
本白根 三千年の 雪とかし  梅柿  

佐藤寿三郎の議員活動詳報 
ことぶき月報 (No.232) 2018 年 1 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．私の議会内活動 

（1）議会運営委員会 

開議日時 平成 30 年 1 月 24 日 
  開議場所 議会議長応接室 
  協議事項 予算概要説明は予算決算特別委員会が仕切ることを決議。 

 
（2）インター周辺等開発特別委員会 

開議日時 平成 30 年 1 月 24 日 
  開議場所 議会第 4 委員会室 
  協議事項 

Ⅰ．地域未来投資促進法についての説明会 
        ながの須高支所 神林清治氏、須坂商工会所専務理事 春原博氏の同

席を求めて、地域未来投資促進法について、以下の項目に亘って市理

事者より説明を求めた。 
① 背景：地域における投資の低迷 
② 地域未来促進法の制定の狙い 
③ 地域未来投資促進法の概要 
④ 主な支援措置 
⑤ 基本計画の同意状況について 

       説明を受けた後、質疑・応答を行った。 
Ⅱ．その他を議題とした。 

    〇すべての議題を議了したので散会。 
 

２． 私の議会外議員活動  

 １）消防出初式 

平成 30年 1 月 7日、恒例の消防出初式は、式典を第一式場の須坂小学校校庭

で挙行。辞令交付・表彰式を第 2式場の須坂市文化会館で執り行われました。 

 

出初式は須坂市が一年の事始めの行事と言えます。昨年は 16件（前年度比－1）、

死亡 2名の火災がありました。今年は 50 名の新団員が叶いました。地域の連携

の強化を図ることが地域の災害を防ぐことにつながる。如何に予防消防に努める

ことが大切で重要さを、出初式に参加しながら感じました。今年こそ無火災の一

年でありますように願うものであります。 
 

 ２）成人おめでとうございます 

平成 30年 1 月７日、「平成 30年須坂市成人式」が須坂市文化会館で執り行わ

れました。今年は 553 名の新成人でありました。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。 
 

人生は、立志したうちのどのくらいが叶うものでしょうか。然し、成人式時

点では、如何なるものにも恐れず挑戦する気構えが大切です。私は 19の砌に法

律を学ぶ機会を得て上京しました。法律家になって政治家になる夢は、平成 29

年齢 70 にして漸く叶いました。実に 50 年の歳月を要しました。省みれば、目

標に向かってへこたれないで、コツコツと不断の努力と果敢に挑む思いがあっ

たから叶えられたと思います。亡き母との幼い時に取り交わした約束もありま

した。思うに、法律を学ぶに一直線の生き方であったと思いますが、決して悔

いてはおりません。 

 

一方、若い時に「人は様々な生き方がある。」ことも知って欲しいと思います。

違った生き方を模索し、積み重ねた知識や経験、或いは国家資格を取得して社

会に貢献することも又人生とも思えます。 

 

須坂で育った皆さんは、幼いときから臥竜山を登った体験があると思います

が、山頂に至るまでは、様々な登り方やコースがあることに気づきませんでし

たか。大切なのは、登頂に至るまでのプロセスであって、自分が受け入れられ

るコースを選んで、選んだ以上は時間がかかっても登りきる強固な意志が大切

であると思います。 
 

成人になると、その言動は容赦なく社会的責任が求められます。場合によっ

ては法的制裁が科せられる場合もあります。それには常識を具えた市民でなけ

ればなりません。 

 

利己主義者の主張は、「個性がある」として一時（いっとき）は脚光を浴び持

て囃されますが、やがて誰も相手にしてくれなくなります。なぜならば、利己

主義は「分かち合う精神」が微塵も無いからです。代表的な例は、芥川龍之介

の短編小説「蜘蛛の糸」の主人公であるカンダタの「自分さえよければ」の我

欲ではないでしょうか。 

 

どうか成人式を機会に、「個人主義」と「利己主義」の違いを知って下さい。

新成人として自分を大切に磨かれ、分かち合う精神を備えた成人として成長さ

れ、幸福な人生を掴んで下さるようエールを送ります。 

 

  ３）須坂商工会議所賀詞交換会 

    須坂商工会議所主催の賀詞交歓会は平成 30 年 1 月 12 日須坂迎賓館で催され 

   出席しました。神林彰商工会議所会頭、遠藤須坂名誉市民、三木須坂市長、村

石正郎県議会議員のあいさつ、堀内孝人県議会議員の乾杯のご発生で祝宴に入

り、凡そ 200 名の参加者はそれぞれに歓談の一時を持てました。 

 

