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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。

巻頭言

●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。昨年、
初著作『安曇野で夢をかなえる』
を刊行。好きな言葉は『出会い、共感、展開』

国財政も財源不足が慢性化し、十分な交

任期も残りあと 1 年！

ホントに必要？ 38 億円体育館！

12 月議会で来年 10 月の選挙から議

新総合体育館の基本計画案が出まし

交付税措置が続く保証はありません。将

員定数が 3 人減の 22 人になることが決

た。施設面積 7,300㎡、整備費用 38 億

来が見通せない中での 38 億円の建設計

まりました。前回選挙時も 3 人減の 25

円。当初の 8,400㎡より縮小しましたが、

画は、将来の市財政を苦しめます。私は

人になっており、その検証がない中での

費用は 38 億円のまま据え置きです。12

最後まで規模の見直しを求めます。

更なる定数減に私は反対しました。

月定例会では再度の一般質問と市民から

議員が減って、市民は議会に声を届け

出された陳情を審査しました。

付税を地方に渡せない状況で、安定した

●サポーターからの応援
メッセージその 12

やすくなったのか？届けづらくなったの

１、12 月定例会一般質問

か？市民にとって議員や議会は役割を果

望市議

たしているのか？その観点から定数減の

きになったのはなぜか。

検証をすべきなのに、市民に十分に聴か

市長

ずに決めた市民不在の議会決定でした。

人件費、資材の高騰等を見込んだため。

に会った時の印象に残っている言葉で

38 億円の体育館を市民が本当

す。望さんが安曇野に移り住んだばかり

私は常々、議会が市民にどう評価され

野本佳代さん（豊科、主婦）

基本計画案で整備費用が据え置

「子供に会いたくなっち

ゃったなあ」初めて望さん

オリンピックの特需等、
総事業費、

望市議

の頃に、我が家のホームパーティーに遊

ているのか、議会として向き合うべきだ

に必要と思っているのか。

と言っています。議員一人一人への究極

市長

の審判は選挙です。しかし、議員が集

反対ということはあり得ない。市民がよ

その時はお互いまだ小さかった子供が三

まった総体としての議会が、市民にとっ

り活用しやすく安全面も考えた施設に

郷小に入学し同じクラスで再会しまし

て必要で役に立つ機関に成り得ているの

し、すばらしい選手を招聘し、子供たち

た。

か。その評価を我われ議会は受けるべき

に夢と感動を与えたい。

です。そこから議員定数や報酬額につい

望市議

拠点体育館を作ることで、地域

きた望さんが議員になり、安曇野を語る

ての判断材料も見えてくるのです。

にあるスポーツ施設が廃止されるのか。

人になっても、私の望さんの印象は変わ

簡単に今ある施設を廃止するわけ

りません。自分の住む安曇野市に誇りを

にはいかない。市民のニーズに、ある面

持って将来を創ろうとしている大きな気

では応えるのが行政の役割。現実に沿っ

持ちに、
「私たちも安曇野市を誇れるよ

た対応をしていく。

うにしたい」と思うようになりました。

市長

何をやるにも全員が賛成、全員が

びに来たのが知り合うきっかけでした。

お互いに子供を持つ親として関わって

基本計画案によると予算上限の

自分の気持ちを素直に表せる人が少なく

33 億円が必要となり、コスト的な余裕

なってきたと感じるこの頃、子育て真っ

がない。施設面積をさらに圧縮し、更な

最中の親世代が自分の子供だけでなく、

る単価上昇分に備えてはどうか。

自分と関わっている子供達にも素直な気

望市議

38 億円を超えれば、競技に支障

持ちで素直な姿で接することが、安曇野

に、議会は外部からの客観評価がほとん

のない部分の縮小も考えざるを得ない。

市を背負っていく子供たちを育てる第一

どされない言わば閉ざされた「議会村」

２、市の借金と財政計画

歩だと思っています。

行政に対しては辛辣なことを言うの

です。なので富山市議会のようなことが

市長

「財政計画にある市債額
（市の借金）
は、

私は穂高で生まれ、結婚して三郷に住

起こるのです。我が安曇野市議会はそう

市民が実質的に負担する返済金と国から

み、今までの人生の９割は安曇野市で生

ならないように、市民の中に飛び込んで

交付税措置される金額とが合算されてお

きています。高校生の頃、始発の電車に

市政への意見を聴き、議会を客観評価す

り、市単独の借金は実際はもっと小さ

乗るために冬の暗い中を自転車で駅に向

る仕組みを作るべきです。少なくとも市

い。」という意見があります。確かに市

かう時に見た、雪を抱いた北アルプスの

