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佐藤寿三郎の議員活動（詳報版）  
ことぶき月報 (No.277) 2021 年 10 月号 

―ご意見・ご要望をお寄せください― 

 

【須坂市議会令和 3年 12 月定例会に向けて】 

１．【私の議会内議員活動】 
（１）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 10 月 6 日 18 時 30 分から 20 時 
  開議場所 議会第 4 委員会室  
  協議事項 区長会役員との意見交換会 
       参加者：区長会長外三役、外 12 のブロック長のみなさん 
       議 題：市議会議員に立候補しやすい環境づくり 
           市議会に対する市民の関心を高める方策等 

２．長野広域連合議会 

  ○令和 3 年 11 月定例会 11 月 25 日長野市議会議場に招集予定です  

３．【 私の議会外議員活動 】 

（１）陳情・相談 

〇砂利採取許可申請に関わる区長の不同意書の法的効力について：上高井砂利 

採取販売事業組合外 2組合  

（２）陳情等に基づく現地調査 

〇陳情が成就し、土留めの施工がなされた箇所の現地確認：亀倉地籍 

 

４．【お寄せいただいた陳情・市民の声】 

（1）陳情 
〇10 月 18 日、境沢町住民より町内の農業用水の水流の確保をされたい陳情を受理。 

市道路河川課に取次ました。 

（２）市民の皆様からの声 

    【コロナウイルス感染症に関係して】 

〇コロナの感染者数も、少し減って警戒レベルもさがってきましたね。 

第 6波に警戒しつつも、できることをやっていきたいです。 女性 10/4 

〇須坂市も久しぶりに出てしまいましたね。ワクチン未接種の年齢層のような気 

がします 男性 10/8 

〇一喜一憂のコロナ情報ですが、自分のやるべきことをしっかりやってウィズコ 

ロナを受け入れています。女性 10/８ 

〇須坂市の感染者久しぶりに出ました。改めて気を引き締める良い機会になりま 

した。 男性 10/8 



〇コロナに振り回され疲れます。女性 10/8 

〇安心していたが、コロナ恐るべしですね。 男性 10/8 

〇早く治療薬が日本で開発されると良いですね 女性 10/15 

〇感染者減少が確かなものであるかといいのに。まだまだ気を引き締めていきま 

 す。 女性 10/16 

〇ワクチン接種が済んでいるからって甘く見てはいけませんね！ 女性 10/19 

【 市政に対する報告・ご意見 】 

〇9月議会で共産党の竹内議員が、決算提案に賛成の討論を行ったことに関し、共 

産党議員もなんでも反対ではなく、是々非々の立場で発言されたことは大変結 

構なことだと思いました。   男性 10/1 

〇イオンモール、ルートイン、アークランド、ヤマダのインター周辺への進出決 

定とのこと誠におめでとうございます。この時代に快挙です。ただ、その一方 

での中心市街地の衰退への対応も悩ましい課題ですね。もう循環バスも回って 

いるかとおもいますので、共存共栄の施策があればよいのですが。男性 10/3 

  〇議会の一般質問中継を観ていて、「明らかに質問原稿を代作してもらったものを、

自作のものとして読んでいるとしか思えない議員がいますが、こんなことって

許されるのですか。」    男性 10/8 

〇いつも市政の貴重な情報ありがとうございます。男性 10/10 

〇総選挙の結果に興味があります。 男性 10/15 

 

