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佐藤寿三郎の議員活動詳報
ことぶき月報 (No.2５３) 2019 年 10 月号
台風 19 号による災害で被災された皆様に 心よりお見舞い申し上げます。

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）
◎台風 19 号に関する須坂市の被害対応状況の概報（31 日 23 時現在）
10 月 12 日襲来した台風 19 号は、東信・北信の群馬県境との山間部に、過去に記
録の無い降雨があり、そのため千曲川は私が知る限りにおいて、伊勢湾台風や５６
災害を彷彿させ、千曲川流域の長野市穂保地籍の堤の決壊により、最大級の水害の
発生となりました。
東信（千曲川）
・中信（犀川）の水を集めて北信を流れる千曲川の規模からすれば、
佐久市、千曲市、長野市、須坂市、小布施町、中野市、飯山市等千曲川流域の相乗
的な水害と捉える必要があると思います。
以下にお示しします時系列の時刻をご覧いただくと納得いただけると思いますが、
市民の生命・財産を守るために昼夜を問わず、寝ずに任務を遂行された市職員の皆
様に、心より感謝を申し上げます。ご苦労様でした。
茲に須坂市より提供された資料と小職が報道機関等の記事の収集に努めた見出し
（青色で表示）を併せて時系列でお示しします。
記
10 月 12 日 15：00

百々川避難判断水位を超えたため中島町外５町に避難準備
、高齢者等避難開始を発令。
15：30 須坂に 3 ヶ所ある機場運転を開始。
16：30 土砂災害の恐れがあるため仁礼町外５町に避難準備、高齢
者等避難開始を発令。
16：40 千曲川氾濫注意水位に達したため、千曲川流域の区住民、
福島町、相之島町、北相之島町、小島町、八重森町、沼目
町に避難準備、高齢者等避難開始を発令。相森中学校に避
難所開設。
17：10 ※佐藤議員：市の情報を後援会会員にメール転送
19：30 ※佐藤議員：市の防災無線情報に注目されるよう後援会会員にメール
伝達

23：45

千曲川河川事務所（国交省）より、須坂市の下流にある立
ヶ花で計画高水高が 1 時間ほどで超えるから相之島の機
場運転停止の依頼あり。
10 月 13 日 0：05 須坂市内を流れる八木沢川が内水氾濫の危険状態になる。
0：45 千曲川河川事務所から機場停止の指示連絡あり。
八木沢川樋門を閉鎖したことによる内水氾濫が生じる。
0：50 千曲川に氾濫危険があるため、福島町～北相之島までの 17
町に避難指示発令。

1：27 相之島の対岸の長野市の穂保の土手が決壊し氾濫が発生。
1：42 須坂市北相之島団地上流で千曲川からの越水あり。
3：20 大雨特別警報を大雨警報に切り替えた。
5：30 市は被害調査を実施するも北相之島地区は浸水のため侵入不可。
6：00

佐藤議員：境沢町町内の排水路等の被害調査、百々川の水位の確認。

7：54
13：00

下水処理場（クリーンピア千曲）が浸水で使用停止。
八木沢川樋門を開門し、千曲川に通水再開。

※佐藤議員：報道情報収集〇大雨特別警報 最大級の警戒を.ＮＨＫ長野
〇須坂などの千曲川で氾濫発生 ＮＨＫ長野
〇北陸新幹線１０編成が浸水 補修に長期間必要か 産経新聞
〇千曲川浸水 水ひくまで２週間かＮＨＫ長野外。

10 月 14 日 13：27 避難指示を発令していた地域は、避難指示から避難勧告に
切り替えた。
14：03 千曲川の浸水で被害を受けたごみの受け入。対象は、相之
島などの地域。
※佐藤議員：報道情報収集〇北陸新幹線 東京間で運転 ＮＨＫ長野
〇河川決壊招いた要因は何か 浮かぶ要因「地形性降雨」産経新聞
〇千曲川沿いの浸水は４ｍ余りか ＮＨＫ長野
〇６市町村の下水処理停止 施設冠水 節水呼び掛け 信濃毎日
〇水没した新幹線車両基地は“適地”だったか 産経新聞

