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佐藤壽三郎の議員活動詳報
ことぶき月報 (No.220) 2017 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． 私の議会内議員活動
（１）議会運営委員会
平成 29 年 1 月 13 日（金）議会第 3 委員会室
○一人会派の設立はこれを認める。
【無所属クラブの主張】
当会派は、市議会議員で公党に入党して（例えば自由民主党）議員活動を
しているが、当市では一人だけて議員活動をして公明党、社会民主党所属の
議員がいる。彼らの議員活動は現行 2 人以上の議員が居ないと会派として認
められない。このことは市政にとっても大きな損失と考える。公の公認政党
の党員であることを証する議員に限って一人会派として認める。従って会派
代表者会議、議会運営委員会、広報特別委員会委員として議員活動を認めて
も良いとする主張を、共産党、ＬＤ水の会は同調したが、今回は見送られた。
（２）インター周辺等開発特別委員会
Ⅰ．当委員会は、平成 29 年 1 月 25 日(水)、長野銀行頭取 仲條 功氏を招聘
して、「大型商業施設進出におけるメリット・デメリットについて」の講
演の機会を設けました。
Ⅱ．須坂市より、事業の進捗状況の説明を受けました。
①1 月 23 日開かれた「県総合計画審議会土地利用・事業認定部会」に三木
須坂市長の発言内容と県土地利用基本計画の改定骨子案」について。（信
濃毎日Ｈ29 年 1/24 付朝刊）
②県がＨ33 年度に都市計画区域の線引きの見直しを予定していることにつ
いての須坂市の取組意向について。
（報告概要は、信濃毎日新聞Ｈ29.1.26
付朝刊、須坂新聞Ｈ29.1.28 付、須高ケーブルＴＶ1/28.29 放映）
２． 私の議会外議員活動
（１） 市主催の催し等
１）消防出初式
平成 29 年 1 月８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。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。
出初式は不思議な力がある伝統行事と言えます。出初式が執行されるとお屠蘇
気分が抜けて、事始めとして世間が動き出すからです。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 29 年 1 月 8 日、「平成 29 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 571 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。
○境沢町で新成人になられた皆さん
月原 菜津美
竹田
大地
原
菜月
酒井 将太
波河
隆仁
飯田
翼
水上 彩奈恵
渡辺 弓子
永田
孝輔
滝澤
正宗
（出典：須坂市新成人名簿・敬称略）
人生は、なかなか思いどおりには運ばないものですが、目標に向かってへこ
たれないで果敢に挑む気迫が必要と思います。一方、様々な生き方があること
も知って欲しいと思います。翻って違った生き方を模索し、何某の知識や資格
で社会に奉仕することが可能と思えます。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、山は登るに様々な登り方やコースがあることを気
づきませんでしたか。
成人になると、その言動に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
我欲でしょう。どうか成人式を機会に、
「個人主義」と「利己主義」の違いを考
えてみませんか。新成人として自分を大切に磨かれ、幸福な人生を掴んで下さ
るようエールを送ります。
３）須坂市防災講演会
須坂市は、１月 14 日シルキー第１ホールに、元仙台市消防局長 髙橋文雄氏を
招聘して、「東日本大震災とこれからの災害対策」の演題で防災講演会を催しま
した。小職はこの講演を受講いたしましたが、参加された市民は凡そ 100 名。
平成 23 年 3 月 11 日 午後２時 46 分ごろ発生した「東北地方太平洋地震」に
おいて、罹災地仙台市消防局長としての陣頭指揮を執られた実体験を余すことな
く、何時発生するか分からない災害に備えての心得を凡そ９０分に亘って講演頂
きました。体験されたことの行動のあれこれの講演内容は極めて説得力があり、
受講して良かったと感じる内容でした。
４）花房流『新春舞初会』が開催され出席しました。
平成 29 年 1 月 29 日 須坂迎賓館において、「花房流新春舞初め会・祝賀会」
が開催され、ご招待を賜り出席しました。地元選出の国会議員、県議会議員、
市長、市議会議員、諸団体の長の皆さん、花房多都蔵家元社中のお弟子さん共々
凡そ３百余名が集っての舞初めは盛会でした。
（２） 陳情等に基づく現地調査
「大雪に伴い幹線道路がブルドーザーで除雪されると、道路脇に雪壁ができて、
更に雪が固まると氷雪と化して容易に排除できず、車も道路に出せない。この
問題を何とかして欲しい。」苦情を受け市内を巡回して調査しました。

