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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

３月定例会報告

●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 48 歳。東京を経
由し、安曇野に移住し 14 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』

れだけのソフト事業がやれるでしょう。
【保育士の不足】
今議会の 28 年度補正予算で、「保育園

【予算概要】
3 月定例会では新年度予算案を審議し

臨時嘱託

2703 万 1 千円の減額」があ

ました。29 年度予算総額は 4 年連続で

りました。応募した保育士が集まらず、

400 億円越えの約 413 億円。その財源

１１名分の賃金が浮いてしまい予算から

は一体どこからくるのでしょうか。

減額されたのです。公立保育園で、当初

・市税（市民税など）約 115 億（27.8％）

予定より保育士が 11 名も足りてないの

・国の交付税（国が集めた税金を地方自

です。なぜ保育士が集まらないのか。こ

治体に配分。
）約 100 億円（24.2％）

れは全国的にも同じ状況ですが、有資格

・国や県の支出金（国や県が負担する使

者はいるのに実際に仕事に就く人が少な

い道の明確なもの）約 64 億（15.4％）

いのです。その理由は給料が安いから。

・市債（市の借金）約 54 億（13.0％）

安い割には仕事が大変だから。安曇野市

・繰入金（基金＝家庭で言えば貯蓄の取

の場合、正規採用の保育士が 3 割、残

り崩し）約 25 億円（6.0％）など

り 7 割は非正規職員で、担任をもって

自主財源である市税は 3 割弱、逆に国

責任ある役割をしても、非正規採用のた

県への依存財源は 4 割以上。さらに借

め給料は安くなります。正規雇用が増え

金と基金の取り崩しが 2 割ほど。これ

れば、ここまでの状況にはならないで

が安曇野市の収入です。一方、支出はど

しょう。安曇野市の保育はたくさんの非

うなっているか。

正規の保育士たちの頑張りで、今ギリギ

【ハード事業】

リのところで成り立っている。それが実

・しゃくなげの湯の周辺整備で約 3 億円

情です。

・三郷交流学習センター建設で約 6 億円
・総合体育館建設関連で約 6600 万円
これら建設事業費は全部で約 62 億。
【ソフト事業】
・産後ケア事業

352 万円

産後間もない母親が病院などで宿泊や
母乳相談をする費用の補助
・コミュニティスクール事業

842 万円

学校、地域、家庭が一体となり、開か
れた学校づくりを進める
・日帰り入浴施設の割引券

【まとめ】
3960 万円

70 歳以上の市民対象

を食う部署・人が必ず出てきます。ハー

・防災ラジオの購入補助等

1204 万円

聞こえづらい屋外放送への対応。
・荒廃ワサビ田の再生

大きな箱モノを作れば、そのしわ寄せ

200 万円

ド事業は必要最小限、できるだけコンパ
クトなものにして、その分を福祉・教育
などのソフト部分に回すべきです。限ら

生産量が約 10 年で半減しているワサ

れた財政の中で、どのようにお金を配分

ビ生産振興など。

し、市民サービスを高められるか。この

ハード事業とソフト事業では費用の桁が

舵取りは本当に難しい。でも、現場の保

２桁違います。人口減、税収減、交付金

育士さんの声を聴くと、やはり大きな箱

減。収入は減っていきます。体育館も整

モノは作らずに、一人でも多く正規採用

備費用 38 億円が 5 億円でも減れば、ど

を確保すべきです。
マンガ・イラスト：中武ひでみつ

保していたそうです。廃棄物処理行政の

● 3 月定例会の一般質問

姿勢が表れていると思いました。

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。3 月定例会では以下のテーマを取り上げました。

《質問》
『子供たちがキラキラと
輝ける教育を』

望市議

我々議員が中学校や高校を回っ

て、議会、議員の仕事を説明し、やりが
いや喜びを伝えていく。その取り組みの

【解説】子供は社会の宝。安曇野の子供

中で、政治や議員という仕事を子どもた

たちは安曇野の宝。子どもたちが毎日通

ちが身近に感じていく、そんな主権者教

う学校は、子供たちにとって魅力的な場

育の取り組みをやれないか。

になっているでしょうか。学校教育が子

教育長

どもたちにとってキラキラと輝きを増す

に中立の立場で学校で話してほしい。中

場になるためにどうすればいいのか？ま

