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みなさん、こんにちは。安曇野市議会議員の増田望三郎です。私の議員活動を報告す
る『安曇野レインボウ通信』を定例会ごとに年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 政治を身近なものに！

ます。私も政治家として、努力を続けて
いくし、市民もまた主体的な活動を起こ

そんな思いをもって市議になりまし

し、話し合い考えていく。これこそが政

た。それから約３年が経ち、みなさんに

治を草の根から変えていくことにつなが

とって政治は身近なものになったでしょ

るのだと信じています。

うか？ 心ある政治家は市民（県民、国民）
との間に壁を作らず、政治と市民を近づ
けようと頑張っています。でも、そのた
めの有効な手段はまだ見つかっていませ

●介護労働者の処遇改善を求め
る陳情について
６月定例会では、医療系の労働組合か

ん。先日の私の会派「民心・無所属の会」

ら出された介護労働者の処遇改善を求め

の活動報告会の参加者は合計２２人。市

る陳情を審議しました。介護労働者は賃

政に関心があり、いつも参加してくだ

金が全産業の平均賃金より９万円も低

さっている方に加え、初めてお会いする

く、加えて重労働。高齢化社会を直接的

方たちも何人かいました。時間を作って

に支えているにもかかわらず、その処遇

参加してくれることはとてもありがたい

がなかなか改善されません。近い将来の

ことですが、もっとたくさんの方に来て

人手不足も予測され、安定した介護環境

もらいたいとも思いました。これからも

を作り出すことは喫緊の社会的課題で

政治を身近にする努力を続けます。

す。

一方で、政治を身近にしようと市民自

陳情内容は、すべての介護労働者の処

ら企画して活動をしている人たちがいま

遇改善を図ること、人員の配置基準を引

す。同じ思いの議員の立場から言わせて

き上げること、この２つを実現するため

もらうと、このように主体的に動いてい

に国費で費用を賄うことというものでし

ることがどれだけ嬉しく、心強いか。先

た。それに対し、
消費税増税が延期され、

日、松本・安曇野のママたちのグループ

財源も不確かな中で国費を要望すること

が主催する政治を語る会に参加させても

は実現性も低く反対するという意見が出

らいました。参院選の立候補者をゲスト

されました。私は、実現の可能性がない

に招いて、憲法改正、TPP、政治家の信

と決めてしまっていいのか、可能性があ

頼回復などのテーマで、候補者の考えを

る限り、市民の声を届けていくことは議

話してもらいました。

会人の責務であることを訴え、賛成討論

会の後半はみんなで持ち寄りの食事

●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。好きな言葉は『出
会い、共感、展開』

しました。結果、陳情は賛成少数で不採

会。政治家とママたちがとっても楽しい

択となりました。

雰囲気で政治を語っています。政治が私

※その後、介護保険における国の負担率

たち市民に近づいてる、そんな気持ちに

を上げる旨の意見書を国に提出する議案

もなりました。この近さがある限り、政

を私も含めた４名の議員で提出し、採択

治家もおかしな方向には行かないでしょ

されました。

う。政治家が市民に近づいていく。市民
が政治家に近づいていく。そんな場を双
方が作り合う。これですね。
「政治のレベルは、政治家のレベルで
はなく、そこに暮らす民のレベルであ
る。」という言葉もありますが、議員も
市民も双方が努力し合って、政治のレベ
ルを上げていくことが大事なのだと思い
マンガ・イラスト：中武ひでみつ

●６月定例会の一般質問
年４回行われる議会定例会では、議員

これを単なる制度変更で終わらせずに、
安曇野の保育の質向上を図るチャンスと
しなければなりません。

自身がテーマを定めて市政を質したり、

人間にとって生きる力とも言える意欲、

政策提案を行う「一般質問」ができます。

協調性、忍耐力などの非認知能力を高め

公の場で行政と直接議論できる一般質問

るのは幼児期が最も適しているという研

は議員としての権利であり、また責務で

究もあり、今後益々保育における就学前

もあります。６月定例会では以下の二つ

教育の重要性が認められてきます。私は

のテーマを取り上げました。

この非認知能力を高めるのに、野外での

《質問１》『制度転換期にある安
曇野市の保育の方向性』

活動や自然の中での遊びを行う自然保育
が最適だと考えており、安曇野市におい

パパ、
ママにもご参加いただけるように、
祝日午後に会を設定しました。また靴を
脱いでの床フロアのため、お子さんを会
場の後ろで遊ばせることもできます。ど
うぞご家族でお出かけください。
♪１回目（靴を脱いでの床フロア）
日時：7 月 18 日（月・祝）午後 1 時半
～ 3 時半
場所：三郷公民館２階
♪２回目
日時：7 月 28 日（木）午後 7 時～ 9 時