  ４）花房流・新春舞初め会 

    平成 30 年 1 月 28 日、花房流家元花房多都蔵師匠主催の新春舞初め会が、須

坂迎賓館で催され招待を賜り、舞初めを鑑賞しました。今年より後援会会長に



小坂まり子（故小坂憲次元代議士未亡人）様がご就任されなした。来賓に小松

前衆議院議員、若林前参議院議員、三木須坂市長、村石県議、堀内県議、三井

前長野市議長外市町村議員等、花房多都蔵門下生総勢 200 余名で場内は埋め尽

くされました。 

 

５） 宅地建物取引業者研修会を受講して連続 40 年 

    平成 30 年 1月 29 日、長野県宅地建物取引業協会主催の「平成 29 年度業者研

修会」が、長野県不動産会館で開催され受講しました。本年度の講義内容は宅

地建物取引業法改正のポイントについて：講師 県建設部・建築住宅課 担当官、

不動産税制の改正点:講師 全国宅地建物取引業協会連合会・事業部職員、アス

ベスト対策:講師 県建設部・建築住宅課 担当官、宅建業法改正（インスペク

ション等）について：講師 弁護士 山田竜頭先生。 

 

    小職は本研修会において、連続４０年間研修を怠らず受講したとして、特別

精励証を授与されました。連続を絶やさないために、4年に一度は市議選のため、

選挙時は遠く上田市、佐久市、松本市そして飯田市の研修会場に出向いて研修

の研鑽を積みました。更に私の自慢は初回から 40 年間を通して事業主としてこ

の研修会に臨んだことです。 

 

３．【2018 年 1 月期で私が注目したニュースの見出し備忘録】 

ニュースの概要   出典機関 月日 所管課 

政治編 日本経済新聞   

県と市は協議必要＝民泊条例制定で―荒井奈良知事 時事通信 1/4 商観課 

ＬＩＮＥいじめ相談 再び開設へ ＮＨＫ長野 1/4 子ども 

地方キャンパス設置仲介 政府が仕組み検討 信濃毎日 1/4 総務課 

困窮者支援、複数市町村で共同委託を＝体制整備で厚労省 時事通信 1/5 福祉課 

子どもの貧困対策でＰＴ発足＝沖縄総合事務局 時事通信 1/5 子ども 

松本市役所の駐車場を休日有料化 ＮＨＫ長野 1/8 総務課 

いじめで中３自殺未遂＝第三者委設置し調査―大阪府枚方市 時事通信 1/9 学校教 

＜地方議会＞新制度提案へ 総務省研究会、兼職禁止緩和も 毎日新聞 1/13 議会 

予防効果とリスク、情報提供＝子宮頸がんワクチン―「理解

し判断を」・厚労省 

時事通信 1/18 健康づ 

消防団の充実強化を＝首長に書簡で要請―野田総務相 時事通信 1/19 消防本 

草津白根山で噴火、１人死亡＝１１人重軽傷、ゴンドラに噴石―

警戒レベル３に 

時事通信 1/23 総務課 

消防本 

実務経験５年以上で支援員に＝基礎資格の要件緩和―学童保

育・厚労省 

時事通信 1/29 子ども

課 

    

経済編    



県企業局、水素エネルギー活用事業に着手 長野に生成・供給拠点 信濃毎日 1/5 産業連 

変化に対応して成長を 仕事始め 県内企業トップあいさつ 信濃毎日 1/5 産業連 

”正社員が不足”企業 過去最多 ＮＨＫ長野 1/9 産業連 

ガソリン価格 一転値上がり ＮＨＫ長野 1/18 産業連 

物価２％、いまだ遠く＝妥当性に疑問も―日銀、目標導入から５年 時事通信 1/23 産業連 

日銀、大規模緩和策を維持＝物価、成長率見通し据え置き 時事通信 1/23 財政課 

ガソリン価格、５週連続上昇＝燃料高で１４４．６円 時事通信 1/23 産業連 

ガソリン価格 ２年半ぶりの高値 １４６.1円 ＮＨＫ長野 1/26 産業連 

１２月有効求人倍率１.７４倍 ＮＨＫ長野 1/31 産業連 

    

