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佐藤寿三郎の議員活動詳報
ことぶき月報 (No.256) 2020 年新年号
本年もお心にかけられますように、宜しくお願い申し上げます
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）
◎令和元年台風第 19 号に関する県内の被害対応状況の報道見出し備忘録
1/4

〇災害関連死か判定協議へ 台風１９号被災後死亡

1/8

〇災害関連死で長野市に複数の相談

1/9

〇台風１９号「影響受けた」５０％ 県内主要企業アンケート 信濃毎日

1/10 〇台風で観光関連１３４億円の損失

信濃毎日

ＮＨＫ長野
ＮＨＫ長野

〇被災住宅 公費解体の申請始まる

ＮＨＫ長野

〇上田電鉄 橋りょう撤去作業進む

ＮＨＫ長野

〇千曲川の治水対策検討委員会

ＮＨＫ長野

〇台風３か月 孤立防ぐ支援が課題

ＮＨＫ長野

〇北陸新幹線３月１４日の改正 ＪＲ東、定期ダイヤ復旧を発表 信濃毎日
〇長野県の「ふっこう割」、4 割を販売
1/11 〇信濃川の河川整備計画

日本経済新聞Ｄ

国交省、２０２０年度中に変更へ 信濃毎日

1/14 〇新たに１１河川に浸水想定設定へ

ＮＨＫ長野

〇「災害関連死」判定の審査会設置 県内進まず

信濃毎日

1/16 〇ささえあいセンター相談員研修会 ＮＨＫ長野
〇浸水被害の長野・北部工業団地 中小３０社,被災の教訓共有 信濃毎日
1/17 〇浅川のみで３２３ヘクタール浸水

県の内水氾濫シミュレーション

信濃毎日
1/20 〇上田市が別所線の橋りょう保有へ ＮＨＫ長野 信濃毎日、日本経済新聞
1/22 〇クリーンピア千曲 ２年後復旧へ

ＮＨＫ長野

1/23 〇暖冬で農地泥撤去 想定より順調

ＮＨＫ長野

〇長野市が台風検証の報告書作成へ ＮＨＫ長野
1/24 〇長野の千曲川

仮堤防撤去へ

〇被災流域 5 年で越水防止

本復旧へ地盤・地質調査

信濃毎日

信濃毎日、日本経済新聞Ｄ

1/28 〇知事が小布施町で復興へ意見交換 ＮＨＫ長野
〇長野市「災害公営住宅」検討

需要調べ整備地判断 信濃毎日

〇迫る堤防決壊、半鐘鳴らし危機伝えた。ＮＨＫ長野、信濃毎日、
朝日新聞Ｄ
1/29 〇農地流入の泥 農業利用へ調査

ＮＨＫ長野

1/30 〇信濃川水系対策１２００億円 遊水地候補 長野・中野・佐久 信濃毎日
〇JR 東日本、台風 19 号で特損 285 億円

20 年 3 月期下方修正

日本経済新聞Ｄ
1/31

〇信濃川水系緊急治水対策まとまる

ＮＨＫ長野

〇国が１４０億円 堤防復旧費など

ＮＨＫ長野

※ 茶字は須坂市にも関係する事柄。
【須坂市議会令和２年第 1 回臨時議会】
１．
【私の議会内議員活動】
1 月 9 日招集され開会しました令和 2 年第 1 回臨時議会に上程されました議案
は、承認（専決処分）1 件、条例 2 件、補正予算 1 件でした。
上程議案の承認並びに条例案は採決に付され、何れも原案とおり可決し、一般
会計補正予算第 7 号は予算決算特別委員会の審査を経た後、本会議が開議され、
委員長報告、質疑、討論ののち採決が行われ、原案のとおり可決しました。
上程された議案の全てを議了したので、臨時議会は閉会しました。
（１）今定例会に上程された議案の顛末について
１） 承認第 1 号

