
巻頭言　選挙を振り返る
　増田望三郎です。昨年 10 月の市議選を経
て議員 2期目の活動をスタートしています。
4 年前の新人の時は期待票だったわけです
が、今回の選挙は 4年の議員活動への審判で
した。結果、望三郎の議員活動を 2025 人の
方が支持してくださっていることを喜びを
もって受け止めたいと思います。
　今回の選挙を少し振り返ります。

▼選挙カーでの連呼は止めて、
	 言葉のチカラで訴える

　今回選挙カーにスピーカーを取り付けませ
んでした。名前の連呼をせずに、車から降り
て住宅地の中を小刻みに演説して回りまし
た。演説を聴くために家から出てきてくれた
り、畑の手を止めて聴いてくれた人たちが何

人もいました。演説後に走って駆けつけると、
「名前はなんて言うんですか？年寄り２人き
りしかいないけど、投票させてもらいます
ね。」と言ってくれた人が居ました。私の事
を知らない人が演説の中身で選んでくれる、
私の言葉が届いている手応え、「言葉のチカ
ラ」を感じた印象的な場面でした。
　また候補者である私だけでなく、たくさん
のサポーターが応援演説をしてくれました。
今まで演説を聴く側だった人たちが、自分の
言葉で市政を語っていく。それぞれの一歩を
踏み出して、安曇野市政に関わり、新境地を
切り拓いた人たちがたくさん生まれた望三郎
選挙、これこそが最大の「実（じつ）」だと思っ
ています。

▼単なる得票合戦でなく

　告示日前に、志を同じくする他市の議員や
松本市政のリーダーを志す臥雲義尚さんの協
力も得て、地方議会のあり方や市民と議員の
関係について考える「政治トークライブ」を
開催しました。選挙を単なる得票合戦でなく、
我われ市民にとっての政治や議会、選挙の中
身と大切さを訴えたかったのです。このよう
な政治を語り合うライブをこれからの任期中
もやっていきたいと思います。

▼多世代の草根の選挙と
	 インターネットの融合

　望三郎選挙の特徴は、移住したての人も
根っからの地元の人たちも居て、また遠くか
らの応援者も駆けつけて、子育て世代の人た
ち、若手や 30 代、40 代、そして 70 代の最
高齢者まで、多世代・多様な人たちが関わっ
てくれていることでした。また高校生向けの
チラシを作成し、政治に興味を持ってもらう
働きかけをしました。これも未来に向けての
政治参加を呼びかける取組みでした。
　また望三郎選挙ならではのインターネット
の活用もやりました。手間と時間をかけての
草の根活動とインターネット活用の融合。多
世代の人たち、移住者＆地元者の融合。この
融合が望三郎選挙でした。

▼これからの 4年

　議員活動をしていく上で、人としての誠実
さを大前提にして、議員としては筋の通った
論とそこに心を込めた「言葉のチカラ」を発
揮して頑張っていきたいと思います。何より
も、望三郎らしさが存分に出していけるよう

に、伸びやかに楽しくやっていきたいと思い
ます。どうぞ議会への関心注目と議員活動へ
の応援をお願いします。

サポーターからの
応援メッセージその15

岩垂和明さん
	（三郷、りんご農家）

　	 　望さんと最初に会ったのは、	
	 地元の若手農業者の会合を地球
宿で開催したときでした。同い年だったとい
うこともあり、すぐに気安く話せる友人とな
りました。
　望三郎という男は、必ずしも器用な人間で
はないかもしれません。しかし、人の話をよ
く聴き、共感できる力があり、そしてその話
が良いことだと感じたら、それを愚直に実行
することができる、そういう男だと思います。
　以前、一緒に飲んでいた時、私が「竹下和
男先生が提唱する『弁当の日』という活動を、
学校教育に取り入れて欲しいんだ。」という
話をしたことがありました。この話に強く共
感してくれた望さんは、その後議会でも取
り上げてくれて、また望さん以外の PTAや
JA関係者、学校の先生などの働きもあって、
安曇野でもこの活動を取り組む学校が出てく
るようになりました。
　望さんとは、政治的にすべてが同じ意見と
いうわけではありません。しかし、その「聴
く力」「共感する力」「愚直に実行する力」を
活かし、これからも議員として挑戦していく
ことを強く期待し、応援しています。

連絡先：増田望三郎事務所　安曇野市三郷小倉 4028-1安曇野地球宿内　TEL/FAX 0263-55-7414　メール boetu@d6.dion.ne.jp
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●プロフィール
大分県出身、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。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。現
在 2期目。

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。昨年 10 月の選挙でご支持を頂き、議員活動２期
目がスタートしています。市民のみなさんと市政との虹
（＝Rainbowレインボウ）の架け橋になるようにこれか
らの 4年頑張っていきます。望三郎の活動は市議ブログ
やフェイスブックでもどうぞ	。→「増田望三郎」で検索。
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12月定例会の一般質問
毎回の議会定例会で議員ができる「市政一般
に関する質問（＝一般質問）」。これから４年
間計 16 回の発言機会の中で、様々な市政課
題を取り上げていきます。今回は若者に焦点
を充てた市政運営を訴えました。

《質問》市の若者政策、次の時代の
担い手である若者に焦点を
【解説】
現在の若者を取り巻く社会環境はより困難な
状況にあります。非正規雇用など就労の不安
定化による若者の貧困率の上昇、ニートやひ
きこもりによる社会的孤立、経済的格差など、
その課題は多様化しています。これらの課題
は、税収の低下、社会保障費の増大、若者犯
罪の発生などにつながり、若者だけでなく社
会全体の問題になっていきます。若者たちが
社会で活躍できるために、若者にしっかりと
焦点を当てた政治、すなわち若者政策を取り
組まなりません。

