でクラスは６

クラスもあり、且つひとクラス 50 人を超えましたが、私の家の近くの同級生となっ

た子が、偶々女の子ばかりであったことからかもしれません。 

 

人の世は、「邂逅」という摩訶不思議な回り舞台で展開すると思いますが、私にと

っての第１幕「下校はいつも一緒」の場面は、いわば人生を双六に譬えるならば、

将にこれぞ、我が人生の記憶に残る「ふりだし」であったと感じます。齢を重ねる

毎に「邂逅」のありがたさへの思いは強くなる一方です。 

 

５.【 2018 年 12 月期・私が注目した報道の見出し備忘録 】 

12 月議会対策 

         報道の見出し 出展報道 月日 備 考 

総務文教委員会所管    

消防本部    

ヘリ墜落 瞬間的眠気の可能性も ＮＨＫ首都圏 10/25  

知事 ヘリ報告書受け再発防止を ＮＨＫ長野 10/26  



長野市消防局 公表基準まとめる ＮＨＫ長野 10/25  

回避操作行わず衝突 県防災ヘリ墜落で報告書公表 信濃毎日 10/25  

    

学校教育課    

ＡＩ活用、保護者に回答＝よくある１００の質問登録―長野県塩尻市教委 時事通信 10/1  

子どもの安全確保へ防犯体制強化＝石川県白山市教委 時事通信 10/1  

中２自殺はいじめ原因＝「学校、組織対応できず」―新潟 時事通信 10/5  

中学生自殺「原因いじめと推定」 ＮＨＫ新潟 10/5  

いじめ自殺 責任取るよう求める遺族に元校長「仕事続ける」 ＮＨＫ新潟 10/9  

中学生いじめ、自殺未遂３回で車いす生活 ＳＯＳ届かず 朝日新聞Ｄ 10/12  

部活動でのいじめ認定＝中２自殺で第三者委―兵庫県宝塚市 時事通信 10/16  

夏休み延長の課題など議論＝検討委が初会合―長野県教委 時事通信 10/16  

ＬＩＮＥ相談のあり方を検討 ＮＨＫ長野 10/16  

夏休み延長は？引き続き検討へ ＮＨＫ長野 10/16  

夏休み延長 議論開始 県教委 伊那の事例報告 信濃毎日Ｗ 10/17  

児童虐待の重篤事案、埋もれる懸念も＝情報共有の工夫必須 時事通信 10/20  

児童相談所と警察、連携強化＝８府県が全件共有―虐待事案

に早期対応 

時事通信 10/20  

須坂で中学生アンケート回答紛失 ＮＨＫ長野 10/23  

ネットのいじめ 過去最多に ＮＨＫ首都圏 10/26  

いじめ認知４１万件 過去最多に ＮＨＫ首都圏 10/25  

１７年度県内いじめ認知件数 過去最多５３２９件 信濃毎日ｗ 10/26  

「子どもにやさしいまち」検証＝日本の５自治体で開始―ユニセフ 時事通信 10/30  

小中学校プール存否で有識者会議 ＮＨＫ長野 10/31  

    

子ども課    

児童虐待 最悪の事態を防ぐため 信濃毎日ｗ 10/4  

    

人権同和教育課    

総務課・危機管理室     

非常勤の民間転籍いったん白紙に＝町外企業への委託に懸

念―鹿児島県さつま町 

時事通信 10/1  

高山村で震度１ ＮＨＫ長野 10/4  

災害情報弱者 支援態勢の再検討を 信濃毎日Ｗ 10/8  

高山村で震度１ ＮＨＫ長野 10/11  

行政手続きデジタル化 政府、推進へ議員立法 日本経済Ｗ 10/12  

地震対策への信頼揺るがす＝改ざん手法、口頭で伝承―免震不正 時事通信 10/16  

県庁は「プロフェッショナル集団」と評価＝政策立案に課題

―中村愛媛知事 

時事通信 10/16  



長野市役所にも問題のダンパー ＮＨＫ長野 10/17  

高山村と山ノ内町で震度１ ＮＨＫ長野 10/16  

南海トラフ 防災対応素案を提示 ＮＨＫ長野 10/23  

飯山市長選 足立氏が３回目当選 ＮＨＫ長野 10/29  

２期目１年振り返り「今後も全力で取り組む」＝加藤長野市長 時事通信 10/31  

    