1件

〇専決処分の承認を求めることについて（2019 年度須坂市一般会計補正予
算第 6 号

：市議会議員選挙執行経費として、歳入歳出それぞれ 642 万
9 千円を追加する。

◇委員会審査を省略し決議

☑本会議＝承認

２） 条例（案）2 件
〇議案第 61 号

須坂市生涯学習センター条例の制定について

【要旨】地域の社会教育の振興及び生涯学習の推進を図るため、須坂市
生涯学習センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定める
とするもの。
◇委員会審査結果⇒原案とおり可決すべき
〇議案第 65 号

☑本会議＝原案可決

須坂市公民館条例の一部を改正する条例について

【要旨】組織の見直しに伴い、中央公民館を廃止し、中央地域公民館を
設置するため改正するとするもの。
◇委員会審査結果⇒原案とおり可決すべき

☑本会議＝原案可決

※上記 2 議案は、平成元年 12 月議会で、福祉環境委員会審査において、
「閉会中の継続調査申出」により継続審査に付され、委員会の審査
を経て、本第 1 回臨時議会に上程されたものです。
３） 補正予算（案）1 件
〇2019 年度須坂市一般会計補正予算第 7 号
台風 19 号に関わる災害復旧事業費として、歳入歳出それぞれ、
25 億 1,446 万円を追加する。

◇委員会審査結果⇒原案とおり可決すべき

☑本会議＝原案可決

４）予算決算特別委員会
開議日時 令和 2 年 1 月 9 日
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 〇分科会への議案委任の省略を決議。
〇2019 年度須坂市一般会計補正予算第 7 号
歳入歳出それぞれ、25 億 1,446 万円を追加する。
◇委員会審査結果⇒原案とおり可決すべきと決議。
５）全員協議会
開議日時 令和２年 1 月 9 日
開議場所 議会第 4 委員会室
協議事項 １．第 1 回臨時会の会期日程について：議会運営委員長
２．本日の議事日程及び議案の取扱いについて：議会運営委員長
３．議案の説明。承認第 1 号について：副市長
４．まるごと博物館構想を核とした地方創生推進交付金事業につ
いて：副市長、各所管課からの説明を受けた後に質疑応答
６）会派代表者会議
開議日時 令和 2 年 1 月 23 日
開議場所 議長応接室
協議事項 岩田修二議員失職に伴う委員会等の人事調整を行った。
議会運営については、議員平等の見地に立ち、独善的な恣意が窺
える議会運営を排除し、人選においては言うまでもなく公正の確
保と・透明性の向上を図るべきことを念頭に、法律、規則、申合
せに則った人事構成をすべきと主張しました。
２．
【 私の議会外議員活動 】
１）催名 三木正夫須坂市長候補出陣式
期日 令和元年 1 月 12 日
場所 須坂商工会議所３階講堂
論評 須坂市長任期満了に伴う市長選に、三木正夫氏（現市長）と、岩田修
二氏（前市議会議員）が立候補されました。
私は、有権者に「インター周辺等開発の実現には、このチャンスをも
のにすべき、培った行政・政治の総合力が確かであることと、強かな
実行力のある候補者が求められる選挙と言えます。
市民の義務として、投票を棄権しないでください。投票とは貴方
の意志を須坂の将来に明確に投票で示すことを意味します。投票の棄
権は『お任せ民主主義』であって、少しも須坂の将来につながりませ
ん。有権者の義務は投票を通じて、自己主張することです。
『須坂に黒船到来』のこの千載一遇のチャンスを、市民一丸となっ
てこの計画を実現しようではありませんか。」と支援者に訴えました。

