
第 26 回佐藤寿三郎議員活動報告会資料 

会報ことぶき統合版 第 24 号 後援会資料 

― ご意見・ご要望をお寄せください ― 

 

変わらないご指導ご鞭撻を賜りますことに、心より御礼を申し上げます。 

さて、令和 2 年の春、世界中を震撼させた新型コロナウイルス感染症は、その

後第 5波にも及ぶ感染状況に、市民は感染に戦き疲労困憊しております。今年の

議員活動報告会も現下の状況からして開催することが叶いません。そこで、この

１年間（会報 No．265～277）の議員活動の中から議会で争点になった議案を重点

にピックアップして、書面でご報告申し上げます。（記事毎にお示しする会報番

号は、私のホームページでお示しする号数です。詳細記事がお確かめできます。） 

市議会議員は皆様の代弁者であることを肝に銘じて、コロナの感染拡大阻止と 

須坂市の経済再生の両立に相努めます。                     須坂市議会議員 佐藤 壽三郎 
 

第１章 議員として ぶれない信念！ 
  

1. この須坂に 2千人以上の雇用の場を創出しましょう！ 
須坂市はインター周辺等開発を推進し、大型商業施設等の実現を期しております。今将にこの

時期こそ、善光寺平の市町村住民が、須坂市民が一丸となって、この千載一遇のチャンスを獲得

し「善光寺平で住み続けられる！」郷土にしようではありませんか。 
 

２．温もりのある福祉社会を築きましょう！ 
福祉とは、生涯に亘り人としての尊厳が守られる。憲法が保障する国民の権利です。安心して 

暮らし、笑顔があふれる須坂を構築することを執拗に訴えます。 
 

３．子どもは須坂の宝。この宝を須坂が育てる心意気を堅持しましょう！ 
子どもの将来が、生まれ育った環境によって左右される社会を許してはなりません。子ども 

に勇気と希望をあたえ、須坂の宝である子どもらを、凛とした子にみんなで育てようではありま  
せんか。教育とは人づくりと考えます。 
 

４．市正規職員をあと 60人削減しましょう！  

民間で出来る事業や仕事は市から開放し、市民の皆さんがこれを担う。このことは、市民に雇 

用の場を拡げることにつながります。 
 

５．市民の権利を守るために機動力のある議会を議員として推し進めます 
民主主義とは、選挙によって選出された者による、市民の、市民による、市民のための行政・ 

立法です。投票に行かない「お任せ民主主義」では、参政権を自ら放棄していると言えます。 
先人が積年の思いと犠牲を払って獲得した「選挙権」を、子孫のためにも行使しましょう。 

 

第２章 佐藤寿三郎議員のこの 1 年間の議員活動のまとめ 
 

1. 私の議会内議員活動から 
 

【須坂市議会令和２年 12 月定例会の争点】【会報 267 号】 
2020 年度須坂市一般会計補正予算第 10 号のうち「わざわざ店等開設事業補助金」について、 

修正案(182 万円を減額する)が上程され、修正案が可決された件について 
 

☑ 佐藤寿三郎議員の修正案反対・原案賛成理由：議会は許認可の決定に口出しはできない！ 

〇 わざわざ店等開設事業補助金については、「建築工事と開業に向けた設備等の工事場合は、 

両方の補助申請審査において、内容の重複がないか等を厳しく精査して交付決定する」との、 

 



市の審査基準を確認しました。予算の原案上程趣旨は、市当局のしらふじを中心に、まちづ 

くりを進めるものであること。市民らの「やる気」の支援活動要求に応えるべく予算付であ 

ること等を参酌し、依って、原案に賛成し、修正案に反対致しました。 

 