10 月 15 日 15：57 下水処理場（クリーンピア千曲）が浸水し、処理場の運転
ができない状況。そのため、下水道（トイレ,お風呂,台所等）
の使用を極力控える要請。
※佐藤議員：報道情報収集〇千曲川氾濫、長野の工業地直撃 県内経済に
影/日本経済新聞
〇県内の住宅浸水３６００棟以上に ＮＨＫ長野
〇激流で堤防外側えぐられ決壊か ＮＨＫ長野
〇千曲川 氾濫発生情報発表状況 ＮＨＫ長野
〇長野の千曲川決壊、専門家委員会が調査着手 日本経済新聞

10 月 16 日

10 月 17 日

※佐藤議員：報道情報収集〇千曲川 国の調査委が現地調査 ＮＨＫ長野
〇小布施のりんご被害８４００万円 ＮＨＫ長野
〇「越水と侵食で決壊した可能性」国交省調査委、現地調査を開始
信濃毎日
※佐藤議員：報道情報収集 〇県内被害まとめ（１７時）ＮＨＫ長野
〇長野県内の被害状況 ＮＨＫ長野
〇グリーン長野農協 農作物被害２億１千万円余 信濃毎日
〇先行き見えない避難「体調が心配」長野では心のケアも 朝日新聞Ｄ
〇台風、長野観光に打撃 宿泊キャンセル相次ぐ 日本経済新聞
〇台風 19 号、長野市の住宅被害 5086 件 県内最大に 日本経済新聞

10 月 18 日 01：19 洪水警報解除。
※佐藤議員：報道情報収集 〇半鐘鳴らし住民助け合って避難ＮＨＫ長野
〇県内被災市町村に交付税繰り上げ ＮＨＫ長野
〇長野市、LINE で台風被災者の問い合わせに対応 日本経済新聞
〇台風 19 号、県内農業被害 87 億円リンゴなど深刻 日本経済新聞

10 月 19 日 13：52 下水処理場（クリーンピア千曲）受け入れを再開。
※佐藤議員：報道情報収集〇浸水地域の工場からシアン検出 ＮＨＫ長野
〇災害救助法適用 ４４市町村に ＮＨＫ長野
〇安倍首相長野の堤防決壊現場視察 ＮＨＫ長野

10 月 20 日 12：05 千曲川流域の区住民への避難勧告は正午をもって解除。
※佐藤議員：報道情報収集 〇保健師戸別訪問で健康管理 長野市
ＮＨＫ長野
〇須坂市の避難勧告すべて解除 ＮＨＫ長野

〇関東甲信の大雨、沿岸前線に地形の影響重なる ウェザーニューズ分
析 産経新聞
〇県「復旧・復興方針」骨子提示へ 信濃毎日新聞 4
〇台風１９号県内被害額１２９７億円 県把握分 拡大は必至
信濃毎日
〇巨大台風と治水 「まさか」はもう通用しない 信濃毎日社説

10 月 21 日

※佐藤議員：報道情報収集 〇台風 19 号の被災者向け低金利ローン、八
十二銀や長野信金 日本経済新聞

10 月 22 日

※佐藤議員：報道情報収集 〇長野県内の台風 19 号による被害ＮＨＫ長野
〇県「冠水リンゴ出荷しないよう」ＮＨＫ長野 〇県内被災企業、生産
立て直しへ始動 信濃毎日

10 月 23 日

※佐藤議員：報道情報収集 〇下水処理追いつかず、完全復旧に２年 長野
でポンプ水没
〇避難所でエコノミークラス症候群 ＮＨＫ長野
〇長野の長電バス、早期の避難で 100 台無事 台風 19 号 日本経済新聞

10 月 24 日

※佐藤議員：報道情報収集 〇台風 県内の被害まとめ ＮＨＫ長野
〇決壊伝達問題で市が説明を変更 ＮＨＫ長野
〇台風で長野の観光被害 20 億円超 県、対策方針策定へ 日本経済新聞

10 月 25 日

※佐藤議員：報道情報収集 〇県内宿泊施設、損失２０億円超 台風影響キ
ャンセル続出 県が推計
〇県内被災地で盗難４件 屋外に置いたポンプやタイヤ 信濃毎日
〇被災者生活再建支援法適用を決定 ＮＨＫ長野
〇県内宿泊施設、損失２０億円超 台風影響キャンセル続出県が推計
信濃毎日