望市議　若者への支援策は？
行政　引きこもり支援、就労支援、若者の創
業支援、住宅支援などを行っている。
望市議　若者の課題は社会参加や就業支援の
他、教育、住宅、子育て、福祉等、様々な分
野で相互に関係しており、相互的、連携的な
取り組みとして若者政策を包括的に施してい
く必要がある。市政の根幹を為す、現在策定
中の第２次総合計画で若者や若者政策がどの
ように位置づけられているのか。
行政　総合計画は若者世代とした年代別への
施策というまとめ方では構成していない。行
政組織が所管している分野ごとに政策展開し
ていく。しかし若者をターゲットとした施策
が、どのように各所管部で政策を打っていく

のかというトータル戦略は重要だと考える。
望市議　選挙権も被選挙権も若者に保障され
ているが若者のかかわりが低い。審議会もま
た若者の参加が少ない。若者を行政サービス
の受け手としてだけでなく、まちづくりにお
ける人的資源と捉えた場合に、その力を十分
に発揮できていない。少子高齢化で人手不足
が社会問題となっている昨今、人材資源の社
会的な損失とも言える。若者が政治離れをし
ているのなら、政治のほうから若者に近づい
ていくしかない。若者が市政参加し、力を発
揮できる仕掛けや仕組みを意識的につくらな
ければいけない。若者を人的資源として捉え、
市政、まちづくりに参加できる仕組みを、市
政運営の中に、具体的な仕組みを運営の中に
つくれないか。
行政　若者のみなさんにこれからの時代を
担っていただくための参加を促す仕組みづく
りは大切だ。市独自の若者会議の設置は庁内
で研究する。
※参考
・安曇野市の第 2次総合計画審議会
　委員の平均年齢　64.3 歳
・安曇野市議会
　議員の平均年齢　63.7 歳

議会近況
●議員 22 人による安曇野市議会 4期目がス
タートしています。望三郎は会派には所属し
ない無会派の議員として活動を行います。会
派に属さない一人の身軽さで、様々な会派の
方たち、議員の方たちと積極的に対話を図り、
行政課題を取組もうと思います。
●今期、議会改革推進委員会という議会改革
を取組む委員にも選任されました。市民によ
り開かれた議会、議会の機能を発揮できる議
会を目指します。
●今期の所属委員会は経済建設委員会になり

ました。所管は上下水道部、農林部、商工観
光部、都市建設部の４つ。いずれも具体的な
実務・事業系の案件を扱う委員会です。こち
らも精一杯頑張っていきます。

先進事例～愛知県新城市の若者議会～

　若者の政治参加の仕組みの先進事例とし
て、愛知県新城市の若者議会を視察しました。

　新城市の若者議会は市長の諮問機関として
条例で設置され、16 歳から 29 歳までの若者
で構成されます。若者の視点から政策を考え、
1,000 万円まで予算化した施策を市長に答申
します。
　若者たちは議論を重ねながら、単に自分た
ちがやりたいことを提案するのが政策ではな
く、市民に受け入れられる政策とは何かを見
出していくのです。若者議会を通じて、若者
の市政参加の仕組みが確保されています。

議員活動報告会のお知らせ
　増田望三郎と小林純子議員の合同による議
員活動報告会を行います。市民の方たちとの
意見交換も行いますので、どうぞご参加くだ
さい。
♪日時：1月 28 日（日）
	 午後１時半～３時半
♪場所：穂高会館（穂高 5047 番地）
※お子様連れも歓迎です。
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これが市民との協動！？

なんで一年二ヶ月も
何の説明もないの？
なぜ箝口令をしくの？

市長は住民との
協動が大切と
言っているのに
どこが？

昨年12月の市長演説
いきなりの方針変換！

耐震補強をやめて
三郷支所は
解体します！

何で変わったんだろう・・・ 市役所内の会議録を
公文書公開してみるね何で変わったんだろう・・・

何で・

同僚議員

小林
じゅんこ
市議

公文書を読んでみると・・
えーっ！！２４年の１０月に方針変換を

それから一年二ヶ月も
市民に何の説明も無しなんてっ

『
』

決定してるっ！！！

公文書には
こんなことが書かれて

いました この事は
周知しては

えー、

副市長

傍聴席

いけない

望さん
あきれ

る

・・？

？？？

※箝口令 ある事柄に関する発言を禁じること

かんこうれい

！！

『 』議会を身近に感じた〜い！

にじと

ピース

望市議

安曇野市議会も
新たに
スタート

早速、
傍聴に
行って

みよう！

僕も無事に
当選

全然議員さんの
様子が
分からないなぁ。

表情も
全然

わからないね。
せっかく来たのに。。

傍聴者は市政の
関心が高いのに、
これだと議会の
様子が身近に

感じられないね。

顔が見えないから、
モニターテレビを
見に行っちゃった。

※モニターは
市役所一階で
見られます

傍聴のママ

組み込めるように
提案してみるね

議会を
身近に

感じた〜い！議員の
名前と顔を
覚えた〜い！

新年度予算案に

マンガ・イラスト/ にじ工房 西絢子
atelier
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だね！

したよ！

議場にて
若者議会出身で市議会議員になった竹下修平さんと