【令和 3年 6 月定例会の争点】【会報 273 号】 

2021 年度須坂市一般会計補正予算第３号のうち、下記にお示しする 2 事業について、修正案の 

提案がされました。 

 修正理由の要約：「信州須坂フルーツエール事業に対する（補正予算の）交付金は、交付金の 

真の目的である地域の活性化に資するべき事業に活用すべき。」と・・・ 
 

☑ 修正案①についての 佐藤寿三郎議員の修正案反対・原案賛成理由 

〇原案は「恋人の聖地」対象事業に充てるための地方創生推進交付金であり、修正案提出者らが 

固執する、市費を充てがうものではないことを質しました。フルーツエール販路の確保のため、 

本事業の促進を後押しするための、地方創生推進交付金の運用であり、修正案提出者らの理由

付けは事実誤認であり、原案を減額する理由に乏しいいと判断。依って原案に賛成しました。 
 

〇原案に対する修正案③（産業振興対策事業について提出） 

修正理由の要約：「湯っ蔵んどの指定管理者に対する支援に関しては今回限りとすべきと考える 

が、提出された収支表は信憑性に欠ける。よって、要求された補助率を 2分の１に減額する。 
 

☑ 修正案③について 佐藤寿三郎議員の修正案反対・原案賛成理由 

〇湯っ蔵んどは、市民の健康と福祉の増進並びに観光振興を図るために設置されているものであ 

ります。このコロナ禍の誘客困窮状況下にあって、須坂市は市の「須坂市ふれあい健康センター

（湯っ蔵んど）」の機能を保持するためにも、指定管理者である日本レクシー株式会社に対して温 

泉利用分の減収分に対して 2/3 相当額として 1759 万 2千円を支援することは、将に当を得た適 

宜な支援であり、市民の支持は得られるものと思料します。依って原案を賛成しました。 

 

【令和 3年 9 月定例会の争点】【会報 276 号】 
〇須坂市子育て就労総合支援センター条例の制定について 

採決は起立採決。表決の結果、賛成多数で原案を可決しました。 

☑ 佐藤寿三郎議員が原案賛成した理由 

〇インター周辺等開発特別委員長の職にある私は、「中心市街地の活性化を図る」ことも課せられ 

た使命であることを鑑みる時、須坂駅前の商業ビル・シルキーに「子育て支援センター」を設置 

することは、駅前商業区域の集客力減に繋がりやしないか、都計法の用途区域の実質変遷で資産 

価値下落、市の固定資産等の減収等を慮るとき、正直反対の気持ちもありますが・・・ 

須坂駅前の実態や、国策である「子育て支援」の実現を図らねばならない社会情勢を参酌し、シ 

ルキーに「子育て支援センター」を設置することは、地方都市の機能の変化の見定めも必要と 

決断し、「子どもは須坂の宝」と唱える小職の政治信念に立ち返り、本条例案を賛成しました。 
 

1）インター周辺等開発特別委員会 （委員長：佐藤寿三郎）【会報 276 号】 

◇ 令和 3年 9月 28 日 議会第 4委員会室   

〇 三木正夫市長は当委員会において、「イオンモール（株）の出店、ルートインジャパン（株）、 

アークランドサカモト（株）とヤマダホールディングスが 2024 年中に須坂市への進出が確定し 

た。」と発表されました。 
 

2）基本構想審査特別委員会（委員長：佐藤寿三郎）【会報 265 号】 
◇開議日時 令和 2年 10 月 23 日午前 9時～終日 議会第 4委員会室 

〇第六次須坂市総合計画・前期基本計画（2021－2030）須坂みらいチャレンジ 2030 に関わる

基本施策 39 部門について。【午前】水道局外６課、【午後】学校教育課外 10課と詳細な質疑応

答と要望のとりまとめを行いました。 



◇開議日時 令和 2年 10 月 26 日午前 9時～12 時 30 分 

〇健康づくり課外 9課と質疑応答と要望の取りまとめについて意見調整を行いました。 

 