【中学校体育館のガラスが割られた件のご意見】 

〇（窓ガラスを）割った人には、今後のことも考えて、やりっぱなしということ 

でなく、反省し、対価を払ってもらい、再発がないようにしたいところですね。 

 女性 10/4 

５． 【研究・地方議会と市議会議員】  

（１） 令和3年 10月 6日市議会議員選挙の課題等検討特別委員会と区

長会役員の意見交換会でだされた区長さんからのご意見等の手

控え 
〇議員定数を減らして報酬を上げたらどうか。 

〇広報活動費が明確でない。 

〇議会報の編集が良くなっている。 

〇政務活動費の返還金が多いが、その主なる原因は？ 

〇地域の中での議員選びは難儀する。 

〇市に要望を出しても実現しない。 

〇一般質問における市長との質疑応答の内容が分からない。市民に分かる質問 

をして欲しい。 

   〇地元の件、一般質問で理解できた。 

   〇土・日に議会を開催して欲しい。 



   〇市議会の傍聴者が殆どいない。 

   〇理事者と議会の一体化を望む。 

   〇市議会議員は名誉職と思っていた。 

   〇ICT の活用について。 

   〇市議会報の内容は、もっと要約して課題発行して欲しい。 

   〇市議会の情報ＳＮＳについて。 

   〇成年年齢の引き下げによる中・高生の政治への関心度について。 

   〇議員削減は慎重にされたい。 

   〇インターネット投票の導入も考えられたい。 

 （２）【 『民主主義とは何か・宇野重規著』読後のまとめ 】 

   ①「多数決と少数派の尊重」について 

         〇地方議会は国会と異なり議員首長制でないにも関わらず、与党と野党の 

分別が暗黙の裡に敷かれていて、遠望した施策や捉え方が排斥される場合 

がありますが、議員としての本分に従っての表決であれば、異存はありま 

せん。表決が紙一枚で分かれた議案の採決の結果を懼れます。 

 

 地方議会は、専門知識を携えた議員は極めて少ないと思います。否、地 

方議会は市民の多種多様な議員の発言による、一般常識的な判断を期待し 

ての議会構成を目指す場なのでしょうか。最近の社会情勢は複雑化、重曹 

構造であることを勘案するときに、上程される条例、予算、決算審議にお 

ける、議員の知識も「広く・浅く」では歯が立たず、法律知識（行政法・ 

民法等）、地方税や地方財政知識に基づいた思考・分析能力が求められて 

いることは、委員会審査等でひしひしと感じます。 

 「民主主義とは何か」の観点から、議員の発言或いは表決については、 

選挙によって選ばれた代表者であることをお互いに重く受け止め、採決の 

結果が少数派になった場合の意見は、等しく意見を尊重されるべし、表決 

の度に自重しております。   

 

   ②「民主主義とは選挙に尽きるのか」について 

      民主主義とは、市民は何が問題であるかを理解し、判断し、その決定を 

実行する公職者の責任を厳しく追及しました。まさに民主主義とは「参加 

と責任のシステム」だった・・・（文中略）近代の議会制民主主義が民主主 

義である理由は、どうしても選挙で代表者を選ぶという一点に集中しがち 

です。（『民主主義とは何か・宇野重規著』250 頁～） 

 民主主義とは、選挙を通じて国民の代表者を選ぶにある。一方で自分た 

ちの社会の課題を自分たち自身で解決していくことが大切であり、選挙だ 

けが民主主義ではない主張が対峙しるようだが、筆者はｒ「両論は対抗的 

ありつつも相互補完的に捉えるのが妥当ではないか」と・・・ 

 私も地方議員を 6 期務める経験からして、選挙の開票結果が総てを評価 



する材料にはならないと思っています。組織票の絨毯に乗っての得票を振 

りかざしても実が無ければ、議会内での支持は得られません。その意味か 

らすれば、民主主義とは選挙に尽きるとは些か疑問です。 

議員としての資質は、今、何が問題で、市の為には何を為すべきかを理 

解し、判断し、その決定を実行する公職者と相互補完的に協力する力量が 

議員（議会）にも必要であると思っております。 

 

   ③「民主主義は制度なのか理念なのか」について 

    〇民主主義は制度と捉える:国民が主権者であり、その国民の意思を政治に 

適切に半円させる具体的な仕組みだとする。 

    〇民主主義は理念だと捉える：平等な人々が共に生きていく社会をつくって

いくための、終わることのない過程だとする。  

筆者は、両面があることを前提に、両者を不断に結び付けていくことが

重要だとする。  『民主主義とは何か・宇野重規著』252 頁～） 

 

     思うに、議会の役割を咀嚼して、「無力な議会」と謗られないように、前記 

のとおり議員として、今、何が問題で、市の為には何を為すべきかを模索し、 

方策を判断して、その決定を議会と市長部局が共に推進することが、現代社 

会に求められる議員（議会）像と思います。 

 

