
●昨年の振り返り、新年の抱負
　増田望三郎です。今年もよろしくお願
いします。昨年は市議として本格的に活
動した 1 年でした。この 1 年で気づい
たことは、年 4 回の議会に出席し発言
することは、議員の仕事の一部に過ぎな
いということ。それ以外の日々の活動の
充実があってこそ、議会で中身のある発
言ができるということでした。自分で課
題を見つけ、市民の方から課題を提示さ
れ、調べ深めていく。いくつもの課題を
取り組む中で適期に議会で取り上げてい
く。ビジョンやマニュフェストを持ち、
政策提案する議員活動へと質の転換を図
らなければなりません。
　昨年最も印象に残ったのは、9 月定例
会の大型パチンコ店建設問題でした。一
般質問で独自の切り口で市長を追及した
ところ市長は激昂。反問権を行使し、逆
に私の議員責任を追及し、議会もそれに
同調し発言の取消しを求める勧告が採決
されました。（※私はこれを拒否。詳細
は望三郎市議ブログ）
　自分の名前が地元紙面を連日賑わし、
矢面に立たされましたが、踏ん張るとこ
ろを踏ん張り、議員として腹が据わりま
した。一方で自分の姿勢はどうだった
か？ と振り返りました。追及だけでは
溝が深まるばかり、議会内で対話がで
きなくなってしまいます。1 年間存分に
やって見えてきたこと。それは反対・追
求だけでない、創造・提案をする議員に
なろうということです。
　議会の中で私は無所属です。一人なの
ではなく、壁を作らず、どんな人にも飛
び込んでいけばいい。対話の生き方を
議会でも実践する。これを残りの任期 3
年でやっていきたいと思います。

● 12 月定例会ハイライト
安曇養護学校の通学バスの陳情と採決
　池田町にある県立安曇養護学校は適正

人数を超え、学校環境の改善要望が何年
も前から出されています。安曇野市から
も 108 名の児童が通い、堀金・三郷・
穂高を周る通学バスは定員いっぱい、1
時間余りかけて学校に通う状況で、子
どもたちの大きな負担になっています。
12 月定例会には新たな通学バスと運転
手等の配置を市に要望し、通学負担を軽
減する旨の陳情が出されていました。
最終日私は以下の賛成討論をしました。

この問題は議会で取り上げられて 6年が
経ち、状況がさらに厳しくなるが中々改
善されない。この間、議会、行政、政治
は何をしてきたのか？ 市も議会も「こ
れは県のことだから、その推移を見守
る。」ということはもうやめて、社会的
な弱者で支援が必要な子供たちにこそ一
歩踏み込む議会、安曇野市行政でありた
い。問題解決の大きなかじ取りは県リー
ドによるものだが、通学バスの確保は、
毎日負担を強いられる子供たちのことを
考えると、市のできることとして新年度
から対応してもらいたい。このようなこ
とにはお金を惜しまず使ってもらいた
い。市長にその英断をお願いしたい。議
会もこの陳情を採択し、市長の英断を後
押ししたい。　　　　　　　　　以　上

　採決の結果、賛成少数でこの陳情は不
採択となりました。弱者の立場に立つよ
りも、行政の委務範囲にこだわる議会に
大変残念な思いになりました。市民の思
いは議会に届かないのかと。その後同僚
議員から、「議会の中だけで解決しよう
とするな。今回これだけの議論をしたの
だから、市側も県により一層働きかけて
いくようになる。またそうなるように、
議会後も行政に足を運んで働きかけろ。」
とアドバイスされました。議員の仕事は
議会だけではない。議会が終わってから
が勝負です。引き続きこの課題を取り組
んでいきます。

第５号
発行責任者：増田望三郎
発行月：2015 年１月

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

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。市議ブログもどうぞ 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 11
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。好きな言葉『出会い、
共感、展開』

増田望
ぼうざぶろう
三郎の市議活動だより

イラスト：西 絢子（にじ工房）



6月７日本大会で
一緒に走ろう！！

● 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方針や執行内
容を質したり、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会での最大のやり
どころです。12 月定例会では以下の二
つのテーマを取り上げました。

《質問１》安曇野にふさわしい
環境基準を・騒音編
問　環境省告示の環境基準では、騒音
に関し、住居の用に供される地域等は
55dB（デシベル）、相当数の住居とあわ
せて商業・工業用に供される地域とする
ところでも 60 dB と示されている。こ
の基準からすると、市の条例で「その他
の地域」の規制基準が 65 dB とされて
いるのは緩い。市の大部分の地域が国の
基準より悪い基準値の中で暮らしている
ことになる。条例を見直し、田園産業都
市安曇野にふさわしい規制基準を定める
べきではないか。
市民生活部長　環境基準を全て規制基準
と一緒にすると、適切な産業の発展や
日々の私どもの生活、これも全て規制さ
れることになる。当面はこの形で進める。

