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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（＝希 “ 望 ”）通信』を毎回の定例会後に年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 http://bouzaburo.blog.fc2.com/

●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 45 歳。東京を
経由し、安曇野に移住しこの
４月で丸 10 年。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『出会い、共感、展開』

予算審議の中で、市がマイマイガについ

人ヘリの使用は尚早だと考えます。環境

てどのような対応をしているのか、その

経済委員会での私の質問に対し、市側は

２度の豪雪で生活に支障をきたした冬

ために新年度に予算がつけられているの

「住民の反対があれば空中散布は実施し

も終わり、温かな春がやってきました。

かという質問に繋がりました。もしママ

ない。
」という発言もしています。今後

農業ハウスの損壊で打撃を受けた農家の

からの情報が無ければ、予算案でこの事

は市民のみなさんと共に空中散布の是非

みなさんにはお見舞い申し上げます。

案について考えることは無かったと思い

について議論をする場をつくり、考えて

さて私が市議になり半年が過ぎまし

ます。「あ〜こうやって、市民の思いや

行きたいと思います。

た。市議になって分かったことは、安曇

考えと市の予算（すなわち市政）とを結

野市にはこんなにも様々な問題があるん

び付けていくんだな。
」と実感したので

だということでした。安曇野中に広がる

した。

●市議になって半年、今思うこと

松枯れ病、総合支所の建替え、しゃくな

こんなふうにみなさんが意識している

げ荘の改修など多額な費用を必要とする

問題や意見をぜひ望三郎市議に伝えてく

ハード事業、子供たちや高齢者の方々へ

ださい。市政との架け橋になっていきた

の福祉など安曇野市が取り組む課題は多

いと思います。

様です。
その一つ一つを我が事として捉え、真
摯に向き合っていくのが市議の仕事であ
り、精神的にも緊張が続き大変です。

●初めての予算議会
私にとって初めての予算を審議する議
会が終わりました。439 億もの公金を

これらの問題について、市議は議会と

どのように使うのか、市から出される予

言う公の場で行政の方々に説明を受け、

算案について、今の自分の実力なりきで

それに対して自分の意見を言うことがで

はありますが、真剣に審議しました。

●サポーターからの
応援メッセージ
その２
田村恵子さん

（豊科在住、一般社団法人 信
州技能訓練認定協会 代表理事）

きます。
「これはこんなふうにした方が

最終日の採決では、私は①松枯れ対策

安曇野に移住して約 20 年、外から来

もっとよくなるんじゃないか。」
、「これ

の有人ヘリによる空中散布について十分

た者だからこそ感じる、安曇野の素晴ら

はちょっとおかしいんじゃないか。」と

な議論がされていないこと、②三郷支所

しさ！ 先人が作ってきた堰と田園風景

いうことを行政の方に直接聴いてもらえ

等の建替えについての市政のあり方がお

やりんご畑…。次代へしっかりつないで

るわけです。分らないことを聴くだけの

かしい、③図書館（みらい）への監視カ

ゆきたいものです。

単なる質問ではなく、市政が進む提案を

メラ設置反対、④市歌の策定に反対、以

望さんには、子育て世代と同時に、外

するためにも、問題を勉強し、できるだ

上４点の理由で反対の立場を表明しまし

から来た者の視点で「安曇野ならでは」

け広い知識と知見を持つことが求められ

た。その他の事業案については概ね賛成

の豊かな資源の発信を期待しています。

ます。

なのですが、これら４点について納得い

それは、水や空気、自然、環境だけでな

しかし、自分一人でできることには限

かず、予算案全体を反対するという立場

く、人や暮らし、産業など、あらゆる分

界があります。そんな時に欠かせないの

になりました。その結果、議決では賛成

野に渡ります。
「安曇野に生まれて良かっ

が市民のみなさんからの意見や情報なの

多数で予算案は可決され、新年度におい

た」
「安曇野に移って良かった」それが

です。昨年 11 月に公立保育園にお子さ

て予算案に盛り込まれた事業内容が実施

実感できれば、子ども達も心豊かに成長

んを通わせるママから、「夏に大発生し

されていくことになりました。

していくはずだと思うからです。

たマイマイガの卵が保育園隣の施設やグ

●松枯れ病対策
〜有人ヘリの農薬空中散布は〜

〜望三郎市議からのお知らせ〜

ラウンドの照明電柱にたくさん産みつけ
られている。このまま放置しておくと

議員活動報告会を行います。どなたでも

6 月の孵化時に再び大発生し、保育園の

予算が可決され、松枯れ病対策におけ

子どもたち、特にぜんそくがある子供た

る有人ヘリによる空中散布について、今

日時：4 月 26 日（土）午前 10 時〜

ちに影響があると思う。」と声がかかり、