10 月 26 日

※佐藤議員：報道情報収集 〇長野）住宅再建・補修に支援金 県、全市町
村で法適用 朝日新聞
〇台風便乗「被災地泥棒」に注意 「無料点検」不審電話も 朝日新聞
〇ＪＲ飯山線１４日ぶり全線で再開 ＮＨＫ長野
〇県内の被害総額１４００億円余り ＮＨＫ長野
〇県内全域 再建支援法対象に 全壊の場合は最大 300 万円 信濃毎日

10 月 27 日
10 月 28 日

※佐藤議員：報道情報収集するも、台風関係で注目する記事なし

10 月 29 日

※佐藤議員：9:00～千曲川の右岸の被害状況調査のため、千曲市～
松代～若穂～須坂間を車で往復巡回。

※佐藤議員：報道情報収集 〇長野市の全壊家屋７８６棟、大規模半壊 231
棟 応急仮設 100 戸建設 ＮＨＫ長野
〇災害廃棄物の搬入見合わせ 長野 ＮＨＫ長野 信濃毎日

※佐藤議員：報道情報収集〇長野市のごみ処理場 ほぼ満杯で“災害ごみ”
受け入れ休止 再開時期は未定 「家庭ごみの減量を」長野放送
〇車での避難 浸水時の危険があらわに 信濃毎日
〇住民ら災害廃棄物を仕分け作業 ＮＨＫ長野
〇台風被災で廃業のリンゴ農家も ＮＨＫ長野
〇県の復旧復興方針素案まとまる ＮＨＫ長野
〇台風被害 知事総務相に緊急要請 ＮＨＫ長野
〇長野県が被災農家を独自支援へ台風 19 号 産経新聞
〇台風 県内の被害（29 日現在）ＮＨＫ長野
〇千曲市“広域避難”を検討へ ＮＨＫ長野

10 月 30 日

※佐藤議員：報道情報収集 〇長野）千曲市で避難場所が浸水、市長「広
域避難も検討」朝日新聞
〇住民への適切な情報提供を検討へ ＮＨＫ長野
〇長野市穂保などの避難指示解除 ＮＨＫ長野
〇県、床上浸水世帯に見舞金 市町村とともに計 10 万円 信濃毎日
〇長野県須坂市、アマゾン「ほしい物リスト」で支援募集 日本経済新聞

10 月 31 日

※佐藤議員：報道情報収集 〇台風の復旧復興で市町村から要望ＮＨK 長野

〇県 台風復興方針と専決予算を決定 ＮＨＫ長野 〇須坂市,来月 10 日
めどに避難所閉鎖方針 千曲市も近日中 信濃毎日
〇災害弱者 孤立防ぐ仕組みづくりを 信濃毎日社説
〇台風接近時 自治体ＨＰ閲覧しにくく 共同回線の容量増加へ
信濃毎日
〇被災 6 県で申告期限延長台風 19 号で国税庁 日本経済新聞
〇長野で仮設住宅建設始まる 台風 19 号で初、100 戸 日本経済新聞

11 月 1 日

※佐藤議員：報道情報収集 〇台風１９号 県、復旧対策に１２６億円 専
決処分額、平成以降２番目 信濃毎日
〇10 月 12 日群馬県境で 500 ミリ超降雨あり、佐久地方は年間の４割
信濃毎日

【須坂市議会令和元年 12 月定例会に向けて】
１．
【私の議会内議員活動】
（７）全員協議会
開議日時 令和元年 10 月 15 日
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 台風 19 号による被害状況等について
２．
【 私の議会外議員活動 】
催名 境沢町秋の地蔵尊祭：主宰・若葉会
期日 令和元年 10 月 2 日
場所 境沢町地蔵尊
内容 古くからある地蔵尊を祭礼し、区の子どもたちの健やかな成長を祈願。
催名 森林・林業・林産業活性化促進議員連盟研修会
期日 令和元年 10 月 7 日
場所 議会第 4 委員会室
内容 「長野県信州の森林づくり事業～みんなで支える里山整備事業（
長野県森林づくり県民税活用事業）について
〇講師：長野地域振興局 林務課普及係専門間幹兼担当係長
開藤 信明 氏
催名 第 46 回境沢町区民大運動会中止に伴う役員の慰労会
期日 令和元年 10 月 13 日
場所 境沢町公会堂
内容 境沢町運動会実行委員会役員の開催に向けての準備をされてきたこと
への慰労会
３．
【研究・地方議会と市議会議員】
（１） 東信・北信を襲った台風 19 号に関わるの報道記事を要約した備忘録。
〇自宅が浸水した場合、細菌やカビが繁殖しやすくなり、感染症にかかるおそれ
がある。清掃や消毒が重要となる。浸水被害を受けた際、まずは家屋の清掃、
そして乾燥させる必要がある。泥や汚れがついたまま消毒しても効果が薄れて
しまうので注意したい。屋内の消毒には、塩化ベンザルコニウムがよい。
朝日新聞