２）催名 令和 2 年須坂市消防出初式
期日 令和 2 年 1 月 12 日午前 10 時 30 分～
場所 メセナホール
内容 第 2 部辞令交付と表彰式は黙祷から始まった。表彰式には本出初式に
ご臨席賜った阿部守一長野県知事から消防庁長官報償、長野県知事報
償を直に手渡しされる栄誉を賜った団員は、屹度生涯の誉となるであ
ろう。消防団員の士気高揚に知事のご臨席は一役かった。
催名 三木正夫須坂市長選開票に参加
期日 令和 2 年 1 月 19 日（日）
場所 須坂商工会議所３階講堂
内容 後援会関係者、小布施町長、高山村村長、自民党前国会議員、県会議
員、市議会議員等凡そ 150 名が参集し、開票結果を見守りました。
催名 令和２年花房流新春舞い初会に参列
期日 令和２年 1 月 26 日（日）
場所 スザカ迎賓館
内容 一門の役員並びに皆さん、市長、県議会議員、市議会議員、友諠団体
の役員、前国会議員等凡そ 300 余名が参加して、新春舞初めを鑑賞し
ました。
催名 令和 2 年境沢町通常総会に出席
期日 令和 2 年 1 月 26 日（日）
場所 議会第 3 委員会室
内容 前年度執行部から事業報告、決算報告がなされこれを承認し、新年度
役員により当初予算・事業計画が上程され、何れも承認された。
来賓として祝辞を述べた。
催名 令和 2 年長野県宅地建物取引業業協会研修を受講
期日 令和 2 年 1 月 30 日（木）
場所 長野県宅地建物取引業業協会ビル講堂
内容 改正民法に伴う全宅連版売買契約書・賃貸借契約書作成の解説。不動
産税制、宅地建物取引業法・ＩＴ重説等について受講した。
３．
【 陳情の受理受理と関係部課への取次 】
〇豊洲地区の宮川と八木沢川に「遊水地」を設けることの必要性のとして、候
補地案の陳情を受けた。（陳情者：男性、日野地区在住

1/30）

〇須坂温泉利用される市民より、施設の運用整備を改良されたい陳情を受け関
係部課に取次を致しました。（陳情者：男性、市内在住

1/31）

〇湯っ蔵んどの脱衣室のロッカーの最上段の鍵が常時「使用中」
（鍵が無い状態）
となっている。入浴者の数とロッカーの「使用中」の数が合わない。これは
「マイ・ロッカー」として、毎日入浴される利用者のうちの不心得者が「私
的に専用ロッカー」としていることが窺われる。
これを排除する意味で、業務終了後か早朝にも拘わらず、ロカーに鍵が無

いのは明らかに不正利用と推測されている、そこで保安上マスターキーで一斉
に、ロッカー内を点検するして、不正使用の排除をする必要があることを申し
入れました。
（1/31）
４．
【研究・地方議会と市議会議員】
（１） 岩田市議会議員の独善で補欠選挙を取り止めとしたことは正当と言えるか
今般の市長選立候補にあたり、岩田修二市議会議員は、
「市議会議員選挙の課
題等検討特別委員会」の委員長でありながらにして、議員辞職をせず議員資格
を立候補届出日まで引きずることをして、法的に「議員失職」という形をとっ
た。このことは彼の独善と偏見で「市議会議員補欠選挙」の途を絶ったと言え
る。この所業は手柄でもなければ誉とは言い難い。
何故ならば、補欠議員選挙（立候補する資格）の機会は、須坂市の有権者全
員に等しく与えられているものであって、議員を辞する者の忖度に任せるべき
ではない。彼の選んだ「補欠選回避」の選択は、極めて独り善がりであって、
これが「市議会議員選挙の課題等検討特別委員会の委員長」を務めていた者の
選択としては、余りにも見識の無さを露呈したものであり、決して胸を張って
正論だとは言えまい。
「立つ鳥跡を濁さず」のことわざがあるが、任期半ばで市議会議員を辞して
までして、市長選に立候補しようと決したならば、議会を立ち去る者は見苦し
くないようきれいに始末をしていくべきであった。引き際の美学を持ち合わせ
おのこ

ともがら

ていなかった男子かと思うと、共に議員活動を行ってきた 輩 としては、甚だ
失礼ではあるが、何とも言えない情けなさを感じたのは私だけではあるまい。
共に議員活動を過ごした彼の名を惜しむ故に、敢えて記すものである。
史記に記されている「人間の賢と愚も、つまり鼠の如きもの。その居る場所
で決定されるのだ。」の件（くだり）を思い浮かべた。
（２）

