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安曇野市議会議員の増田望三郎（ぼうざぶろう）です。私の議員活動を報告する『安
曇野レインボウ通信』を毎回の定例会後に年４回発行します。市民のみなさんと市政
の間に虹（＝ Rainbow レインボウ）を架け、希望（希望の “ 望 ” は望三郎の “ 望 ”）
あふれる市政にしていきます。市議ブログもどうぞ。
「増田望三郎」で検索。

●巻頭言
初めての政策討論会議が開催！

●増田望三郎のプロフィール
大分県出身、酒の弱い九州男
児。気さくな 47 歳。東京を
経由し、安曇野に移住し 13
年目。三郷小倉の地に妻と 2
人の子ども、妻の両親の 3 世
代で暮らす。米や野菜などの自給の農業を
しながら、出会いと体験の宿『安曇野地
球宿（ちきゅうやど）』を経営。2013 年
10 月より安曇野市議。会派「民心・無所
属の会」に所属。

●平成 28 年度予算案審議
427 億円にものぼる平成 28 年度一般

議会の最高法規とも言える議会基本条

会計予算案が賛成多数で可決されまし

例が施行されて２年半、本条例に基づく

た。私も予算案自体には反対はしません

政策討論会議が初めて開催されました。

でした。しかし、総合体育館や広域のゴ

今回の会議テーマは、総合体育館建設計

ミ処理施設など大型ハード事業が続き、

画と穂高広域施設組合の施設更新の２つ

何十億円もの建設費用がかかります。市

でした。体育館建設計画については、

長は、
「返済時に有利な起債となる合併

・建設は安曇野市の合併時の約束事なの

特例債の利用限度額は 458 億円で、当

で守るべき

初は 350 億円に抑えるとしていました

・市民の健康増進のための施設にすべき

が、使用期限が５年延長になったことも

・松本市などとの広域連携の在り方を検

あり、限度額ぎりぎりまで使うことにな

討すべき

りそうだ。」と言っています。その結果

・国体基準の規模では財政負担が大きす

財政負担が増え、どこかで切り詰めなけ

ぎる

ればならず、そのしわ寄せは福祉や教育

・子どもたちに感動を与える『本物』の

などのソフト分野に来てしまいます。そ

競技を見せられる施設に。

の一例が市の保育士の処遇です。

・議会として市民が本当に願っているも
のを聴く必要がある。
など、25 人の議員のうち半数以上が意
見を出し合いました。
体育館計画は今後、議会と行政との議
論、議会と市民との議論というように、
行政、市民、議会が 3 つ巴の議論を行っ
ていきたいと思います。市民のみなさん
も、ぜひこの体育館建設計画について声
をあげてください。我々議会に本当の民