10/13

〇横浜国立大の筆保弘徳准教授（気象学）は、
「特殊な雨台風」と表現する。この
時期の台風は、近づく前から秋雨前線を刺激し、2.3 日前から雨をもたらすこと
が多い。これに対し 19 号は、台風本体の雲が１日で一気に大雨をもたらしたの
が特徴だという。このため、あふれるほどの水が川に流れ込んだとみる。
朝日新聞Ｄ

10/14

〇「千曲川の源流がある山間部に大量の雨が降った。過去にも水害が起きたが、
２００年に一度ぐらいの規模だ」。中央大の山田正教授はこう指摘した上で、降
雨の原因として、台風のたどった進路をあげる。
台風は伊豆半島付近から上陸し、関東や東北を北東へ横切るように縦断。こ
れにより、内陸の山間部に向けて、湿った風が強烈に吹き付けた。産経新聞 10/14
〇国土地理院は、穂保地区は広い範囲で深さ２メートルから３メートルまで浸水。
北陸新幹線の車両が水につかった「長野新幹線車両センター」がある赤沼地区
などでは、深さが最大でおよそ４.３メートルに達したと。ＮＨＫ長野

10/14

〇ＪＲ東日本の「長野新幹線車両センター」
（同市赤沼）の車両基地も浸水し、北
陸新幹線 120 両が水没した。周辺はハザードマップで１０メートル以上の浸
水が予想されるなど洪水の危険性が指摘された地域だった。産経新聞

10/14

〇台風１９号で千曲川の堤防が決壊した長野市穂保地区で、河川の専門家などに
よる国の調査委員会の現地調査が行われ、川からあふれた水の激しい流れによ
って、堤防外側の地面がえぐられたことで、決壊に至った可能性があるという
見方が示された。ＮＨＫ長野 10/16
〇台風 19 号の影響で、小布施町では収穫を前にした農作物が被害を受け、りん
ごの被害額がおよそ８４００万円に上る。ＮＨＫ長野 10/16
〇千曲川を管轄する国土交通省北陸地方整備局（新潟市）は１５日、台風 19 号
による大雨で起きた長野市穂保の堤防決壊の現地を調査した。長岡技術科学大
教授（長岡市）の大塚悟委員長は長野市での堤防決壊について「越水と侵食で
決壊した可能性があり得る」と指摘。信濃毎日

10/16

〇水が堤防を越える越水を合わせると千曲川本流で少なくとも計１７カ所、支流
では１８カ所に上っている。濁流は住宅地などを襲い、住民は孤立し、道路や
橋、田畑にも大きな被害が出ている。信濃毎日・社説
〇穂保地区

半鐘鳴らし 住民助け合って避難

10/16

ＮＨＫ長野 10/18

〇県内被災市町村に交付税繰り上げ。須坂市が２億９９００万円
ＮＨＫ長野 10/18
〇災害救助法適用 県内４４市町村に

ＮＨＫ長野 10/19

〇台風 19 号による関東甲信地方で降った記録的大雨について、列島沿岸部にで
きた停滞前線と、山間部の地形でできた上昇気流による降雨が重なっているこ
とが、民間気象会社ウェザーニューズ（千葉市）の分析で分かった。勢力の強
い台風がもたらす暖かく湿った風が停滞前線と上昇気流により次々と雨雲にな
り、大雨をもたらしたと。産経新聞

10/20

〇信州大工学部の吉谷純一教授は「いつか発生するのでは」と危機感を持って
いたという。特に決壊部分の危険性は以前から指摘されていた。千曲川に犀川

が合流し、長野市内の水を運ぶ浅川などが流れ込む。流量が増えた先に立ケ花
の狭窄部分があり、水位が増しやすいと。信濃毎日・社説
〇長野県内の台風 19 号による被害