（３） 議員活動報告の配布・配信等
① 平成 29 年 1 月 29 日 会報ＦＡＸ版を配信しました。
② 平成 29 年 1 月 29 日 会報概報版を配信しました。
３．【保育園・小・中学校・教育委員会関係】
◇インフルエンザによる休校・休園・学級閉鎖等の措置状況の配信
○常盤中学校 2 年 1 組 Ｈ29/1/10～1/12 まで 学級閉鎖 31 名中 4 名欠席
○豊洲小学校 ４年松組 1 月 24 日～26 日 学級閉鎖 24 名中 7 名欠席
○豊洲小学校 ５年松組 1 月 24 日～26 日 学級閉鎖 25 名中 8 名欠席
４. 【会派・無所属クラブの動き】行政視察を執行しました
平成 29 年 1 月 26 日、二会派（無所属クラブ、共産党）は、コストコ ホールセ
ール ジャパン株式会社の「コストコ前橋倉庫店」へ「Ｈ28 年度合同行政視察」を
執行。同社のマーケティング・山本伸夫氏より、店内を汲まなく案内を受けて、
各コーナにおいて、商品毎の流通過程・最近の売れ筋商品、なぜ当社が廉価で提
供できるのか、会員の仕組みと会員数、広告の折り込みより会員へのメール配信
等のメリットについて、詳細に凡そ 2 時間に亘り現場で説明を受けました。
５.身近な問題と私の視点
○防災ラジオ購入費補助 安曇野市について。
安曇野市は、緊急地震速報や気象警報など市民の安全に関する情報について
「防災ラジオ」の運用を今年から始めるに合わせて、市民に対しラジオの購入費
の一部補助をすることとした。（１月 10 日ＮＨＫ長野県ニュース）
このことについて、須坂市は既に「防災ラジオ」によって、緊急地震速報や気
象警報、市民の行方不明者の捜索協力、市役所の催しの案内等を流しているが、
現在凡そ千台が須坂市に普及している「防災ラジオ」も、デジタル波の導入によ
り聞けなくなるとのことである。そこで「防災ラジオ」を入手してリスナーにな
っている市民は、極めて「防災ラジオ」の利便性を高く評価している。これらの
ことを鑑みて、デジタル波が傍受できる新ラジオの購入費の一部補助を補助され
るように主張してまいります。
○ 須坂市柔道場内に散乱したガラス片による事故の発生について。
事故の原因は職員の杜撰な事後処理にあったと言える。ガラスにヒビが入ったこ
とを認識して、ガラスにテープを張り応急措置をしたというが、ヒビ程度で道場を
利用した生徒４名が擦傷を負うであろうか？ガラスは破損したのではないかと推
測される。事後処理に重大な過失はなかったか。安易に「謝罪」とか「何れも軽症
です」の責任の取り方では済まされない事案と捉えています。
６．一月期で私が注目したニュースの見出しと出典機関の備忘録 2017 年
ニュースの概要
政治編
今年の選挙と１０代の投票率
二地域居住を大阪でＰＲ 県、モデル住宅を紹介
住宅の耐震改修、県が補助拡充 上限１００万円に引き上げ方針
依存症対策「自治体に責任」＝通常国会に法案提出へ 政府

