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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。安曇野市政が市民にとって身近なものになるよう
に活動報告をお届けします。市政との虹（＝ Rainbow
レインボウ）の架け橋として頑張ります。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。
裁判後に「もし今日の裁判の傍聴席が全く

伝えたいです。「我々の気持ちを汲んでしっ

の無人だったら、早々に結審されていたかも

かりと検討してください！」
「問題の本質を

しれない。
」との説明がありました。裁判官

しっかりと見極めてください！」と。どうぞ

も多数の傍聴者がいたことで、それを重く受

安曇野の自然と暮らしを守るために力を貸し

と言って奥の部屋に消えました。議会で言え

け取り、もう少し検討しますか、と結審を延

てください。

ば暫時休憩して相談というところでしょう

ばしたのではないかとのことです。傍聴者が

か。結果、今回結審にはなりませんでした。

多数いることは本当に大事なんですね。
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巻頭言
安曇野のきれいな水を
子どもたちに残したい！

●プロフィール
大分県出身 49 歳。東京経由で安曇野に移
住し 15 年目。三郷小倉に妻と 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。安曇野
市議、現在 2 期目。好きな言葉は『出会い、
共感、展開』

ぼうざぶろう

増田望三郎の
市議活動だより

安曇野まちづくりトークのご案内

さる 12 月 17 日の東京高裁の行政裁判では

「安曇野まちづくりトーク」と題して、車座

これまで再三伝えてきた三郷小倉地域にあ

100 人の傍聴席が満杯になりました。地元か

で市民のみなさんと議員がより近く、安曇野

る民間業者の廃棄物処理施設問題※の最新動

ら 2 台のマイクロバスで、また東京近郊の安

のまちづくりを話し合う場を作っています。

向です。地域住民が中心になって 10 年以上も

曇野との関係を持つ方たちも駆けつけてくれ

参加議員は増田望三郎と小林純子議員の２名

続けてきた反対運動は、その一手段として業

ました。100 人の傍聴者は圧巻だったとのこ

の予定です。どうぞご参加ください。

者を訴えた民事裁判、処理業の許可権者であ

と。これからも公判のたびに傍聴席を一杯に

♪日時：１月 27 日（日）pm2:00 ～ 4:00

る行政を訴えた行政裁判が行われています。

して、我々の熱意を目に見える形で裁判官に

♪場所：豊科交流学習センターきぼう

昨年は地方裁判所（地裁）での第一審判決が

サポーターからの応援メッセージその 19

出され、それを不服とした住民は、民事・行
政とも東京高等裁判所（高裁）に控訴しました。

き

く

矢田季久さん（三郷）

※地域住民は騒音や粉塵などに悩まされ、洗濯物
を外に干せない状況もある。また処理排水が地下

安曇野に引っ越してきてから、1 年ちょっと経ちました。望さんとの出会いは

浸透している可能性もあり、安曇野市は全戸が地

2017 年 1 月。初めて安曇野に来た時に、望さんの経営する地球宿に泊まったの

下水を飲み水の水源としているので、本件は安曇

がきっかけです。私は今、三郷にある、望さんの立ち上げた移住促進シェアハウスに住んでいま

野全体に及ぶ問題です。

す。移住の際に暮らしの面でいろいろ相談にのってもらいました。全く知らない土地での生活は、

私も 10 月末に東京霞が関にある高裁に裁
判傍聴に行きました。驚いたのは、初回とな

正直不安なこともありましたが、お陰様で今は安曇野での生活を楽しんでいます。
▲東京高裁前での原告団のみなさん

今までは政治にあまり興味がありませんでしたが、ちょうど安曇野へ引っ越してきた頃、市議

る今回で裁判所は結審しようとしていたこと

日本の裁判制度は三審制です。判決に不服

選の時期と重なり、望さんの選挙のお手伝いをやらせてもらいました。今、子どもは堀金にある

です。裁判官は一審判決を基に、サッサと済

なら、高裁、最高裁と提訴して再検討を求め

フリースクール（＝ FS）に通っているのですが、FS は現在、運営の補助金などなしでやってい

ませようという感がありました。我々原告の

ることができるのです。司法も過ちがありう

ます。子ども達の多様な教育の場を認めてもらいたく、FS の先生や保護者と一緒に市への働き

弁護士が、「裁判官の認識は間違っている。」

ることを前提にした制度なのです。一審判決

かけを行っています。

と発言し、「一審判決では主張の一部しか取

は敗訴とはいえ、少なからず我々の主張も認

望さんの市議での活動は、この FS の件を含め、自然保育の推進など（最近だと保育園無償化

り上げていない。それも含めてもっとしっか

められたので、第二審にかけよう！と控訴し

について）
、子ども達がのびのびと過ごせる環境作りや、安曇野の水を守るための活動など、日々

り認識してほしい」旨を伝えました。裁判官

たわけで、第一審判決をもとに考えますとい

の生活に密着している事が多く、共感できる事がたくさんあります。安曇野で誰もが安心して生

３人は「合議します。」

う高裁裁判官の姿勢にあきれました。

活できるような町作りを共に行っていきたいです。これからも応援しています。

間的な余裕は持てる。当面は今の形でいく。

望市議

専門的な立場の意見を聞く。

ノウハウをため、支援に継続性、一貫性を持

望市議

有事の際に、国や県の指示を待つの

たせる必要がある。安曇野コミュニティース

ではなく、市独自で、市長が配布の決断がで