10/20

【住宅被害】。須坂市では床上浸水が２１８

棟床下浸水が１００棟。【避難者数】。須坂市で１６５人。ＮＨＫ長野

10/22

〇台風 19 号の影響で泥水につかるなどの被害を受けたりんごについて、長野県
は衛生面などの問題が生じるおそれがあるなどとして、出荷しないよう生産者
団体に呼びかけている。ＮＨＫ長野

10 月 22 日

〇県内被災企業、生産立て直しへ始動。オリオン機械（須坂市）の完全子会社で
産業用冷熱機器製造のリオン熱学（長野市）は、長野市穂保の北部工業団地内
にある工場が浸水。生産設備が水没し、年内の操業再開を目指している。 受注
に対応するため、当面は親会社の本社工場内で一部の生産を再開する計画だと。
信濃毎日

10/22

〇長野の長電バス、早期の避難で 100 台無事。長野電鉄（長野市）傘下の長電バ
スは市内の車庫で浸水が始まった段階で浸水区域外にバスを避難。約 100 台の
バスは無事を確保し、早期の運行再開につながった。日本経済新聞
〇県内宿泊施設、損失２０億円超

台風影響キャンセル続出

10/23

県が推計。県内の

ホテルや旅館の宿泊キャンセルが相次ぎ、損失額が二十数億円に上ると推計。
鉄道の運休や高速道路の通行止めが響いたほか、風評によるキャンセルもあっ
たと。飲食店や土産店での消費、日帰り客の消費は含まれておらず、観光関連
の損失総額はさらに膨らむと。信濃毎日 10/25
〇被災者生活再建支援法適用を決定。長野県内の広い範囲で多数の住宅が浸水し
たことを受けて、県は住宅の被害に応じて最大で３００万円の支援金を支給す
る法律について、県内すべての市町村で適用することを決めた。
ＮＨＫ長野

10 月 25 日

〇台風 県内の被害 ２８日現在。【住宅被害】。須坂市では床上浸水が１４８棟床
下浸水が７５棟。【避難者数】。須坂市で１４１人。ＮＨＫ長野 10/28
〇長野市のごみ処理場 ほぼ満杯で“災害ごみ”受け入れ休止、再開時期は未定 「家
庭ごみの減量を」。長野市など 6 市町村の可燃ごみを焼却する「環境エネルギー
センター」に、15 日以降通常の倍近い 1 日平均およそ 580 トンが持ち込まれた。
焼却炉 3 基をフル稼働させたが、処理能力は 1 日最大 405 トンで、持ち込む量
に追いつかない状態が続いているため。長野放送

10/29

〇台風被災で廃業のリンゴ農家も。千曲川の堤防が決壊し広い範囲が浸水した長
野市穂保やその周辺は、リンゴの栽培が盛んな地域だが、畑に大量の泥など
が流れ込んだことから復旧を諦め、廃業を決めたり、廃業を考えたりする農家
が続出している。ＮＨＫ長野

10/29

〇県の復旧復興方針素案まとまる。広い範囲が水につかり、住宅や農業分野など
に大きな被害が出ていることを受け、県は、被災者の生活支援に加え、産業や
インフラの整備など、必要な施策を盛り込んだ復旧・復興の方針の素案をとり
まとめた。
県庁の課ごとに行うべき取り組みが盛り込まれて、市町村などの関係機関と連

携し、最善、最速での復旧・復興に努めると。ＮＨＫ長野

10/29

〇台風被害 阿部知事が総務相に緊急要請。29 日午前、総務省で高市総務大臣と
面会し、台風 19 号による被害について、国からのさらなる支援を求める緊急要
請を行った。ＮＨＫ長野 10/29
〇長野県が被災農家を独自支援へ。長野県は２９日、台風 19 号の豪雨被害で、リ
ンゴなどの農作物に甚大な被害が出たため、樹木の状態を回復させる肥料の購
入など市町村が実施する緊急対策について支援する方針を固めた。
産経新聞

10/29

〇台風 県内の被害（29 日現在）【避難者数】。須坂市で１３１人 。
ＮＨＫ長野

10 月 29 日

〇千曲市“広域避難”を検討へ。浸水被害が出た千曲市で、当時、避難所として開
設した施設が浸水する事態が発生したため。市は、市内の広い範囲が浸水するお
それがあるとして、市の外にあらかじめ避難する「広域避難」を検討したいと。
ＮＨＫ長野