後地元での説明会が開催されていきま

場所：安曇野地球宿

一緒に現地を確認しました。

す。生態系や人間への影響、散布自体の

参加費：300 円（お茶菓子とお茶代）

これがその 4 か月後の 3 月定例会の

効果など不明な点が多い中で、安易な有

参加できます。どうぞご参加下さい。
三郷小倉 4028-1

●３月定例会で一般質問を行い
ました

行することを求めています。裁判で自由
通行が認められれば、私がこれまでの一
般質問で訴えてきた河川敷通行に関して

● 3 月定例議会で望三郎市議が
発言したその他の項目

年４回行われる議会定例会では、議員

訴えてきたことが否定され、業者にとっ

・松枯れ対策の有人ヘリによる空中散布

自身がテーマを定めて市政に関して方針

て有利な状況になります。安曇野市は本

・三郷支所等の整備計画

や執行内容を質す「一般質問」ができま

裁判に断固たる姿勢で臨んでもらいたい

・原発災害対策

す。公の場で行政と直接議論できる一般

です。

・子宮頸がんワクチンの市の方針

先の 12 月定例会でも取り上げた北小

倉の廃棄物処理業者の営業車両が本来道
路ではない河川敷堤防を日常的に使用し

う
！

・空き店舗の活用事業

などなど

！

登
ろ

《質問１》
北小倉鳴沢川河川敷堤防の適正
管理を

・野外保育園の年中児の健康診断

2

山に

二つのテーマで一般質問を行いました。

《質問２》
『安曇野暮らしツーリズム』の
実現と三郷スカイライン整備

これが市民との協動！？

滝

す。３月定例会では望三郎市議は以下の

・マイマイガの対応

大

質問は議員としての最大のやりどころで

ている件について再度取り上げました。
質問：市は 26 年度から三郷スカイライ
ンを整備するが、南部エリアの滞在型山
岳観光を図るためには、スカイラインか

耐震補強をやめて

昨年 12 月の市長演説
いきなりの方針変換！

三郷支所は

解体します！

ら先の大滝山登山コースを打ち出してい
くことだ。しかし登山道口までの併用林
道区間は轍（わだち）がひどい。平成
27 年度以降の林道整備計画に組み込ん
質問：業者の大型車両の河川敷通行を条

でほしい。整備が進めばソフト事業を存

例違反とした過去の市の見解がある。ま

分にできる。

た現在も入口には「一般車両通行禁止」

地元の若手農家たちが毎年続ける大滝
山の登山道整備は、廃道の危機にあった

はないのか。状況は変わっていないのに、

歴史も深い登山道を復活させた。登山道

当時は違反で今は自由使用の範疇という

整備自体を観光資源にして首都圏等から

ことはないはずだ。河川敷道路は堤防で

若者たちを呼び込みたい。

あり、業者の大型車両が常態使用するも

部長：併用林道の維持管理は中信森林管

のではない。市は行政財産を適正に維持

理署だが定期的な整備をしていない。轍

管理する義務と責任がある。入口にポー

については、管理署と現地踏査をし、路

ル設置を求める。

面整備の要望をしている。

何で変わったんだろう・・・
何で変わったんだろう・・・

何で・・・？
る
きれ

あ

望さん

市役所内の会議録を
公文書公開してみるね

？

？？

の標識がある。これが市の現在の方針で

傍聴席

小林
じゅんこ
市議

同僚議員

公文書を読んでみると・・
えーっ！！ ２４年の１０月に 方針変換を
決定してるっ！！！それから一年二ヶ月も
！ 』
市民に何の説明も無しなんてっ！

部長：河川は元々自由使用が原則。過去
の市の見解は損傷の恐れも含めた判断を

【解説】

しているが、現状は河川施設をいきなり

三郷スカイラインの展望台に行かれた方

壊してしまう状況と認められない。

も多いと思います。昭和 35 年から一時

質問：現状は違反ではないという認識な

はバスが展望台まで走り、そこから登山

のか？ならば、これまでの市の見解、現

をされる方たちも多かった由緒あるルー

在の車両の通行禁止の標識との整合性を

トです。今回市のハード事業としてスカ

説明してほしい。

イライン展望台や駐車場が整備され、ま

部長：現状で損傷している状況が見られ

た登山道の登り口である冷沢から大滝山

ない以上、違反とは言えない。損傷があ

の頂上までは過去 5 年にわたる地元農

れば、それは直ちに対応する。今は観察

業者の整備が続けられています。問題は

を続けるしかない。

スカイラインの先から冷沢までの林道区
間です。この林道がしっかり整備されれ

【関連情報】

ば、
安心安全な登山ルートが出来上がり、

業者が市に対して、河川堤防の一部を業

今まで以上に大滝山を打ち出した山岳観

者の土地だと主張する時効取得裁判が進

光を進めていけるのです。これは国が管

展しています。業者は土地の取得は無理

理していますので、より広範な連携を取

だと思ったのか、新たに河川敷を自由通

り、推し進めていく必要があります。

公文書には
こんなことが書かれて
いました

えー、

この事は

周知しては

いけない
副市長

なんで一年二ヶ月も

何の説明もないの？
かんこうれい

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？

※ 箝口令 ある事柄に関する発言を禁じること
マンガ、イラスト：西 絢子（にじ工房）