【全員協議会での佐藤議員の発言】【会報 276 号】 

◇水資源保全条例の改正について 

〇佐藤議員：「地下から水を汲み上げた工業用水は、用途を終えた場合に、再び地中に地下浸透と 
して戻すことを禁じて、必ず公共下水道に流し込む義務を課す条項を加えて欲しい。」と発言。 

 

【議会運営委員会】 〇市長へ反問権の付与を提唱 【会報 276 号】 

☑ 市長の反問権の提唱について   提唱者：無所属クラブ 佐 藤 寿三郎 

 須坂市議会は「透明性のある行政と議会を実現するため、市長の反問権を取り入れた議会 

運営を行う」。これは私が永年描いている『地方議会のあり方』を具現化する提唱です。 

 

【長野広域連合議会議員活動から】 
〇令和 3年 2月定例会 【会報 269 号】 

開議 令和 3 年 2月 5日  開議場所 長野市議会議場 

 会議事項 令和 3 年度長野広域連合一般会計予算外 9議案は何れも可決。 

１）令和 3年度長野広域連合ごみ処理施設事業特別会計予算 

  〇本年度予算額 89 億 396 万 5 千円（前年度予算額 104 億 7,857 万 1 千円） 
 ※一般会計、福祉施設等運営事業特別会計、長野地域ふるさと事業特別会計の予算額につきましては、 

私のホームページでお確かめください。 
 

〇令和 3年 7月臨時会 【会報 274 号】 
開議日時：令和 3 年 7 月 30 日  開議場所：長野市議会議場 

☑ 長野広域連合は、松寿荘を除いて高齢者福祉施設等を、社会福祉法人へ運営移管する方 

針を打ち出しました。 
 

【私論】長野広域連合が松寿荘を除いて須らく民営移管をする方針に異議あり 

2025 年問題解消後の高齢者福祉施策を勘案した場合に、今まで以上に、長野広域連合（市町

村）が地域住民に向けた安定的な、行政サービスとして高齢者福祉施設を提供していくことが、

寧ろ地域住民から求められる時代になると思われます。現在運営している公共高齢者福祉施設

を、時代の趨勢の名の下に安易に民間移管することを憂えるものであります。遠望した高齢者

福祉政策を描くことが、今求められているのではありませんか。   

長野広域連合議会 総務委員会委員長 佐藤 寿三郎  
 

【須坂市の公式行事から】 
〇 消防出初式中止について 須坂市消防本部 【会報 268 号】 

〇 成人式典中止について   須坂市 須坂市教育委員会 【会報 268 号】 

☑ 中止の理由：１月 10 日（日）に計画しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大状況 

を鑑み、消防団員、新成人、ご家族、更に市民の健康と安全を優先して何れも中止されました。 

536 名の新成人の皆様、どうか成人式中止にめげず、決して小人
しょうじん

にならず、大人
たいじん

にならんと

する高い志しを持ち、日々の生活においても物事に一喜一憂せず、己の人生を遠望し自己研鑽

に励んでください。思うに人生に必要なのは、勇気と高い志向と邂逅（人との出会い）です。 
 

２．私の議会外議員活動から 

（１）【小職に寄せられた 請願・陳情・市民の声】 
〇須坂市に対して、塩川町区（区長 小栁 光氏）より、国道 406 号拡張事業に伴う市道の整備を

されたい旨の陳情を受け陳情書の作成。区より市に提出・陳情に同行。 

◇【市の回答】来年度より国の社会資本整備総合交付金等を活用し整備をしたい。なお完了時 

期については未定です。11/26    【会報 266 号】 



〇令和 3年 4月 5日、須高食品衛生協会団体から、「新型コロナウイルス感染拡大に伴う協力金 

等の支援」の要望書が当会派に提出される。   【会報 271 号】 

○信州医療センターの名称ですが、須坂市民の大多数が「須坂病院」の名称の復活をして欲しい

と思っています。どうか実現してください。市内・男性【会報 272 号】 
〇私有地が戦後の混乱期に、当時の須坂町の法手続きミスにより無番地になってしまったため

地番復活をして欲しい陳情（市民）。市道路河川課に解決されたい取次。【会報 274 号】 
〇境沢町住民より敷地脇の農業用水路は大雨があると溢水し、私有地が池に化すので水路の改