10/29

〇県は台風復興方針と専決予算を決定。台風 19 号に関する施策をまとめた「復旧・
復興の方針」を決定するとともに、被災者支援とインフラなどの復旧にかかる
126 億円余りの予算を議会の承認を経ない専決処分で取りまとめた。
ＮＨＫ長野

10/31

４.【史記に学ぶ】

出典：史記列伝二

岩波文庫

「凡庸の君子は気に入ったものを寵愛し、にくいものを罰する。明君はそうでは
ない。褒章は必ず功あるものに加え、刑罰は必ず罪あるものに下される」
〇范雎・蔡沢列伝 第十九
「聖賢の君は禄をもって親しきに私せず、その功多きも者を賞し、位に相応する
お

ものをそこに処らせ承ります。かるがゆえに能を察して官を授けられるのは、
大業をなしたもうの君、行いを論じて交わりを結ぶ者は、名を立つる士であり
ます。」
〇楽毅列伝 第二十
「大史公曰く、死ぬとわかっているものは必ず勇気を出す。死ぬことがむつかし
のではない。死に対処することがむつかしいのである。
」
れんぱ

りんしょうじょ

〇廉頗・藺 相 如 列伝第二十一
つか

かえ

王蠋曰く「忠臣は二君に事えず、貞女は二夫を更えず。生きて義を失うよりは、
煮ころされたほうがましだ」
〇田単列伝 第二十二
「小節にこだわる者は、栄名を成す能わず、小恥をにくむ者は、大功を立つる
能わず」
「明月の名高き真珠、夜行の名玉も、くらやみに道ゆく人の前へ投げ出せば、
剣のつかをおさえてに、らみつけない人はいない」
すうよう

〇魯仲連鄒陽列伝 第二十三

５.【お寄せ頂いた市民の声】
〇19 号台風で千曲川流域にある北相之島、小島地籍は千曲川の越水と八木沢川
樋門の閉鎖による内水氾濫が発生し住宅の浸水や農地の冠水により甚大な被害
を受けました。、被害者が路頭に迷うことの無いよう、行政の力で是非救済し
て頂きたい。このことを 12 月一般質問で取り上げて下さい。小島町在住・男性
６．
【青春の記憶】
私は丸の内線を利用していた。帰途は乗車駅で時刻表をみて、少しプラットホー
ムで時間を潰してでも、
「中野富士見町」行の電車に乗ることとしていた。何故なら
ば、万が一寝込んでも終点が下車駅であり、電車は車庫に入る関係で社内点検そす
る車掌さんが、起こしてくれるからである。荻窪行だとそうはいかない。折り返し
運転の荻窪駅では、時間が経つと池袋駅に向かって発車し、今乗ってきた方向に進
んで、荻窪駅と池袋駅を折り返し運行しているからだ。
新宿駅で「次は中野坂上駅だからな！」と自分に言い聞かせても、睡魔に負けう
とうとするし、中野坂上を過ぎ東高円寺辺りで目を覚ます失敗に、何度か凝りてか
らは、中野坂上で「方南町行」に乗り換える必要のなく、寝ていてもお構いなしの
「中野富士見町行」に乗ることとした、いわば生活の知恵である・・・
都会の電車の車内ではまず知人に会ったことはない。顔見知りの人は居ても、同
じ駅を利用するだけの顔見知りで、挨拶を交わす間柄ではない。車内で読書するに
は極めて良好な環境であったと言える。然し法律の本は重いので掌にのせていると
くたびれる。時々左右に本を持ち替えては電車に揺られながら読んだことが懐かし
い。余り本が重いので高価な本であったが電車内で読むために、本をカッターでバ
ラバラにして「章」毎に綴じて持ち歩くこととした。一気に軽くなりどこでも時間
があると読めたので、随分重宝したものである。
丸の内線は、学生時代を通して我が青春時代の希望を乗せて往復した最も馴染み
の深い地下鉄だ。人生の下地を育成してくれた本が読める電車でもあった。
７．
【壽会佐藤壽三郎後援会】

☆第 24 回 佐藤壽三郎市政報告会開催のご案内
日時：11 月 10 日 午後 1 時～
会場：境沢町公会堂（駐車場はありません）
内容：・須坂市の台風 19 号の被害状況等について
・須坂市の財政
・インター周辺大型商業施設等の開発について
・議員の市政報告
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