公務員等の犯罪    

桑名市職員を現行犯逮捕＝出張中に盗撮容疑―埼玉県警 時事通信 10/19  

詐欺容疑で巡査逮捕＝職務中、女性から８０万円―埼玉県警 時事通信 10/19  

教諭２人を懲戒処分＝わいせつ行為などで―福島県教委 時事通信 10/19  

下半身露出の臨時講師免職＝兵庫県教委 時事通信 10/19  

障害者雇用、自治体は３８０９．５人水増し 政府発表 朝日新聞Ｄ 10/22  

温泉施設で盗撮、中学教諭を免職＝埼玉県教委 時事通信 10/26  

農協職員新たな着服 懲戒解雇に ＮＨＫ長野 10/27  

    

政策推進課    

ふるさと納税、規制もやむなし＝地方６団体① 時事通信 10/1  

日銀（長野支店）短観は２期ぶりに改善 時事通信 10/1  

ふるさと納税、「かえってもうかるのは異常」＝河村名古屋市長 時事通信 10/2  

退職金過払い５０００万円＝労組のヤミ専従問題で―神戸市 時事通信 10/4  

未来投資会議の議論のポイント 時事通信 10/5  

６５歳以上雇用へ制度改正＝「生涯現役社会」実現―政府会議 時事通信 10/5  

ふるさと納税、見直し必要＝圏域行政「英知を集め結論を」―石田総務相 時事通信 10/5  

県立大と地域発展や人材育成で連携＝長野県千曲市 時事通信 10/5  

予定価格読み取れるミス相次ぐ 時事通信 10/5  

千曲市側に賠償求める声 ＰＤＦの入札情報露出問題で業者に説明会 信濃毎日Ｗ 10/12  

性的少数者の職員に結婚・介護休暇 福岡市が導入検討 朝日新聞Ｄ 10/12  

「亡霊」のよう、神戸市のヤミ専従 午前職場→午後組合 朝日新聞Ｄ 10/17  

（須坂市）ふるさと納税台風被害りんご発送 ＮＨＫ長野 10/19  

県内の高校生求人倍率２・１０倍 ９月末時点 ２１年ぶりに２倍台 信濃毎日Ｗ 10/31  

    

財政課    

ＰＤＦの入札情報露出 県松本建設事務所でも複数件 信濃毎日Ｗ 10/5  

入札情報“丸見え”は県で８件に ＮＨＫ長野 10/9  

千曲市が価格の算出方法見直しへ ＮＨＫ長野 10/24  

地方税収、再配分へ「粛々」＝東京反発も、規模が焦点―政府 時事通信 10/29  

    

選管事務局    

投票箱開けたら…無効票３割 岩手・雫石町議補選 朝日新聞Ｄ 10/29  



    

議会事務局    

「のどあめは医療行為」熊本市市議会に市民団体が抗議 朝日新聞Ｄ 10/2  

失職の野洲市議、知事裁決で復職 生活拠点が複数 朝日新聞Ｄ 10/4  

鹿児島知事のメッセージカード配布断念 母子手帳交付時 朝日新聞Ｄ 10/4  

のどあめ含んで質疑” 出席停止処分の議員が議会対応を批判 ＮＨＫ熊本 10/10  

地方議員の厚生年金は「セーフティーネット」 萩生田氏 朝日新聞Ｄ 10/10  

北九州市議会、海外視察廃止へ 昼間の飲酒に批判が殺到 朝日新聞Ｄ 10/12  

１７年度決算議決延期へ＝ヤミ専従、不当支出で―神戸市議会 時事通信 10/16  

英議会スタッフにセクハラの嵐 「神のよう」な議員が 朝日新聞Ｄ 10/17  

議会欠席理由に「育児」明記＝会議規則改正へ―兵庫県議会 時事通信 10/23  

４割が妊娠で辞職検討＝出産経験を調査―地方議員ネット 時事通信 10/23  

政務活動費 自治体７割で低下 領収書ネット公開で 毎日新聞 W 10/28  

    