須坂市の防災について須坂市が抱える台風第 19 号による千曲川越水の
解決策についての提言
台風第 19 号に関わる千曲川の溢水（越水）で、千曲川の河東地域も甚大な被

害を被っている事実を忘れてはならない。
善光寺平と千曲川との地勢的関係を考察するに、須坂市における福島、中島、
高梨、村山、八重森、五閑、沼目、西町、相之島、小島、北相之島、豊島の町
区は沖積平野と呼ばれている地形上にある。平坦な地形で水害さえなければ、
肥沃な土地で農作物の収穫も大いに期待される土地であるが、一度千曲川が増
水すると氾濫の不安を常に抱いている地域でもある。
イ）これらの地域の万一防災と避難場所の確保として何が必要かの提言。
Ａ．沖積平野の地域にあるこれらの町区の公会堂は、避難所施設を兼ねた
公会堂敷地の嵩上げが必要である。
Ｂ．八木沢川、宮川、川瀬川の合流点と、更に八木沢川が流れ込む相之島

排水機場付近に、広大な遊水地の確保が必要である。
Ｃ．北相之島団地全体を扇状地地籍にある北部体育館の北部か南部に集
団移住し、北相之島団地敷地を広大な遊水地とすべきではないか。
Ｄ．豊洲小学校の敷地の周りを高さ６ｍのコンクリート壁で囲み、５ｍの
高さまでと、校舎の１階部分は敷地の嵩上げに伴い、台風第 19 号が
農地を被覆した土砂で埋め尽くす。校舎の２階・３階を学校施設とし
て活用することとし、千曲川の溢水（越水）、相之島機場の樋門閉鎖
に伴う内水氾濫にも耐えられる豊洲小学校にする。豊洲小学校を地域
の千曲川増水時の要塞拠点として活用する構想が必要ではないか。
５．
【須坂市長選挙の顛末】
任期満了にともなう須坂市長選挙は、1 月 12 日告示され、前市議会議員の岩田
修二氏（69 歳）と、現職で 5 期を目指す三木正夫氏（70 歳）が立候補され、投票
日を 19 日とする 1 週間の選挙戦を繰り広げました。
〇須坂市長選挙の開票結果は以下のとおりです。
三木正夫、無所属・現、当選、１万２４５９票
岩田修二、無所属・新、
区分

当日の有権者数

６６１３票

投票者数

投票率(%)

男

20,232

9,327

46.10

女

21,795

9,914

45.49

計

42,027

19,241

45.78

【三木候補の公約要旨】
インター周辺の開発計画を推進し、大型商業施設への来客に臥竜公園や飲食
店などへ巡回してもらい、来訪者を市街地活性化にもつなげると主張。台風１
９号災害復旧を踏まえ、千曲川や支流の防災・減災対策等の構築。
【岩田候補の公約要旨】
三木氏の多選を批判、須坂駅前ビルへの図書館移転、高齢者への公共交通利用
補助の復活等。
【私見による当落を分けた争点と報道機関の評論のまとめ】
〇三木氏は、財政健全化など４期１６年の実績に加え、国、県とのパイプや人的
ネットワークを強調し、
「市を持続的に発展させる」と訴えたことで支持を集め
た。多選批判は「固定概念」と一蹴。政策論争を重視したことが奏功したとの
各紙の分析。
●岩田氏は、三木氏の多選の弊害を指摘し、
「市民のための政治を取り戻す」と市