【解説】
旧三郷村の規制基準値は 60dB だったも
のが、合併により 65dB と基準が緩和さ
れました。5dB の違いは音圧レベルで
言えば 1.8 倍になります。また都市計画
法の用途地域に指定されていない地域
は「その他の地域」とされ規制基準値は
65dB です。これは環境省が示した環境
基準（人の健康を保護し、生活環境を保
全する上で維持されることが望ましい基
準）60dB よりも緩い（悪い）値となっ
ています。安曇野市のほとんどの地域の
方たちが、「その他の地域」に該当する
エリアに住んでいます。果たして規制基
準値は 65dB でいいのでしょうか？ こ
の安曇野で安心して暮らすために、環
境基準が遵守できるように規制基準も
60dB に定められるべきではないでしょ
うか。特別な事例が出てくる前に、見直
しを進めるべきだと考えます。

《質問２》食育を超える教育『弁
当の日』の実現を
問　全国の学校で、子供たちが自主的に
弁当をつくる「弁当の日」という取り組
みが広がっている。これは子供たちに

とって感謝の心、自信や自立心、実行力
など生きていく上で必要な力を育むこと
になる。地元食材を使っての弁当づくり
は地産地消にもなり、郷土愛にもつなが
る。何よりも弁当づくりを通して、親は
子に向き合うことになり、親も子も共に
育ち合う。安曇野市でも実現できないか。
教育長　子供が成長していく上で自立を
促すよい契機になる。
問　弁当の日について、具体的にどのよ
うな検討をしているか。
保健医療部長　市の食育推進会議で、食
育推進の一環として検討をしている。
教育部長　各学校、また関係者と連携し
て、実現に向けて進めていくという前提
で検討していく。

【解説】
学校現場も家庭の親御さんも忙しく、弁
当の日の取組をする余裕が無いと言われ
るかもしれませんが、生きることは食べ
ること、そして食べることは生きること
です。食べることに真剣に、そして楽し
く向き合える弁当の日は単なる食育イベ
ントではありません。子供たちの明るく
豊かな未来につながる教育として取り組
んでいきたいと思っています。

●市政トピック
その１ 農家民泊を安曇野でも！
　安曇野市は平成 27 年度から農家民泊
事業を行います。都市部に暮らす中高生
たちの教育体験旅行として、安曇野の農
家さん宅に泊まり、農業体験をするとい
うものです。民泊受入を通じ、安曇野の
地域力もアップすることでしょう。また
子どもたちが安曇野を好きになり、大人
になって家族と共に再訪する、そんな夢
も広がります。私も受け入れます。農家
のみなさん（生業ではない農的生活者の
方もＯＫ）、一緒にやりましょう！

（※詳細問合せは市農政課まで77-3111）

その２ ハーフマラソン開催！

　今年は市政施行 10 周年。安曇野市で
はたくさんの記念行事が行われますが、
その花形イベントとも言えるのが第 1
回ハーフマラソンです。昨年 10 月には
プレ大会が行われ、僕も参加し完走しま
した。記念すべき第 1 回本大会は今年 6
月 7 日です。もちろん僕も参加します。
市内外県外からたくさんの人に参加して
もらい、きれいな水辺を走りながら、安
曇野を満喫してもらいましょう！

●サポーターからの
応援メッセージその４

高橋小百合さん

（穂高在住、助産院ウテキ
アニ・助産師）
　望＆虹…といえば…明る

い未来がイメージされます。明るい未来
はただ待っていてもやってきませんが、

「必ず出来る」という希望を持って、一
歩一歩勇気を持って前に進み続けること
で現実のものとなります。
　自分の身の回りの人間関係でさえ、互
いの価値観の違いや、隠されている事実
が見えないことで混乱して関係が崩壊さ
れることがたくさんあります。壊すこと
は簡単ですが、築き上げることはとても
忍耐と努力が必要です。望さんにはその
人間関係を築き上げるという特技が備
わっていると私は思います。そんな望さ
んが市議会の中に暖かい光となって照ら
し、いろんな改善されるべきことが誰の
目にも明らかに見えるようになり、明る
い未来に向かって市政が流れ出すことを
大いに期待しています。

望三郎市議と語る会のお知らせ
望三郎市議の議員活動報告を兼ねた語る
会を行います。どなたでも参加できます。
お子さん連れも歓迎です。お気軽にご参
加ください。
日時：1 月 25 日（日）午後 2 時～
場所：安曇野地球宿　三郷小倉 4028-1
参加費：300 円（お茶菓子とお茶代）