て公立・民間ともに自然保育を取り組ん

場所：穂高会館

市の保育園は認定こども園化や

でいることは先進的です。今後も自然保

民営化など制度上転換期にあるが、保育

育を安曇野の保育の質・重要な方針とし

の質向上を図るチャンスでもある。この

て実践していくよう訴えて行きます。

●サポーターからの
応援メッセージその 10

望市議

点で市は自然保育の推進を打ち出し、認
可外野外保育園への公的支援をスタート
させた。市長の英断の理由は。
たくましい子供を育てるには自然

市長

篠原 寛行さん

《質問２》
『面会交流支援について』

（堀金、パソコン教室主宰）
縁あって、増田議員と
は安曇野シャルソンとい

※面会交流とは

に親しむことが大切。野外保育や認可外

離婚後、または別居中に、子供を養育監

保育でも同じ安曇野の子であり、支援は

護していないほうの親が子供と面会等を

行政の責務である。

行うこと

うイベントを通じて知り
合い、議員活動を気にかけている一人で
す。インターネットを利用した選挙活動

離婚を考えている夫婦が、離婚

が解禁された年を機に、初の市議会議員

後も子にとっては双方ともが親であり続

選挙においては、インターネットを積極

これまでも教育と保育を一体

けることを自覚し、子どもの最善の利益

的に使った増田議員はとても先進的で、

的に行ってきた。今後も継承していく。

を守るために、非看護親との面会交流や

各マスコミも注目していたことは言うま

民営化により、市の保育をどの

養育費の分担を十分に協議する。それを

でもありません。当選後もインターネッ

親に啓発する、踏み込んだ行政支援をす

ト（SNS ＝ソーシャルネットワークサー

る時では。

ビス）を通じて日頃の議員活動を公開し

認定こども園化で保育の質はど

望市議

う変わるのか。
福祉部長
望市議

ように導いていくのか。
市長

保育は自治体の根幹。しかし単に

望市議

公立で運営するということでなく、あら

福祉部長

ゆる手段で子どもたちのために保護者の

として、面会交流支援を含めたひとり親

自由選択ができるよう環境を整えてい

支援事業のリーフレットを作成、配布し

く。その手段としての民営化の検討であ

ていく。

る。

離婚届け出前に一考する機会

【解説】

望市議

市長の目指す日本一の保育と

は。

平成 25 年の離婚件数は約 23 万件、う
ち未成年の子供がいる家庭の離婚件数

豊かな自然、広々とした園、人々

は、約 13 万件、子供の数は 23 万人に

との触れ合い、農業体験等を通じて物を

も上ります。離婚率が３割を超える昨今

育てる、仲間を大切にする、そんな保育

の状況の中で、離婚家庭における子育て

を進める。一人一人に適した教育・保育

支援は、今や行政としてもしっかりと取

の提供が大切である。

り組むべき社会的課題となっています。

市長

そんな中で子供の最善の利益という観点
から、面会交流の必要性を訴えました。
議会では初めてのことであり今後も調査
研究していきます。
はじめの一歩であり、
これからも取り組んでいきます。

●お知らせ ～民心・無所属の会の
議員活動報告会を開催～

ていることは皆さんもご承知の通りで
す。
ある調査では、SNS の利用率は全年
代で 2 年前に比べて 20P 増加、30 代
では 82％、20 代では 95％とほとんど
が利用している状況です。
このことから、
政治活動においても、SNS から得られ
る情報が影響を持つようになってきてい
ます。選挙権年齢が 18 歳以上に引き下
げられたこともあり、SNS を利用する
有権者の増加傾向は今後も続き、政治が
より身近なものになるのではないでしょ
うか。また、Wi-Fi 環境のインフラ整備
も産業・住民・観光客において有効的な
ものとして、普及が進み注目もされてい
ます。
安曇野地域も他地域と比較し Wi-Fi 環
境整備の遅れが、各産業の発展を左右す
ることになるのではないかと危惧もして
います。IT スキルの向上、活用を進め

民心・無所属の会（荻原勝昭議員、林

ている私にとっては、今後も、増田議員

公立保育園の自然保育の取り組み、平

孝彦議員、小林純子議員、増田望三郎）

始め、市議さんには IT（SNS）利活用

成 29 年度からの全園認定子ども園化や

の議員活動報告会を行います。議会の様

の重要性を認識した政策を推進していた

現在市長が諮問している民営化の検討な

子、現在の市政課題をお伝えします。今

だきたいと思っています。 篠原寛行（@

ど、市の保育制度は転換期にあります。

回も２回開催し、内１回は、子育て中の

shinokan facebook Twitter）

【解説】