（３）新型コロナから市民の命と生活を守るために、今何を為すべきか 

①  新型コロナの日本上陸時点に遡っての国の対応の洗い直しを 

②  緊急事態時に法の文言の厳格性に拘り過ぎた対応の遅れのまずさの改善策 

③  コロナ拡散防止策（ブレーキ）と経済の失速のテコ入れ（アクセル）の繰り 

返しによる第２波、第３波、第４波、第５波のうねりの検証と今後の予測を 

④  外国製薬会社人っ頼りの日本のコロナワクチンと接種体制の打破を 

⑤  杜撰な国の給付金支給と火事場泥棒的犯罪者に対する毅然とした法の裁きを 

⑥  国のコロナ感染者の自宅療養措置がもたらした、結果の市民間に広まる不安 

と猜疑心の払拭について 

⑦  コロナ感染者の医療現場の逼迫解消政策の緩慢さの是正 

⑧  医療従事者の身の保全策の徹底周知を 

⑨  コロナ第 6波に備えるための手立てとしての具体的な国の検査並びに対応策 

⑩  新型コロナウイルスは、インフルエンザ並みに落ち着くのかの先の見えない 

 不安についての市民感情に対する国の説明を 

⑪  国の新型コロナの担当大臣がコロコロ変わる、無責任な日本の国政人事に対 

する国民の不平と不信の解消を図る国政 

 

 

 



９．【 読本備忘録】 
〇 コロナ危機の政治  竹中治堅著   中公新書 
〇 戦国名将の気くばり 風巻紘一著      日本文芸社  

    〇 財務次官モノ申す  矢野康治寄稿   文藝春秋 11 月号 

       〇 漢詩をよむ     佐藤正光著     ＮＨＫテキスト 

    〇 昭和の記録・私の思い出 須高歴史研究会 文藝出版  

    〇 民主主義とは何か    宇野重規著 講談社現代新書 

〇 月刊日本行政 No.588 日本行政書士会連合会 

〇 新型コロナから命を守れ 西浦 博著 中央公論新書 

〇「よそもの」が日本を変える 鎌田由美子 日経ＢＰ 

〇 思考の技術  立花 隆著 中公新書ラクレ 

 

 

◎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 10 月分） 

 

〇 長沼の災害公営住宅断念 長野市方針 住民に説明へ 信毎 10/2 

〇 台風１９号災害から２年 被災地の住民らが追悼集会 Ｎ長野 10/3 

〇 加藤長野市長 「長沼の災害公営住宅の建設は適切ではない」Ｎ長野 10/6 

〇 長野市 災害公営住宅の建設見送り説明会 住民側は反論 Ｎ長野、信毎、朝日 

 10/9 

〇 台風１９号から２年 今も３９０世帯余が仮住まい Ｎ長野 10/12 

〇 台風１９号の災害を次の世代に伝える 長野市豊野町で追悼式典 Ｎ長野 10/13 

〇 台風１９号から２年「流域治水」について学ぶシンポジウム ＮＨＫ長野 10/22 

 

◎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 10 月分） 
〇 15 人感染 須坂市 0人 県内累計 8738 人 10/1 

