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増田望三郎の市議活動だより
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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。

市民のみなさん！
38億円 4 4 4 4 4 4 4 4
の大規模体育館は必要ですか？

南部総合体育館の建設計画について、行政の市民説明会、議会の市民の意見を聞く会が
行われました。推進、反対、様々な意見が出ましたが、この計画の最大の焦点は施設の
規模です。現時点で市が示す施設面積は 8,450㎡、整備費用は 38 億円。
これだけの多額の費用による大規模体育館の建設は本当に必要なのでしょうか？

●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。本年７月に初著作
『安曇野で夢をかなえる』を刊行。

これらのことは全て起こり得ることばか
り。そうなれば、市が健全だと示す財政
計画の数字も揺らいできます。大きな社
会的変化に対応できるように慎重な計画
であるべきです。

３、今後に向けて
●望市議の対案
・8000㎡以上の大規模体育館はやめて、

１、９月定例会一般質問

２、財政上の問題

望市議 規模の見直しはあり得るのか。

①建設費が増大する

規模を下方修正すべき。

市長 物価の上昇、人件費の上昇等も勘案

建設年度 31、32 年度はオリンピック準備

・住民としっかりと議論をし、本当に必

しながら、38 億円上限で取り組んでいく。

と重なり資材高騰が予想される。

要なものを作るべき。そのためには期限

望市議 公共施設再配置計画 の観点から、

②用地費が増大する

のある特例債の利用にこだわらない。

大きな体育館を建てて拠点化を進めること

当初の予定が変更になり、施設本体を敷地

●市による説明会／広報／パブリックコ

は、地域の身近な施設が廃止になるという

外に作れば、その分用地買収が必要になる。

メントで市民の声をあげよう！

認識でよいか。

③特例債期限内に建設が終わらない可能性

維持費なども示した体育館建設計画の基

市長 市民の利便性を考慮しながら、規模

がある

本計画案が 11 月に出される。再度行わ

の縮小を将来にわたって継続的に検討をし

オリンピック建設の影響で地方の建設計画

れる市民説明会にも参加し意見を。また

ていく必要がある。

が順調に進まない可能性がある。計画が

市の広報にも基本計画案が掲載されるの

※公共施設再配置計画とは…総延床面積

33 年度以降にずれ込めば特例債は使用で

で、市が募集するパブリックコメントも

42 万 8,000㎡もの全ての市の施設を、今後

きなくなり市の負担は増える。

含め、市に意見を届けよう。

も同様に維持してくことは財政的に困難な

④維持費

●議会はチェック機能を果たすのか？

ので、廃止や統合をして、３割減の 28 万

人件費・光熱費・修繕費などの維持費はい

38 億円もの大事業について議員一人一

7,000㎡まで減らすというもの。

くらになるのか。松本市総合体育館の場合、

人がどのような意見を表明するのか見極

望市議 この大規模な計画は財政的に大丈

約１億円の経常経費。使用料を差し引いた

めてください。また議会が建設計画に対

夫と言えるのか。その根拠は。

松本市の負担額は約 7,300 万円。

し有効なチェック機能を果たすか注視し

市長 合併特例債を使えば、７割分が普通

⑤基金残高が３分の１に

てください。

交付税で補塡措置され、税等の負担を抑え

※基金（家庭で言えば貯金）

●請願や署名を

られる。一時的に実質公債比率や将来負担

財政調整基金、減債基金、公共施設整備

市民のみなさんの意見表明の方法とし

比率は上がるが、
平成 33 年度以降は下がっ

基金の主要３基金残高は、26 年度決算で

て、12 月議会への請願書の提出、また

ていく。持続可能な財政運営は可能だ。

109 億円あったものが平成 34 年度見込み

署名を集めて提出することもできます。

では 39 億円。たった８年で３分の１になる。

何もしなければ「市民は 38 億円もの体

の説明も含めた基本計画案を載せるか。

安曇野における大規模地震の発生の可能性

育館計画を認めた」
とされてしまいます。

市長 一定の数字が出るので、掲載する。

が高くなったが、様々な有事に対応できる

●最後に

望市議 この事業の最終年度は 32 年度。

のか。

私たち子育て世代、そして私たちの子供

※

望市議

市の広報に維持費や財政計画等

地域住民の使い勝手の良い地域体育館に

来年は市長選もあり、この体育館計画は次