民に訴えた。労働団体や三木氏に批判的な一部市議の支援を集票するも、施策
面で現職との違いを具体的に説明できず、政策面でも明確な対立軸を打ち出せ
なかったように市民には映ったようだと各紙の分析。
◇参考報道記事：ＮＨＫ長野、信濃毎日、朝日新聞、日本経済新聞、須坂新聞
６．
【市教育委員会関係】
〇 成人おめでとうございます。一度きりの人生を思い切り輝いて下さい
令和 2 年 1 月 12 日、「令和 2 年須坂市成人式」が須坂市文化会館（メセナホー
ル）で執り行われました。今年は 553 名（昨年は 554 名）の新成人誕生でありま
した。
式典開会の初めに、新成人、市主催者、来賓、関係者全員で「須坂市民歌」を
斉唱し、須坂市民として心を一つにしてから、新成人を祝う式典に入りました。
○境沢町で新成人になられた皆さん
長野 真奈
宮崎 由紀
船橋 鵬成
宮下 拓真
立野 皓太
竹田 朝夏
宮沢 美羽
原
日和
永田ひな子
宮尾 将貴
羽生田優斗
竹内 義朋
小渕 結月
大竹 優花
永田 峻真
小山 颯真
久保田怜奈
小須田優奈
遠藤 茉奈
傘木 瑞貴
（出典：須坂市新成人名簿・敬称略）
７. 【会派・無所属クラブと共産党の合同行政視察について】
開議日時 令和２年１月 24 日
開議場所 佐藤壽三郎議員事務所
協議事項 令和元年度の行政視察執行について。
８.【古今東西の名言拾い集め】
〇仕事は自分で見付けるべきものだ。また職業は自分でこしらえるべきものだ。
その心がけさえあれば、仕事、職業は無限にある。
９.【 史記から拾う金言・諫言】

出典：史記列伝二

豊田 佐吉

岩波文庫

「人間の賢と愚も、つまり鼠の如きもの。その居る場所で決定されるのだ」
。
り

し

〇李斯列伝

第二十七

「過ちは正せるし、諫めによって自覚できる」
〇蒙恬列伝

第二十八
かえ

とが

「天の与えを取らざれば、反って其の咎を受く」
〇張耳・陳余列伝 第二十九
大史公曰く「魏豹と彭越は、ほんのわずかな権力でも握ることができれば、

雲が沸立ち竜が変化するように、その才能を発揮して夢を実現させたいと願
ったのだ。だからこそ、くらい牢獄に入れられてもあきらめなかったのであ
る。」
ぎ ほう

ほうえつ

〇魏豹・彭越列伝 第三十
大史公曰く「英布の災難が起こったのは、寵愛する側室から始まった。嫉妬が
災いを生み、結局国を亡ばすことになった。」
〇黥布列伝 第三十一
10.【三木正夫氏を支援された方々から小職にお寄せ頂いたメール等（抜粋）
】
〇須高テレビに映っていたよ。三木市長の健闘を祈ります。応援している。
（男性・日滝）
〇三木市長再選がかなって良かったです。（男性・墨坂）
〇おめでとうございます。三木市長のご活躍を祈ります。
（女性・墨坂南）
〇三木さんが当選されて良かったですね。(女性・旭ヶ丘)
〇お疲れ様でした。（男性・高橋）
〇当選確実早くわかり良かったです。ご活躍をお祈りします。
（女性・仁礼）
〇三木市長には、優しさの中に心の強さを感じます。（男性・井上）
〇差を付けての当選本当におめでとうございます。（女性・村石）
〇我が仁礼町におきましても是非、もう一期と願っておりました。当選おめでと
うございます。（男性・仁礼）
〇金曜日に娘と一緒に期日前投票をしてきました。（女性・臥竜）
〇欲言えばもっとという気持ちです。ご苦労様でした。（男性・八町）
〇お疲れ様でした。おめでとうございます。（男性・ハイランド）
〇ご苦労様でした。（男性・上町）
〇おめでとうございます。期待しています。（男性・墨坂南）
〇おめでとうございます。須坂市民の賢明な判断に感謝します。
（男性・馬場町）
〇ご苦労様でした。更に市政発展のためによろしくお願いします。
（男性・東横町）
〇おめでとうございます。テレビ見てました。（男性・墨坂）
〇おめでとうございます。長くもなれば批判も出るでしょうけど、経験を大いに
活かして頑張って頂きたいです。（男性・八町）
〇おめでとうございます。良かったです。（女性・相森町）
〇良かったです。三木さんは大丈夫と思っていました。（女性・塩川）
〇おめでとうございます。（男性・相森町）
〇ネットで結果調べていました。良かった。（女性・春木町）
〇三木さんの当選、まずは良かったですね。（男性・馬場町）
〇夕方不在者投票に行って来ました。三木さんに入れてきました。
（男性・墨坂南）
〇三木さんの当選おめでとう。（男性・墨坂南）
〇三木さん当選良かったね。しっかり頑張って下さい。（女性・穀町）
〇寿三郎さんの推された三木候補が当選されてうれしい。
（男性・墨坂南）
〇三木さん当選おめでとうございます。（男性・南原町）