〇 10 人感染 須坂市 0人 県内累計 8748 人 10/2 

〇 11 人感染 須坂市 0人 県内累計 8759 人 10/3 

〇 １人感染 １人は約２か月半ぶり 須坂市 0人 県内累計 8760 人 10/4 

〇 ５人感染 前週火曜日と同数  須坂市 0人  県内累計計 8765 人 10/5 

〇 新型コロナ 予約なしの接種受付開始 県設置の会場:長野市の「ホテルメトロポ 

リタン長野」10/6 

〇 １２人感染 先週水曜と同数    須坂市 0人 県内累計 8777 人 10/6 

〇 ６人感染 前週木曜より２人減 須坂市 0 人 県内累計 8783 人 10/7 

〇 １０人感染 １週間前より５人減 須坂市 2 人 県内累計 8793 人 10/8 

〇 今月中に県民の８割に２回目接種の目標 知事「ほぼ実現可能」Ｎ長野 信毎 10/8 

〇 ８人感染 須坂市 1 人 県内累計 8801 人 10/9 

〇 ３人感染  須坂市 0 人 県内累計 8804 人 10/10 

〇 ２人感染  減少傾向は続く 須坂市 0人 県内累計 8806 人 10/11 

〇 ４人感染  須坂市 0 人 県内累計 8810 人 10/12 

〇 ７人感染 ５日連続で 10 人下回る 須坂市 0 人 県内累計 8817 人 10/13 



〇 ５人感染 須坂市 0人 県内累計 8822 人 10/14 

〇 ２人感染 須坂市 0人 県内累計 8824 人 10/15 

〇 ７人感染 須坂市 1人 県内累計 8831 人 10/16 

〇 県内新型コロナ感染者 0人 ＮＨＫ長野 10/17 

〇 ２人感染 須坂市 0人 県内累計 8833 人 10/18 

〇 ４人感染 須坂市 0人 県内累計 8837 人 10/19 

〇 ５人感染 須坂市 0人 県内累計 8842 人県独自警戒レベル全域で１に  10/20 

〇 ２人感染 須坂市 0人 県内累計 8844 人 10/21 

〇 ５人感染 須坂市 0人 県内累計 8849 人 10/22 

〇 ３人感染 須坂市 0人 県内累計 8852 人 10/23 

〇 １人感染 須坂市 0人 県内累計 8853 人 10/24 

〇 ４人感染 須坂市 0人 県内累計 8857 人 北信警戒レベル「３」に引き上げ 10/25 

〇 ８人感染 中野市の中学校で集団感染か 須坂市 0人 県内累計 8865 10/26 

〇 長野県新たな感染者ゼロ １０日ぶり 10/27 

〇 ３人の感染いずれも中野市 中学校男子生徒と小学校女子児童 須坂市 0人  

県内累計 8868 人 10/28 

○ ３人感染いずれも中野市 須坂市 0人 県内累計１8871 人 10/29 

○ 中野市で１人感染 須坂市 0人 県内累計 8872 人 10/30 

○ 新型コロナ 県内で新たな感染確認なし県内累計 8872 人 ＮＨＫ長野 10/31 

【情報源： ＮＨＫ長野、信濃毎日新聞、朝日新聞】 

 