出典機関 月日付
ＮＨＫ長野

1/6
信濃毎日 1/6
信濃毎日 1/7
時事。ＣＯＭ

防災ラジオ購入費補助 安曇野市
「共謀罪」対象は６７６罪＝公明、絞り込み要求へ―政府案
県、３月めど行政新方針 県民の信頼と期待に応える組織へ 信濃毎日
医療・介護記録を一元管理＝ビッグデータ活用へ―厚労省
高齢者交通事故の対策強化を
県監査委員が監査へ 大北森林組合事件 住民請求受理
県内いじめ認知２６０４件 公立校、過去最多
県林務部、間伐補助金でも調査 森林作業道補助金の書類不備
憲法改正「優先課題でない」が半数＝内閣支持５割回復―時事世論調査
「共謀罪」対象絞り込み検討＝金田法相
＜生活保護＞「受給は恥」思いつめた高齢困窮者の悲劇
永住権の取得緩和、年度内にも＝「最短１年」へ意見募集―法務省
生活保護「なめんな」
、上着にプリント 小田原市職員ら
上着に生活保護“なめんな”
出典：ＮＨＫ神奈川
大北森林組合、補助金などの返還期間を３３年に短縮 1/18
有識者会議 森林税に懸念の声
生活保護受給者 厳しさ浮き彫り 県民医連調査
地域振興局長の権限強化を：長野県
景気判断据え置き＝米新政権の動向注視―１月の月例報告
放課後子ども事業 有料化へ（長野市）
大北森林組合 補助金返還期間を大幅短縮
(長野県)子どもの医療費制度検討会
宿泊所６割、稼働率５割未満＝国家公務員の研修施設―検査院
補助金不正受給 返還計画提出（大北森林組合）
政活費、使途厳格化で合意＝手法は各論併記―富山市議会
長野県、災害時初期対応の計画 18 年度完成
経済編
景気指数、３カ月連続改善＝生産が好調―１１月
イオン、純損失 172 億円＝総合スーパー不振 ３～11 月期
ガソリン、１３０．５円＝１年２カ月ぶり高水準
（県内）ガソリン価格わずかに値上り
ガソリン、６週連続値上がり＝原油高で平均１３０．９円
（県内）有効求人倍率１．５倍超え
社会編
「子ども食堂」広げるセミナー
過密ダイヤ 改めて注目 新幹線 東京―大宮間
県北部に大雪、交通混乱 鉄道運休や休校も
ハウス倒壊・停電も 県北部中心に大雪の影響
「おごってもらった」と言えば小学生に 150 万円払わせてもいじめじゃな
いのか 猛烈批判に横浜市教委が迷走

ＮＨＫ長野

年金支給「70 歳から」に？

デイリー新
潮

ターゲットは団塊ジュニア世代

【社説】
揺れる世界と日本（３）中間層が希望を失わない社会に 日本経済
女性議員 推進法案を速やかに 信濃毎日
英の市場離脱 避けられない道とはいえ 信濃毎日社説
【議員活動資料】
16/11/11【公共債情報】 ◎円高一服、株下げ渋りで上値重くもみ合い
トランプ流排外主義は世界を危険にさらす 【出典：日経ビジネス】
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ポピュリズムと排外主義
生活保護基準以下で暮らす年金生活者の綱渡り出典：ＮＰＯ法人ほっとプラス
有識者会議の論点整理全文＝天皇退位
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【北信濃鏡】/元旦 壽泉院二年詣り、角間 /2 箱根駅伝母校応援、角間 /3 箱根駅
伝母校応援（総合 2 位）、角間 /4 商工会議所会頭外年賀来所、報道情報整理 /5 角間、
報道情報整理 /6 議員間調整会議、報道情報整理 /7 角間、美姉来宅、報道情報整理
/8 車故障不動、消防出初式、新成人式、消防第 3 分団新年会 /9 車修理、市内巡回、
境沢町どんどん焼、御嶽海金星 /10 弁護士と協議、会派視察下打合せ、インター周辺
等開発特別委員会下準備、報道情報整理 /11 角間、議員間協議、市民相談、御嶽海金
星、報道情報整理 /12 角間、報道等情報整理 /13 仁礼区長表敬来所、議会運営委員
会、商工会議所賀詞交歓会、報道等情報整理 /14 防災講演（シルキー）、報道等情報
整理 /15 須坂♨、報道等情報整理 /16 インター周辺等開発特別委員会用向で松本出
向、商工会議所、慰労会（仁）/17 市理事者、商工会議所と協議、角間、蔦屋書店、市
民相談、報道等情報整理 /18 議会事務局と協議、角間、報道等情報整理 /19 市民相
談、生活環境課・民生委員と協議、市政相談、報道等情報整理 /20 古城荘、インター
周辺等開発特別委員会打合せ 焼香、支援者宅訪問、報道等情報整理 /21 法事、報道
等情報整理 /22 境沢町区総会、御嶽海技能賞受賞 /23 議員間意見調整会議、議会事
務局、訪客、報道等情報整理 /24 市民相談、議会次長と協議、須坂♨、報道等情報整
理 /25 インター周辺等開発特別委員会・講演、行政の進捗状況報告、講師と昼食会、
福祉課、来客 /26 二会派合同視察：前橋市、報道等情報整理、 /27 市民相談、角間
/28 月報編集、報道等情報整理 /29 須坂♨、花房流新春舞初め会、会報 FAX 版配信
/30 角間、会報概要版配信、議員間意見調整、報道等情報整理 /31 商標登録調査、市
民相談、東北信９市正副委員長会議（欠席）、報道等情報整理
■□■□■□■□
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