〇三木さんのご当選おめでとうございます。（女性・長野市若穂）

【 随筆 】
青春の記憶

ピンレバ時計がコチコチと

二十歳にして法律を学べる機会を得た私は、上京する日に長野駅まで送ってくれ
た義兄が、
「入学祝いだ。頑張れよ ！」と金張りの角時計を腕から外して、手渡して
くれた。
門出に戴いた金時計であったが、大学４年のある日にうんともすんとも動かなく
なってしまった。そこで大学近くの時計屋さんに修理を打診した。彼は裏蓋を開け
てみて「この時計は修理をしても無駄です。」とのことであった。さてさて当時は今
と違って巷の至る所に時計が氾濫していて、時刻が容易に分かる時代ではなく、腕
時計が無いと何かと不便であった・・・
新宿に出たついでに、当時流行りのピンレバ時計を歌舞伎町の盛り場にある雑貨
屋で買い求めた。ピンレバ時計は今までの時計と違って、毎日ネジをくれる必要の
ない自動巻きに慣れて無精者となっていた私には苦痛であった。更にピンレバ時計
の難点は、時を刻む歯車の「コチ・コチ」音が大きいことであった。日中の都会の
雑踏のなかでは「コチ・コチ」音も周囲に消されて一向に苦にならなかったが、静
かな図書館や、寝る前に時計を外して卓上に置くと「コチ・コチ」音は、はっきり
と目覚まし時計に負けないくらいの「コチ・コチ」音で苦になった。
悲劇は突然襲うものである・・・
それは、
「暗くなるまでまって」という、オードリーヘップバーン主演のサスペン
ス映画を観る機会を得たときのことであった・・・
ストーリーが転回して愈々クライマックスに入る前に、
「これからの数分間は、映
画を盛り上げるため、劇場内の非常口灯を消灯し、場内は音も光も無くなる企画で
す。どうかご協力ください。」と、スクリーンに表示されて劇場内は真っ暗になり映
画が再開された・・・
ところが、私の腕時計の「コチ・コチ」と刻む音が、静かな場内に俄かに響くで
はないか。私の付近の観客から「時計がうるさい ！」と怒鳴られる始末である。私
は腕時計を外して背広のポケットに入れたが、「コチ・コチ」音は一向に消えない。
そこであちこちのポケットに移すも、
「コチ・コチ」音は小さくならない。私は焦り
ながらも考えた末に靴の中に隠すこととした。革靴を脱いで時計をハンカチで包ん
で、靴の爪先に押し込み、更に私の足で靴のホドとしたら、
「コチ・コチ」音は漸く
治まった・・・
「ローマの休日」のヘップバーンと、この「暗くなるまでまって」のヘップバー
ンは、まるっきり別人であるかのように思えた。
「ローマの休日」は高校時代に学校
祭の映画鑑賞で、名前だけは知っていたヘップバーンと初対面だった。将に初々し
いアン王女の振る舞いに、高校生であった私は無辜な王女にとりこになったもので
あるが、この「暗くなるまでまって」のヘップバーンは、演技派女優として成長さ
れて、味のある大人の演技で盲目の女性を演じ切っていた。

そんなわけで、名画「暗くなるまでまって」のクライマックスシーンの前半は、
てんやわんやと重なってスクリーンに目が行かず、筋書きもうつろとなってしまっ
たが、「コチ・コチ」音が治まった後半部分は、十分に映像を見入ることが出来た。
「暗くなるまでまって」の映画の鑑賞は、とんだハプニングがあった分、余計に
青春時代の忘れられない映画となった。
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