民アンケートをして、議会への評価を仰

の借金全額を市の自主財源で返済するわ

暗い中に光り輝く雄大な景色をずっと見

ぐべきです。

けではなく、特例債なら 70％が国から

ていたいです。

任期も残すところ 1 年を切りました。

交付税措置されます。しかし交付税の財

安曇野市に住んで、安曇野市を大好き

最 後 の 1 日 ま で 議 員 の 仕 事 を 全 う し、

源は国民の税金です。我々は市民、国民

になってくれる人を 1 人でも多くして

次の活動に繋げていきます。

として二重の負担を負うわけです。また

くれることを望さんに望みます。

● 12 月定例会の一般質問
年４回行われる議会定例会では、議員自身がテーマを定めて市政を質したり、政策提案
を行う「一般質問」ができます。公の場で行政と直接議論できる一般質問は議員として
の権利であり、
また責務でもあります。12 月定例会では以下のテーマを取り上げました。

《質問１》図書館の管理運営に
ついて

市民立案による移住や交流企画

望市議

を開催してはどうか。日々暮らしている
市民の方から、既存の観光の枠にとらわ

図書館協議会及び交流学習セン

れない、ユニークな安曇野暮らしのソフ

ター運営委員会の合同会議が行われ、図

トが生まれてくるのではないか。市民に

書館の管理運営のあり方についての報告

とっても、自分たちの暮らしの豊かさを

書が教育長に出された。報告書によれば、

捉え直す機会にもなる。

運営は直営と指定管理の両論併記という

政策部長

ものだった。これをどう受け止めたか。

観光協会や観光交流促進課と連携する。

望市議

関係法令との整合性を図り、

現体制（直営）でも、まだでき

移住希望者向けの体験ツアーについては

ることはあるという指摘を大変重く受け

安曇野暮らし支援協議会等で研究する。

とめている。現在の図書館や交流学習セ

望市議

ンターを、さらによりよい運営にしてい

のシェアハウスを用意してはどうか。共

く、サービスの向上を図っていく努力を

住みをしながら地元地域とのつながりを

一層しなければいけない。

つくっていく。区長さんを初め地域の人

教育長

市長

直営で管理を続けたほうがよいの

移住者の足がかりとして畑つき

たちも出入りし、地元情報も得られる。

か、あるいは業務委託や指定管理者制度

そんな地域コミュニティーの新たな拠点

を導入したほうがよいのか、様々な視点

をつくる。

から精査、研究検討を重ねていく必要が

政策部長

ある。すぐに結論が出る課題ではない。

タイルは最近の居住利用形態であり、現

シェアハウスというライフス

在、市内のシェアハウスの実態をつかん

【解説】
市のアウトソーシング計画では、図書館

でいない。まず実態把握が必要。その上

運営を 29 年度から指定管理者を導入す

で移住定住策の有益性を研究していく。

るという計画でした。今回 10 回以上に
わたる熟慮を重ねた審議会を経た上での
両論併記という報告は、指定管理への移
行に実質待ったをかけるものでした。図
書館及び交流学習センターは、市を発展
させていくための知の拠点、文化の拠点
です。その運営を開館時間の拡大など
サービスの拡充や、行政のスリム化と
いった理由だけで外部委託するのは、市

【解説】

の文化振興への意欲を疑われてしまいま

移住促進は単に移住担当だけがするもの

す。知の拠点としての図書館づくりとい

でなく、自然保育をはじめとする安曇野

う大きな課題に向き合い、市自らが取り

市の様々な先進的な取り組みや特徴を各

組んでいくべきです。その司令塔となる

担当部署がアピールして、多様な切り口

図書館司書の役割を再認識し、専門性を

で安曇野を知らせ、安曇野ファンを増や

安定して発揮できるように処遇改善もす

していく必要があります。オール安曇野

べきです。

的な視点で売り込んでいくシティープロ

《質問 2》
『移住促進策について』
望市議

宿泊滞在中に移住相談に乗り、

モ―ション専門係の配置を訴えました。

マンガ・イラスト：中武ひでみつ

●お知らせ～民心・無所属の会の議員活動報告会を開催～

移住希望者に対して、密度の濃いかかわ

私の所属する会派、民心・無所属の会の議員活動報告会を開催し、議会の様子、現在の

りを施す「移住コンシェルジュ宿」を募

市政課題をお伝えします。今回も２回開催し、内１回は、子育て中のパパ、ママにもご

集してはどうか。

参加いただけるように、週末午後に設定しました。どうぞご家族でお出かけください。

あえて特化することがい

♪１回目

日時：１月 18 日（水）午後 7 時～ 9 時

いのかどうか。観光協会を含め宿泊事業

♪２回目

日時：１月 21 日（土）午後 2 時～ 4 時

商工観光部長

者の皆さんに投げかけをしていきたい。

場所：穂高会館会議室
場所：堀金公民館（堀金支所 3 階）

（堀金公民館はスペースが広いので、小さなお子さん連れでどうぞ。
）