学生議会充実のためにも、議員にも力添

た現状の学校教育に収まらない子どもた

えを頂きたい。

学校から要望があれば、政治的

↑武蔵野市の廃棄物処理施設

●サポーターからの応援
メッセージその 12

三好祐子さん（穂高、㈱

アルプスピクチャーズ プロ
デューサー） ４人の子ども

ちに、学校以外の多様な教育の場を創造

を育てていると、日々様々な事件や出来

し、認めていくことも必要です。
望市議

事がたちはだかる。それぞれの年齢がぶ

文科省の次期学習指導要領の改

訂案では、主体的、対話的で、深い学び

ちあたる避けては通れない課題。進路、

の実現に向けた授業改善を求めるとあ

思春期、友人関係、習い事、食べもの、

る。この概念がどう実践されるのか。

スマホ、ゲーム、まんが、お金…etc。私

教師自身が自分の教える教材や

の子ども時代と変わらない部分もあるけ

指導、児童・生徒の実態等をしっかりと

れど、決定的に変化した環境が現代の子

教育長

つかむことに取り組む姿勢が大切。教師

【望市議の意見】

どもを取り巻いている気がしている。今、

の専門性を高める研修を計画・支援し、

①子供自身が自分で感じ、考え、判断す

子どもたちに「生きていく力」をなんとか

指導力・教師力の向上を図る。

ることが大事です。学校でも週に１度自

身につけていって欲しいと切実に願う。

望市議

認可外の野外保育園への市の補

然に触れ、遊んだり学んだりする時間、

東京から安曇野に移住して６年にな

助や公立園全園での信州型自然保育の取

何も決めないで、子供たちに全てを任せ

る。望さんには移住してまもなく、被災

組など、自然保育は市の方針である。自

る時間をつくれないでしょうか。

地に安曇野の野菜を送る活動「野菜のか

然保育で育ち、感性を磨いてきた子供た

②子供たち一人一人をかけがえのない宝

けはし」を始めた頃に会った。明るくて

ちが入学してくるが、小学校教育は、そ

だとし、その個性や特性を伸ばすことが

前向きで、誰に対してもフェアな印象は

れをベースに置いた一貫した教育をやっ

本当の教育だとしたら、その教育はきっ

議員さんになってからも、何一つ変わら

ているのか。

と多様であるはずです。多様な教育実践

ない。シリアスなテーマでも、望さんが

をサポートすることも行政の役割です。

いると、自然と表情がやわらぎ、一筋の

学前から取り合い、入学前の経験が生か

チルドレンファースト、主体を子供に置

希望が心に湧いてくる。対立や否定では

せるように、小学校の学びに精いっぱい

くという価値観の転換なしに教育は変

なく、共感、理解を前提に話しを進めて

取り組めるように連携を図ってきた。さ

わっていきません。

いく姿勢が貫かれている。この時代に必

教育長

これまでも保育園との連携を入

らに小学校側が入学前の子供たちがどの
ような環境で、どういう力を蓄えている

●行政視察に行ってきました

要な人だと思う。望さんにはトップに
立って欲しい。そう思っている人はきっ

議会で東京都武蔵野市にある市役所に

とたくさんいるはず。そのためにどうし

隣接する市のゴミ処理施設を見学しまし

たらいいか、いつも考えている。安曇野

既存の学校には収まらない子供

た。ゴミ処理施設は迷惑施設と捉えられ

の神様に祈っている。

たちもいる。一人一人にとってと考えた

がちですが、武蔵野市は最新の技術を駆

ときに、フリースクールなど、新しい教

使したものを堂々と市役所の横に作って

●体育館建設計画の状況

育を選択する親子もいる。これまでの学

います。またこれまで 30 年間使われて

私は市民ニーズを図り、財政を圧迫し

校教育とは違う新しい教育機会の創造を

きた旧施設とこの 4 月から稼働する新

ない規模に検討し直す趣旨で予算修正案

市がどう認め、連携していくのか。

施設が併設されています。30 年以上前

を出しましたが否決されました。本計画

市の教育は公教育なので、法律

に施設を作った時に、30 年後に建て替

は 38 億円の基本計画に基づく基本設計

に基づいた設置義務、指導内容等々を行

えることを考えて当時からその土地も確

や地質調査等、次の段階に進みます。

のかを把握し、どう高めていくか考える
ことが大事。一層連携を密にする。
望市議

教育長

うがそれに馴染まない子供たちに学ぶ機
会と場所を確保することは教育委員会の

●お知らせ～民心・無所属の会の議員活動報告会を開催～

仕事。フリースクール等は、これからも

♪ 1 回目

日時：4 月 26 日（水）午後 1 時半～ 3 時半

連携をとり対応していく。

♪ 2 回目

日時：4 月 26 日（水）午後 7 時～ 9 時

場所：三郷公民館

場所：豊科交流学習センター