たちが生きるこれから 30 年、50 年の安

の市長の事業にもなる。市長選では事業の

曇野が、汲々とした財政状況で暮らさな

賛否を争点にしなければならない。市長は、

くていいように、またバトンを受け取る

来年の選挙で真正面から争点にして自信を

次の市長が、新しい政策が何もできない

持って市民に問えるのか。

というようなことにならないよう、大規

市長 私が出馬するかは表明はしていない。

模施設の見直し・修正をこれからも迫っ

今の段階で答えるわけにはいかない。

ていきます。

●９月定例会の一般質問

望市議

今回の申入れの回答は 2 回と

年４回行われる議会定例会では、議員

名でないのか。今回の説明会開催に限ら

●お知らせ～民心・無所属の会
の議員活動報告会を開催～

自身がテーマを定めて市政を質したり、

ず、許可更新の最終的な判断は市長がす

♪１回目

政策提案を行う「一般質問」ができます。

るわけだが、最後の最後は市長である自

日時：10 月 21 日（金）午後 7 ～ 9 時

公の場で行政と直接議論できる一般質問

分が責任をとるという覚悟があるから部

場所：豊科交流学習センターきぼう

は議員としての権利であり、また責務で

長以下職員が頑張れるのだ。部長名によ

♪２回目

もあります。９月定例会では以下のテー

る回答の理由と市長の覚悟を聞く。

日時：10 月 23 日（日）午後 2 ～ 4 時

マを取り上げました。

市長

《質問１》『北小倉ゴミ処理施設
問題から見える安曇野市行政の
あり方』
【解説】

三郷小倉にある増田建設産業の廃棄物処
理施設の壁について、その危険性を地元
住民が再三再四訴えてきました。今回、

も市民生活部長の名前である。なぜ市長

決済は市長がしたもの。その上で

回答に係る発信は、市長の補助機関で、
た。この文書に対する最終的な責任は長
である私にあることは十分認識してお
り、決して責任逃れには当たらない。

●サポーターからの応援
メッセージその 11

石田 修一さん

長名で２回にわたり説明会の開催要望を

（豊科、小児科医）

をくくった」対応で住民に寄り添おうと
しないものでした。

望さんに感じている魅
力がふたつあります。
ひとつ、現役子育て世代であり、子育

１回目（平成 28 年 5 月）の申入れ

ての苦労話がきちんと通じること。これ

市の返答

は親子ともども望さんと同世代だからか

⇒

住民自ら情報公開請求を

して調べろ

もしれません。お互い女の子も男の子も

２回目（平成 28 年 7 月）の申入れ

いて、爺婆もいて。こぼしたグチも一つ

市の返答

や二つではありませんが、いつも真剣に

⇒

裁判係争中のため説明で

きない

です。小さなお子さん連れでどうぞ。
）

責任を持って対応できる所管部長で行っ

業者が行った壁の補強工事について、区
しましたが、市の対応は以下の「木で鼻

場所：明科公民館（靴を脱いでの畳部屋

耳を傾けてくれます。子育てがこんなに
も大変に感じる時代。幸い、議員として
現在保育行政等に関わっているので、ぜ
ひコラボさせていただいて、安曇野の子
どもたち・親たちの未来のために共に汗
を流したいです。
ひとつ、どっしりとした確かなエネル
ギー。それはこれまでの生き様からくる
のでしょうか。望さんと別れるときは握

壁の直下には風呂場があり、それを利用

手をします。それが本当にがっしりとし

している住民は生命の危機を感じていま

ていて、力強い。こちらとしては、安心

す。係争中なので答えられないと一点張

して “ 送り出される ” 感じです。そのエ

りの市長の姿勢は本当に情けなく寂しい

ネルギーの一部は、
「安曇野で夢をかな

ものです。また市長は住民の生命をどの

える」という本（安曇野文庫第一号！）

ように思っているのでしょうか。安曇野

として結実しました。その実はやがて種

市は住民に寄り添う町なんだと思える市

となり、安曇野に、長野県に、日本に、

政運営を市長に強く望みます。

地球中に運ばれて拡がっていくのでしょ
う。けれど、増田望三郎という木は変わ

不安を訴える住民に対し、壁の

らずどっしりと安曇野に根を張り、また

補強について説明しないのは行政のやる

実を結ぶ。またそれが拡がる。その枝は

べき責任を放棄していないか。住民に一

ワタリドリの止まり木であり、その梢の

歩近づき、寄り添うことができないのが

下は老若男女の憩いの場、そんなイメー

安曇野市行政なのか。

ジを私はもっています。

望市議

市長

この件は裁判の争点にもなってお

このふたつは言い換えれば受信と発信

り、市は被告の立場である。したがって、

の魅力。それを持つ望さんとともに、豊

これの説明をする住民説明会の要請には

かな安曇野をしっかり支えていきたい、

応じることができない。

と思っています。
マンガ・イラスト：中武ひでみつ