修をされたい。➩ 市に陳情書提出 ⇔ 緊急に改修工事が施行されました。 【会報 274 号】 
〇境沢町住民より農業用水は通年流水の確保をしてください。➩市に陳情書提出【会報 277 号】 
 

（２）私の提言：峰の原高原を「北もしくは東菅平高原」に改名すべし 
〇峰の原高原の名称を、私は寧ろ「北菅平高原」か「東菅平高原」と名称を変えた方が、国内的 

、インバウンドにも強力な客の誘致につながると思います。峰の原高原で居住する小・中学生 

は「菅平小学校」「菅平中学校」卒業生であることからして、改名の支障は無いと思います。 

【会報 270 号】 
 

第３章 市議会議員 6 期後半の議会の役職  【会報 269 号】 
 

◇市議会 〇 基本構想審査特別委員会委員長  〇 インター周辺等開発特別委員会委員長 

  〇 議会運営委員会委員 〇 総務文教委員会委員 〇 予算決算特別委員会委員  

〇 市議選挙の課題等検討特別委員会委員 

◇市    〇 須坂市都市計画審議会委員 ◇長野広域連合議会 〇総務福祉委員会委員長 
 

【 プロフィール 】  
〇S22 年 8 月上町生まれ  須坂小学校 常盤中学校 須坂高校 東洋大学に学びました 

〇S42 年 4 月  弁護士平井良雄先生に師事（東京・元麻布） 

〇S43 年 12 月 弁護士笠井盛男先生に二十歳代を通し師事（東京・銀座） 

○H3 年～  ブックランド計画の実現に向けて、須坂 IC 周辺開発関係地権者会（会長山岸龍雄氏)事務局、 

須坂 IC 周辺綜合開発機構（代表：坂本康之氏）理事を務める 

○H10 年  墨坂中学校ＰＴＡ会長 「凛とした墨坂中学校生徒たれ」と生徒の矜持を鼓舞しました 

○H10 年  長野県行政書士会副会長・長野支部長時に、国に行政書士受験資格であった高卒要件の撤廃 

と行政書士に代理権の付与の請願を提出し、H14 年に行政書士法が改正され実現しましたが、 

行政書士法第 2条 6（資格）の公務員歴による試験免除条項の削除請願は在職期間を 10 年から 

17 年に伸長する改正に留まり、公務員優遇条項の撤廃は実現しませんでした。 

〇H17 年～ 泉小路拡幅を地元住民から陳情を受け組織を立上げ推進し、R2 年事業完了供用開始されました 

◇H11 年～ 市議会議員初当選（51 歳）以来、連続６期当選を果たし現在に至ります 
 

◇ 市議会：議長、総務文教委員長、予算決算特別委員長、インター周辺等開発特別委員長、基本構想審査

特別委員会委員長、議会運営委員、倫理確立特別委員、中心市街地活性化副委員長等を歴任 

◇ 市    ：監査委員、都市計画審議会委員等を歴任   

◇ 長野広域連合議会：副議長、議会運営委員、総務委員長、福祉環境委員長を歴任、現・総務福祉委員長 

□ 特定行政書士・行政書士・宅地建物取引士 
 

【 後援会員募集のご案内 】 
〇 後援会会員を募集中です。ご親戚の皆様、ご友人、お知り合いをご紹介下さい。 

発行日 令和 3年 11 月 26 日    

編集・発行人 須坂市議会議員 佐 藤 壽三郎 
〒382-0098 須坂市墨坂南一丁目 6 番 23 号  

zyusaburo.com  佐藤寿三郎ホームページ 

zyusaburo.blog.fc2.com  終生書生気質：千曲のかなた  