【県内の 10 月期の日毎午後８時時点での実質病床使用率】 

１日 県全体 ８.７％。地域別：北信で １０.３％ 

２日 県全体 ８.１％。地域別：北信で  ９.６％  

３日 県全体  ８.３％。地域別：北信で １１％ 

４日 県全体 ６.４％。地域別：北信で  ６.６％ 

５日  県全体 ５.３％。地域別：北信で  ５.９％、 

６日 県全体 ６.４％。地域別：北信で  ７.４％ 

７日 県全体 ６.６％。地域別：北信で  ９.６％  

８日 県全体 ６.４％。地域別：北信で １０.３％ 

９日  県全体  ７.２％。地域別：北信で １２.５％ 

１０日  県全体 ７.２％。地域別：北信で １２.５％ 

１１日 県全体 ７％。  地域別：北信で １１.８％ 

１２日 県全体 ５.７％。地域別：北信で １１.８％ 

１３日 県全体 ５.１％。地域別：北信で  ９.６％ 

１４日 県全体 ５.７％、地域別：北信で １１.０％ 

１５日 県全体 ５.１％、地域別：北信で  ９.６％ 

１６日 県全体 ４.３％。地域別：北信で  ８.１％ 

１７日 県全体 ４％。  地域別：北信で  ７.４％ 

１８日 県全体 ３.８％。地域別：北信で  ７.４％ 



１９日 県全体 ３.６％。地域別：北信で  ８.８％ 

２０日 県全体 ３.４％。地域別：北信で  ８.８％ 

２１日  県全体 ２.６％。地域別：北信で  ７.４％ 

２２日 県全体 ２.６％。地域別：北信で  ７.４％ 

２３日 県全体 ２.５％。地域別：北信で  ７.４％ 

２４日 県全体 ２.６％。地域別：北信で  ８.１％ 

２５日  県全体 ２.５％。地域別：北信で  ６.６％ 

２６日 県全体  ２.８％。地域別：北信で  ９.６％ 

２７日  県全体 ２.３％。地域別：北信で    ８.１％ 

２８日  県全体  １.３％。地域別：北信で    ４.４％ 

２９日 県全体 １.３％。地域別：北信で  ４.４％ 

３１日 県全体 １.５％。地域別：北信で  ５.１％ 

【情報源： ＮＨＫ長野】 

◎注目した政・経・社会の報道備忘録（令和 3年 10 月分） 

〇【日銀短観】県内企業の景気判断 ワクチン接種進み５期連続で改善  

Ｎ長野 10/4 

〇 ガソリン価格は約７年ぶりの高値 165.6 円/ℓ Ｎ長野 10/1 

〇 県内の最低賃金 今日から時給８７７円に ２８円引き上げ Ｎ長野 10/1 

〇 八十二銀、投資専門子会社を設立 事業再生などを支援 日経 10/1 

〇 長野の有効求人倍率、12 カ月ぶりに低下 日経 10/1 

〇 夫婦別姓 望む声「理解して」 国への意見書提出求める陳情 佐久市議会・ 

継続審査に 信毎 10/1 

〇「防災重点農業用ため池」治水活用への取り組み４分の１で実施 Ｎ長野 10/4 

〇 小松裕 元衆議院議員の繰り上げ当選が決まる Ｎ長野  10/4 

〇 長野県、旅行割引の適用条件を緩和 信毎 日経 10/5 

〇 長野市、スマートシティ実現へ産学官の連携組織設立 日経 10/5 

〇 新光電気工業が千曲市に計画の新工場 稼働は 24 年度以降 半導体パッケージ 

生産能力１・５倍に   信毎 10/5 

〇 まき割り機、果樹園走る 須坂のショーシン、リンゴ農家の利用想定 信毎 10/6 

〇 県内 ３割の事業所で違法な時間外労働 長野労働局調査 Ｎ長野 10/6 

〇 長野県 上半期の企業倒産は２３件 過去最少 Ｎ長野 10/7 

〇 ガソリン価格７年ぶりの高値水準 １６７.3 円/ℓ Ｎ長野、信毎 10/7 

〇 関東で震度５強 県内は諏訪などで震度３ Ｎ長野。須坂震度 1未満？ 10/7 

〇 働きやすい企業の認証制度を改定 長野県  日経 10/7 

〇 長野県内企業「借入金増」４割 新型コロナで売上減が背景か 信毎 10/7 

〇 長野の官民、経済活動の活性化で申し合わせ 日経 10/8 

〇 甲信越の 9月の街角景気、２カ月ぶりに改善 日経 10/8 

〇 工学系の人材育成で長野高専と信州大学２学部が連携協定 Ｎ長野 10/8 

〇 サンクゼール（飯綱町）、オランダ原産のリンゴで発泡酒 信毎   10/9  



〇 信州の農家と加工業者つないで商品開発 松本のＧＯＥＮがオンラインストア  

信毎   10/11 

〇 みすずコーポ、味付け油揚げの新工場を大町市で稼働    日経   10/11 

〇 事業継続計画作り、模索続ける長野県内企業 台風 19 号から２年 信毎 10/12 

〇 長野の水害から 2年 復旧着実に、教訓踏まえ防災強化 日経 10/12 

〇 逃げ遅れ出さない防災体制構築で検証 長野市長沼地区  Ｎ長  10/13 