クールによるボランティアでなく、単独事業

きるか。

としての予算化、体制など新たなフレームを

散する放射性ヨウ素による内部被ばくを防止

市長

つくる時だ。民間団体に事業委託する方法も

するために有効な薬剤です。2011 年の東北

べき課題。備蓄はしているので、それぞれの

ある。新しく事業化していくという点は。

大震災の原発事故時には、多くの周辺自治体

判断で服用することになれば、その準備はあ

教育部長

で備蓄していたにもかかわらず服用されませ

る。

門的指導のできる支援員による支援体制の構

12 月定例会の一般質問
原子力災害減災に向けて
ヨウ素剤の事前配布を

【解説】安定ヨウ 素剤は原発事故発生時に飛

んでした。緊急時防護措置を準備する区域外
にある当市が予算をかけてヨウ素剤を備蓄し

専門家の意見をしっかり聞いて対処す

事前配布

た理由は、市民の生命、安全を守るという市
性を高めるための事前配布の提案と、配布判

剤
ヨウ素

安心

は

ぁ

~

の強い意思があったのです。今回はより実効

事前配布なし
備蓄

不安

社会動向を考えると、日本語支援の

第19
19 話

『議会だよりモニター制度はじまる！』
望さん、議会 広報 委員会って
何 やってるの？

一定の研修を積み、経験のある専

定例会ごとに 議会 だより を
作って いるよ

築に向けて検討する。

僕も 広報委員 だよ

高遠の公立保育園を視察

議会
にじと

11 月 20 日に三郷小倉地域の区長さん、三
市奥高遠地域にある公立保育園を視察に行き
ました。この園は定員不足が続き、一時は休

望市議

配布工程が示された独自のフロー

学校における日本語
教育支援について

チャートを市は持っているのか。
保健医療部長

市で実施した配布訓練で使用

した手順書がある。フローチャートを含め、

【解説】入国管理法が改正され、外国人労働
者の受け入れが拡大されます。これは単な

望市議

る労働人口が増加するということではなく、

医薬品であるヨウ素剤の配布と適切

な服用指示を有事に対象 40 歳以下の４万人

我々日本人が、異なる文化の方たちとどう共

にできるのか。時間的にも精神的にも余裕の

に生きていくかという、多文化共生のあり方

ある平時に防災対策として事前配布をすべき

がこの社会で一層求められることを意味しま

ではないか。

す。今回の改正で家族も帯同できる在留資格

保健医療部長

園になりかけたのですが、地域住民や移住し
てきた若い世代の尽力で移住者を呼び込むな
どして、今では伊那市の広報動画にも紹介さ

三郷西部子ども園も市の民営化方針の中で

ル検証委員会で事前配布をしない方向性が出

外国由来の子供たちが増えるでしょう。子供

統廃合が検討された経過もあり、地域コミュ

ている。この協議から数年を経過しているの

たちが、言葉の面で壁ができ、コミュニケー

ニティーの核となる園を何とかして存続させ

で、検証委員会で改めて議題にする。

ションできずに孤立してしまわないよう、学

ようと地域での話し合いや活動が始まってい

望市議

校で安心して学べるための充実した日本語教

ます。その中の一つ「あそびの広場」はバス

育の支援が必要です。

通学で通う小倉の小学生の放課後の居場所と

望市議

して、月 2 回ほど地域住民で運営されていま

大きく制限され、配布を受け取りに行かない
（行けない）可能性もある。また行政も復旧、

本市の教育行政における学校での日

救済対応に追われており、事前配布しておけ

本語支援の位置づけは。

す。子ども園が無くなるかもしれないという

ば、有事にかける陣容は最小限で済む。検証

教育長

ピンチを、自分たちの地域を自分たちがどう

委員会を構成する医師会にも市長から強く働

ボランティアだけに頼ることには限界があ

していきたいのか、どうしていくのか、とい

きかけてほしい。

る。組織的、計画的、継続的に行われるよう

うことを考えるチャンスと捉え、地域づくり

市長

に、特別な教育過程の整備を進めていく。

を考えるきっかけにしたいと思います。

130 キロ離れていれば情報が入る。時

日本語が全く分からない状況では、

かきくけこ
かきくけこ
の
えお
へのへの へのへ
しかじか
あいうしかじか
しかじか
かく
くけこ
しかじか
かく
お かき
しかじか
あいうえ じかしかじか
へのへの
くしか
こ
かきくけ
かくかうえお へのへのくけこ
への
あい
への
じかかき
へのへの
へのへの
えお
かくかく しか
お へのへの
あいう
へのへの
あいうえかき
くけこかきくけこ
かくかくかきくけこへのへのへの
への
こ かきくけこ
かくかく
お
かきくけ
かこ
じけ
あいうえ
しかく
く
かき のかくか
へ くかく
へのじか
か
しか
く
かくかく
かくか

だよ り
議会

紙面にしないとね！！

あなたは
読んでますか？ NO!
市民 A

そこで議会では議会 だより
モニターを 募集 するんだ！
感想や 改善点 などを
市民がアドバイス
するんだね

モ
ニ
タ
ー

もつくられ、学校においても外国籍を含めた

望三郎市議

市民が読みたくなるような

れるなど注目されています。

災害時医療救護活動マニュア

有事配布では市民の行動の選択肢が
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※議会モニター制度の詳細は︑２月６日発行の議会だよりをご覧ください︒

より実現性のあるものに見直していく。

ピース

うわっ！！
文字ばっか！！

郷西部認定こども園の保護者の方たちと伊那

断は市が行うのだという認識を促しました。

だより

これから議会はもっともっと市民との
接点を 増やしていくよ！
市民に開かれた

議会への 一歩 だね！

マンガ・イラスト／にじ工房 西絢子