社会編    

いぬ年生まれ９７６万人＝新成人は横ばい―総務省推計 時事通信 12/31 政策推 

千曲市議過半数も「断念ｌ 新幹線誘致 本紙意向調査 信濃毎日 1/10 政策推 

県外での生産許諾へ 県独自品種ナガノパープル 信濃毎日 1/10 農林課 

２０１７年の自殺者数 県内は３５１人 前年比４２人減 信濃毎日 1/19 健康づ 

報われぬ長時間労働、教員悲鳴 「辞めるか」毎年綱渡り 福井新聞 1/30 学校教 

    

各紙社説等    

夫婦別姓 選べぬ社会をいつまで 信濃毎日 1/10 総務課 

憲法の岐路 首相の姿勢 国民が見えているのか 信濃毎日 1/24 総務課 

財政再建 本当に達成できるのか 信濃毎日 1/25 財政課 

森林作業道 どこまでずさんなのか 信濃毎日 1/29 農林課 

受動喫煙対策 妥協で健康は守れない 信濃毎日 1/31 健康づ 

    

議員活動資料    

地方自治体のセキュリティー政策  神戸市 時事通信 1/24 政策推 

 

16．【壽会佐藤壽三郎後援会】  

◇「寿会・佐藤寿三郎後援会」は、後援会員を募集中です。どうかご親戚の皆様、ご友 

人、お知り合いの方をご紹介下さい。 
 

【北信濃鏡】  

元旦  初詣：八幡神社、北向観音、年賀状整理、湯っ蔵んど若湯 

 1/2 東洋大学箱根駅伝往路優勝、Web 提言編集、娘復寮 

/3 ＨＰ更改、湯ったり苑、東洋大学箱根駅伝総合 2 位 

/4 市民病院、特定行政書士研修申込み、年賀整理、賀詞挨拶 

/5 要件事実の復習、議員間意見調整 

/6 行政不服審査法の復習、支援者と懇談 

/7 出初式、成人式、消防第 3 分団新年会、もみじ荘 

/8 支援者懇談 

/9 議会事務局長と３議員で協議、県行政書士会（行政書士証票）、市民相談 



/10 報道情報整理 

/11 特定行政書士講習手配、会報編集、報道情報整理 

/12 商工会議所賀詞交歓会 

/13 行政書士業務、報道情報整理、 

/14 会報印刷町内配布 

/15 会報印刷町内配布、湯っ蔵んど、旧友懇談会於:吉向 

/16 会報印刷上部地区配布、 

/17 会報編集印刷、 

/18 市民病院、長野駅、後援会会計決算書作成、税理士来所、名刺新調 

/19 インター周辺等開発特別委員会資料調達、議会事務局用向、2 会派視察意見調 

  整会議、市民相談 2件、商工会議所問合せ、会報編集、報道情報整理 

/20 中学同級会報の発議、報道情報整理、会報編集印刷、もみじ荘 

/21 境沢町区通常総会、ＴＶ電話 

/22 田中本家博物館と協議、親友内儀逝去、支援者宅訪問、長野広域連合議会・一

般質問動向調査回答、竹内議員と協議 

/23 本白根山水蒸気噴火：3000 年ぶり、報道情報整理、須坂♨、要件事実、議会事 

務局と協議 

/24 インター周辺等開発特別委員会、議会運営委員会、竹内副議長と協議 

/25 文集編纂に着手 

/26 林業活性化議員連盟、市理事者と協議、会派合同視察報告書提出、第 2回会派 

視察協議 

/27 特定行政書士研修課題予習、 

/28 花房多都蔵流新年会に出席、前衆議院議員小松裕先生、前参議院議員若林健太 

先生、行政書士会政治連盟三井会長等と歓談。行政書士業務 

/29 県宅建業協会主催業者研修を受講 於:不動産会館、連続 40 年研修課目を受講し

たことによる特別奨励証を授与された 

/30 特定行政書士業務研修課題を予習（行政手続法法、行政不服審査法） 

/31 市民病院、特定行政書士研修課題予習（行政手続法法、行政不服審査法） 

 

■□■□■□■□  ■□■□■□■□ 発行日 平成 30年 1 月 31 日 
 
                      編集：発行人  須坂市議会議員 佐 藤 壽三郎 

http://www.zyusaburo.com/ ホームページ 
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