〇 ワイナリー・酒蔵支援でＣＦ 長野県観光機構 １３日から 信毎 10/13 

〇 長野信金、商談サイトを設立 県内外の信金と連携へ 日経 10/13 

〇 ガソリン価格 169.6 円/ℓ ７年１か月ぶりの高値水準に Ｎ長野、信毎 10/14 

〇 長野県内大型小売店 ８月の売上高２・０％減 信毎 10/14 

〇 マルイチ産商社長に藤沢政俊氏就任 日経 10/15 

〇 中野「たかやしろファーム」 地元産リンゴでシードル新商品 バランス取れた 

味わい  信毎 10/18 

〇 衆院選公示 長野県内 ５小選挙区に１２人立候補 長野１区は２人が立候補しま 

した。 Ｎ長野、信毎、朝日 10/19 

〇 サンコー（塩尻市） 海外自動車メーカー向け部品強化へ 国際規格を４工場で 

取得 信毎、日経 10/19 

〇 道の駅中条、長野市の鹿肉でコロッケバーガー 日経 10/19 

 〇 県内のガソリン価格 172.4 円/ℓ ７年余ぶりの高値水準 Ｎ長野、信毎 10/20 

〇 長野県内業況ＤＩ、５期ぶり悪化 半導体不足、製造業に影響 ７～９月期   

信毎 10/21 

〇 浄水「膜」 低圧で飲用水に 信大など開発 安全性の米認証取得 信毎 10/22 

〇 関東甲信は気温上がらず師走の寒さ 体調管理に注意を Ｎ長野、日経 10/22 

〇 ハンセン病資料ネット出品問題、研究者が講演「重大な人権侵害」朝日 10/22 

〇 無罪主張の会社側、遺影と聞いた遺族は怒り 軽井沢バス事故初公判 Ｎ長野、 

  信毎、朝日 10/22 

〇 八十二銀、21 年 4～9月期の純利益を上方修正 日経 10/22 

〇 長野市長選告示 新人５人が立候補 Ｎ長野 10/24 

〇 県内新型コロナの関連倒産 30 件超に 朝日 10/24 

〇 県の来年度予算編成方針 収支差１４５億円超のマイナスと試算 Ｎ長野 12/25 

〇 リフト券半額キャンペーン 長野県が今シーズンも実施検討 Ｎ長野 10/25 

〇 県内の米の作況「やや不良」の見込み Ｎ長野 10/26 

〇 10 月末までに県民８割接種 阿部知事「ほぼ達成できる」 信毎 10/26 

〇 里親による性的暴行事件 被告の男に懲役６年求刑  Ｎ長野 10/26 

〇 新光電気工業、今期純利益 424 億円に 予想を上方修正 日経 10/26 

〇 ホロン精工（千曲市）、プラ破砕機で資源有効活用 再利用支える 日経 10/26 

〇 新車の登録台数１２か月連続減少 半導体不足とコロナ影響か Ｎ長野 10/27 

〇 東京の総括判断 1年ぶり上方修正 10 月、関東財務局 日経 10/27 

〇 竹内製作所、108 億円で長野・青木村に新工場建設 信毎、日経 10/27 

〇 10 月の景気判断、据え置き 長野財務事務所 Ｎ長野 日経 10/27 



〇 長野県産シカ肉使った犬用おやつ クリエイティブヨーコ 日経 10/27 

〇 観光客の滞在時間拡大へ、長野・松代でアイデアソン 日経 10/27 

〇 レギュラー 175.1 円/ℓ ガソリン１３年ぶりの高値 Ｎ長野 信毎 10/27 

〇 大麻所持の疑いで中野市の男性職員逮捕 Ｎ長野 10/28 

〇 長野市のどうする公共施設 五輪施設は「長寿化」、公民館分館は「廃止」 

朝日 10/28 

〇 ハロウィーン仮装で動物園無料に 須坂市動物園 Ｎ長野 10/29 

○ 12 月の電気料金、また値上げ標準家庭で 127 円値上げし 7153 円に 信毎 10/29 

○ 12 月のガス料金も値上げ、標準家庭で 101 円値上げして 6273 円に 信毎 10/29 

○ 八十二銀、純利益 89%増の 154 億円 与信関係費用減る 日経 10/29 

○ 信越の有効求人倍率、長野は 2カ月連続低下 日経 10/29 

○ 北信越の地ビール、長野県が醸造所数でトップ 日経 10/29 

○ 衆院選の期日前投票 県内は前回比１０％増 Ｎ長野 10/30 

○ サツマイモ基腐病」 長野県内で初確認 注意呼び掛け 信毎 10/30 

○ 衆院選 関東甲信越の期日前投票結果：長野県が１.１％多い４０万７８７０人 

Ｎ長野 10/31 

○ 長野市長選挙 荻原健司氏が初当選 Ｎ長野、信毎、朝日 11/1 

○ 衆院選 1 区の選挙結果：自民党の新人若林健太氏、当選。立憲民主党の篠原孝氏、

比例代表の北陸信越ブロックで当選 Ｎ長野 11/1 

※略号解 Ｎ長野：ＮＨＫ長野、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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