福祉環境委員会所管    

福祉課    

「食料買えない」３割経験＝中学生いる低所得世帯、希望学

歴に親子差―ＮＰＯ調査 

時事通信 10/22  

    

健康づくり課    

「産後うつ」 県内４市、きょうから健診費用助成 信濃毎日Ｗ 10/1  

風疹感染者去年の３倍 注意を ＮＨＫ長野 10/10  

「精神薄弱症」で２人不妊手術 ＮＨＫ長野 10/11  

認知症の地域医療拠点新たに指定 ＮＨＫ長野 10/12  

医療費削減、予防医療は役立つか 財務・厚労が「入り口」論争   日本経済Ｗ 10/17  

スズメバチ、今季は激増？＝暖かい春、早い巣作り―専門家

「静かに逃げて」 

時事通信 10/27  

    

市民課    

架空請求被害額 ３倍余に増加 ＮＨＫ長野 10/22  

自転車保険の加入義務化 県が条例骨子案示す 信濃毎日Ｗ 10/25  

    

生活環境課    

産廃不法投棄防止で抜き打ち検査 ＮＨＫ長野 10/12  

長野市中心部のカラス対策会議 ＮＨＫ長野 10/26  

    

経済建設委員会所管    

農林課・農委会    

県の農業試験場が一般公開 須坂 ＮＨＫ長野 10/6  



今秋一番の冷え込み 霧氷も観測 ＮＨＫ長野 10/31  

    

産業連携開発課    

県内の業況判断指数 ７期連続プラス水準 信濃毎日Ｗ 10/2  

景気緩やかに拡大 １３か月連続 ＮＨＫ長野 10/3  

外国人労働者 熟練技能、条件に  永住にも道 新在留資格案  日本経済Ｗ 10/11  

連合などと働き方戦略会議＝長野県 時事通信 10/23  

八十二銀行、連結純利益１９．１％減＝１８年９月中間決算 時事通信 10/26  

９月の求人倍率、４４年８カ月ぶり高水準＝１．６４倍、就

業進む―失業率は２．３％ 

時事通信 10/30  

９月の鉱工業生産、１．１％低下＝２カ月ぶり、災害影響―経産省 時事通信 10/31  

    

商業観光課    

須坂産の果物クラフトビールＰＲ ＮＨＫ長野 10/3  

商店街を道路協力団体に指定＝路上の収益活動可能に―札幌市 時事通信 10/26  

    

道路河川課    

    

まちづくり課     

日本の住宅市場の特異性(上) 強い私権 空き家対策阻む   

倉橋透 独協大学教授 

日本経済Ｗ 10/26  

外国人観光客に役立つ標識調査へ ＮＨＫ長野 10/28  

ブロック塀倒壊は施工不良＝女児死亡事故で報告書―大阪府高槻市 時事通信 10/29  

須坂市動物園にやって来たトナカイ 私の名は「ベル」です 信濃毎日 W 10/30  

    

イオン・大型商業施設関係    

イオン、「フジ」と提携＝１５％出資、四国・中国で事業拡大 時事通信 10/12  

    

各ガソリン価格    

ガソリン 3年ぶりに 159 円/ℓ ＮＨＫ長野 10/4  

ガソリン最高値更新し 161.4 円/ℓ ＮＨＫ長野 10/12  

ガソリン、約４年ぶり高値＝全国平均１５９．６円 時事通信 10/17  

県内のガソリン価格 最高値更新 163.7 円/ℓ ＮＨＫ長野 10/17  

県内レギュラーガソリン１６３円７０銭 ６週連続で値上がり 信濃毎日Ｗ 10/17  

ガソリン価格 引き続き高値 163.7 円/ℓ ＮＨＫ長野 10/24  

    

憲法関連    

小泉元首相「憲法改正なんか、できるわけない」 朝日新聞Ｄ 10/8  

憲法改正 約６０％「必要ない」 ＮＨＫ長野 10/14  



改憲より年金・医療に注力を＝河野元議長 時事通信 10/15  

自民、改憲へ新体制始動＝臨時国会で進展目指す 時事通信 10/19  

    