今、
全国的に保育士が不足しています。

意を伝えてください。具体的には、議会

有資格者はたくさんいるのですが、実際

基本条例に基づき、市民は議会との意見

に仕事に就く人が少ないのです。その理

交換会を行うことが可能です。また私は

由は給料が安く、その割に仕事が大変だ

議会主催で市民の意見を幅広く聴く公聴

からです。安曇野市の場合、保育士は非

会の開催を提案しています。合意形成の

正規職員の割合が高く、正規職員と同じ

過程を大事にする民主主義の実践です。

ように担任をもって責任ある役割につい

望三郎市議の主張

ても、非正規であるため給料が安いので
す。ある会議では現場の保育士さんのモ

市議会における政策討論会は今回が初め

チベーションが上がらないと園長が嘆い

てで、「安曇野市議会よ、今まで何をし

ていました。そんな園に通う児童も不幸

ていたのか？」と思う市民の方々もたく

です。しかし、それは保育士自身のせい

さんいると思います。討論したい課題は

ではありません。福祉・教育などのソフ

山ほどあります。このような政策討論会

トに十分お金を回せるように、ハード事

議をどんどんやっていく安曇野市議会で

業は最小限に、過度な規模の施設づくり

ありたいと思います。

は止めるべきです。
イラスト：中武ひでみつ

●３月定例会の一般質問

道に流れる水量とに整合性が無く、汚水
排水の処理に疑義が持たれ、地下浸透の

●サポーターからの
応援メッセージその９

年４回行われる議会定例会では、議員

可能性が指摘されています。今回の一般

自身がテーマを定めて市政を質したり、

質問では安曇野の地下水を質・量ともに

政策提案を行う「一般質問」ができます。

守っていくために、地下水条例の機能強

公の場で行政と直接議論できる一般質問

化を訴え、
また水田オーナー制度を作り、

は議員としての権利であり、また責務で

地下水涵養をする水田耕作と安曇野のお

立候補する」と聞かされ

もあります。３月定例会では以下の二つ

米をアピールすることを提案しました。

たとき、まだ地球宿を始めて間もないの

のテーマを取り上げました。

望三郎市議の主張
安曇野の湧水群が環境省の名水百選の選

に、宿を続けながらそんな大変な仕事が

挙で、観光地と景観の２部門で全国１位

に、彼ならやり抜くのではないか、多く

となりました。安曇野の水はかけがえの

の仲間に支えられ、自分の情熱と理知に

ない資源ですが、その水を守っていく取

より困難を乗り越えてゆくことができる

り組みこそが安曇野の価値、ブランドに

のではないかと思いました。彼の天命は

なっていくのです。

そこにあるのかもしれないとも。

《質問１》『安曇野の豊かな水環
境を守ろう～地下水条例は機能
しているか？～』
安曇野の豊かな地下水を守るた

望市議

めの地下水条例の実効性と涵養施策の費

高橋 博さん
（穂高、安曇野ひつじ屋）
望 さ ん か ら「 市 議 選 に

できるのかと心配しました。しかし同時

それから２年半余り、望さんの奮闘ぶ

用負担金の制度化について伺う。
条例により一定の取水ルールが確

りはよく知られるところですが、議員と

立した。また涵養施策の取組みも進んで

して市政という場で活動していくことの

おり、適切に機能していると言える。ま

厳しさ、難しさも伝え聞きます。同時に、

た地下水の保全、涵養、適正利用を図る

友人が市議になったことで、自分自身の

ための総合的な水環境基本計画を策定中

市政への関心も増してきたと感じます。

である。涵養経費は、地下水利用者の負

しかしいくら関心を持っても、応援し

市長

ても、望さんが安曇野を変えてくれると

担方法などを現在議論している。
事業者の大型取水事業は市長と

いうのではない。そうではなくて、市民

事前協議を行うことになっている。協議

ひとりひとりが、安曇野のために何をす

望市議

内容にある採取計画は、「水源や湧水等
に支障を及ぼさない程度の採取量」とあ

《質問２》
『市長の政治姿勢について』

ることができるのか、自ら考え、行動し、
自分自身を変えていかなければ、この町

安曇野市には、たくさんの審議

をより良くしていくことはできない。彼

けの量でも、条例としては届出があれば

会、協議会、委員会があり、その構成員

に共感する人たちにその覚悟があってこ

受けざるを得ない状況がある。取水量の

は有識者や専門家だけでなく、市民公募

そ、我らが増田望三郎は輝きを増すのだ

上限を設定する総量規制をできないか。

も行われ、市政への市民参画を促してい

ろうと思うのです。

既存の取水者とのバランスをどう

る。これは行政と市民の協働の方向性に

これから若い世代が、望さんと同じよ

とるか。農業用水、工業用水、上水など

一致し、今後も続けてもらいたい。一方

うな志を持って政治の道を歩もうと名乗

は既得権益となる。また地下水は民法上、

で、それらに諮問する保育園や図書館の

りを上げてくるでしょう。安曇野市議最

私水扱いであり、総量規制は難しい。

民営化など、いつも市側は前提ありきの

年少は増田望三郎４７歳。彼のかかげた

北小倉廃棄物処理施設の排水処

場合が多く、参加する委員の市政不信を

松明の炎が、
多くの若者たちに手渡され、

理は正しくされているのか。下水道使用

生み出す残念な状況も生まれている。審

共に歩んでいくことに期待しています。

量を見ると、雨水や中和脱水処理をした

議会は形骸化され、委員の協働意欲をそ

汚水が下水道に適正に流れていない。汚

いでいないか。市民との協働の土台をみ

水排水はどこに消えたのか。地下浸透の

ずから崩していないか。

可能性があるのではないか。

市長

るが、とてもあいまいで、実際はどれだ

市長

望市議

市民生活部長

不明であるとしか言えな

い。

望市議

行政側はある面では方向を示しな

お知らせ ～民心・無所属の会の
議員活動報告会を開催～

民心・無所属の会（荻原勝昭議員、林

孝彦議員、小林純子議員、増田望三郎）

がら、また場合によっては白紙委任とい

の議員活動報告会を行います。議会の様

うこともある。手法は色々だが、市政の

子、現在の市政課題をお伝えします。

重要施策等について幅広い意見を聞きし

今回は２回開催し、内１回は子育て中

安曇野の地下水はかけがえのない市民

ながら、施策に反映させている。審議会

のパパ、ママにもご参加いただけるよう

共有の財産であり、次世代に引き継ぐた

は市民との協働の場でお互いが責任を

に、日曜日の午前中に行い、託児も用意

め、市、市民、事業者は協働で地下水の

持って結論を導く大変重要な場である。

しました。ぜひ子育て世代のみなさんの

【解説】

保全、涵養、適正な利用に努めなければ

【解説】

ご意見・要望を聴かせてください。
♪１回目（託児有り）

なりません。しかし事業者による大規模

市民との協働をうたいながらも、
市長・

な取水事業や昨今の転作田の増加によ

行政の姿勢により、市民の不信が生まれ

日時：4 月 23 日（土）A.M.10 ～ 12 時

り、安曇野の地下水は年間 600 万ｔ減

てしまうのは、安曇野市政の大いなる損

場所：豊科交流学習センターきぼう２階

少しているとも言われています。

失で残念でなりません。そのことを市長

♪２回目（託児無し）

に分ってもらいたく、市長の政治姿勢を

日時：4 月 26 日（火）P.M. 7 時～ 9 時

正しました。

場所：穂高研成ホール（穂高 5613-1）

また三郷北小倉にある廃棄物処理施設
群は雨量や汚泥の中和脱水処理量と下水