国政     

逆風下の民意に重み＝沖縄知事選 時事通信 9/30  

辺野古移設阻止に決意＝沖縄知事選勝利の玉城氏 時事通信 10/1  

強制退去手続き、１６％増＝今年上半期、６割が不法就労―法務省 時事通信 10/5  

消費増税、予定通り実施を＝悪影響の緩和も必要―ＩＭＦ 時事通信 10/5  

自民改憲案、公明党と事前協議見送り 9条改正など 4項目 日本経済Ｗ 10/6  

自民党県連参院選に小松氏擁立へ ＮＨＫ長野 10/28  

入管法改正案 拙速審議は禍根を残す 信濃毎日Ｗ 10/30  

徴用工判決 日韓関係への影響避けよ 信濃毎日Ｗ 10/31  

    

加計学園問題    

今治市長「もう前を向いて」＝獣医学部問題 時事通信 10/7  

通り一遍、疑惑晴れず＝加計氏会見、１時間２０分 時事通信 10/7  

加計氏会見「疑惑深まる」＝関係者の国会招致要求―立憲幹事長 時事通信 10/7  

加計氏、安倍首相面会「記録ない」＝重ねて否定、虚偽謝罪

―獣医学部新設 

時事通信 10/7  

「県は物証出した、加計も物証示して反論を」県議が批判 朝日新聞Ｄ 10/7  

加計氏、首相答弁と食い違い「そう言われればあるかも」 朝日新聞Ｄ 10/7  

加計氏会見「一定の評価をしたい」 愛媛県議長 朝日新聞Ｄ 10/10  

    

 

【北信濃鏡】 

10/1 会報配信、二会派慰労会、湯っ蔵んど 

   /2 議員研修会、報道情報収集・整理、境沢町地蔵尊、市民相談、書簡投函 2 通 

/3 G:S 氏相続関係、まきばの湯、9月定例会資料整理。 

/4 G:S 氏総まとめ 

/5、 G:S 氏総まとめ 

/6 G:S 氏総まとめ。湯たり苑、台風 25 号強風、報道情報収集・整理 

/7 境沢町区民運動会 

/8 Ｇ相談＊I 氏、G:S 時系列まとめ、報告会資料作成。報道情報収集・整理 

/9 Ｇ事務処理、八十二銀行出向 

/10 市民病院受診、長野建設事務所出向（Ｇ事務、宅地建物取引業免許更新） 

/11 議員報告会資料づくり。 

/12 議員報告会資料づくり。後援者来所。 

/13 議員報告会資料作成、市民相談：H氏に関わる道路河川課、農業委員会関係。 

/14 第 23 回佐藤壽三郎議員活動報告会、意見交換会。於:境沢町公会堂 

/15 活動報告会の資料まとめ、湯っ蔵んど 



/16 町内活動報告会資料配布、、Ｇ事務処理 SK、報道情報収集 

/17 報道情報収集・整理、 

/18 会報 20 号編集 

/19 議員活動報告会後始末。行政書士会 T 幹部と協議。 

/20 長野出向、 

/21 信州須坂ハーフマラソン。市民相談、もみじ荘 

/22 会報 20 号編集、市民相談、T業務：S 商事、 

/23 報道情報収集・整理、Ｇ事務処理、まきばの湯 

/24 議会登庁、正副議長、インター周辺等開発特別委員会正副委員長、地元議員、 

   市内巡回、村石町出向 

/25 会報編集、相続相談、報道情報収集、湯っ蔵んど 

/26 報道情報収集、長野出向 

/27 報道情報収集、会報編集・配信、長野出向 

/28 会報 FAX 版、会報概報版配信、報道情報収集、市民相談 3 件、もみじ荘 

/29 会報統合版編集、報道情報収集、市民相談、自主研究、Ｇ工事確認 

/30 会報編集、報道情報収集・整理、自主研究 

/31 市民病院、報道情報収集・整理、市民相談 会報統合版編集、行政相談 
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