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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

●議会ＮＯＷ！
政務活動費問題の監査結果に
議会は !?
新聞等でご存知かと思いますが、安曇

この監査結果を受けて、もう一度自分
たちの襟を正し、議会を創っていこうと
呼びかけるものです。

●３月定例会

予算審議

野市議会の特定会派の政務活動費の使途

３月定例会は新年度の予算案を審議す

について、監査委員による監査が行なわ

る議会でした。一般会計 417 億 4 千万

れ、視察旅行に充てた政務活動費の一部

円の新年度予算案は私も賛成討論をし、

を条例違反とする監査結果が出されまし

賛成多数で可決されました。立派な新庁

た。監査請求をした市民の方は議員に公

舎ができて一息つくのかと思いきや、今

開質問状を送るなど、何度もこの問題を

後は支所の整備が始まります。穂高支所

議会に対して投げかけてきましたが、議

の建替え、堀金支所や三郷公民館の改修

会は真正面からそれを取り上げ、議論す

などハード建設事業で約 73 億 8 千万
（歳

ることをしませんでした。そんな議会の

出全体の 17.6％）と建設ラッシュです。

対応に、この方は最後の手段として、住

人口減、税収減が確定的な将来に向け

民監査請求という権利を行使して、第三

て、既存の施設を同じように作り直すこ

者機関である監査委員会に追求を委ねた

とはできません。それでも我が地域にあ

のです。市民からの問題提起にきちんと

るこの施設だけは残しておいてほしいと

向き合わなかった結果が、住民監査請求

いう地域住民の思いもあり、施設の統廃

がおきるまでになったと言えます。

合は総論賛成、各論反対の悩ましい問題

今回の問題は、議員の一部グループで

です。市長の英断、また議会としても、

ある会派によることとは言え、それは議

そこに切り込んでいかなければ将来負担

会のことでもあります。議会としても、

が増えるばかりです。今後の議会の中で

今回の一連の対応と監査結果をどのよう

も全市的な視点に立って議論をしていか

に受け止め、どう対応していくのか。そ

なければなりません。市民のみなさんに

のことに真剣に向き合い、議論をしなけ

もその議論に加わって頂きたいです。

ればなりません。しかし議長や該当会派

地方創生が国の大きな政策である今、

からは一切の説明もなく、このまま流れ

いよいよ地方の時代が到来しています。

てしまいそうだったので、私は全員協議

安曇野の持っている力を存分に引き出

会の議題として議論することを提案しま

し、安曇野ならではまちづくりと発信を

した。

していきたいと思います。みなさんの知

「市の不祥事が続いているけど、それ
を追及する議会側だってこのザマだ」こ

●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 46 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』

恵もぜひお寄せください。
新市合併以来 10 年、堀金支所の議場

れは近しい友人から言われた言葉です。

を舞台にした議会は今回で最後となりま

ある同僚議員が「議会の権威や権能を守

した。いよいよ次回 6 月議会からは新

る」ということをよく言われるのですが、

庁舎にある新議場での議会がスタートし

それは声高く言ってもそうなるものでは

ます。市民の方が市役所に用事で訪れた

なく、市民からの投げかけを真摯に誠実

際に、
「議会もちょっとのぞいていこう。
」

に受け止め、自分たちの苦しい部分でも

と気軽に立ち寄り、議会や我がまちの政

しっかりと向き合い、過ちがあるなら深

治を身近に感じられるよう、また納得し

く反省し、改善していくことでしか信頼

てもらえる議会となるよう尽力していき

は得られません。その信頼があってこそ

たいと思います。どうぞ安曇野市議会を

の議会の権威権能だと思うのです。

注視してください。

第５話

自治基本条例のワークショップで考える
議員と市民の関係性

出演 望市議 にじと ピース
安曇野市の自治の基本を条例に。
市民、議会、行政の役割や
大切だね！
責務、 三者の関係を
よーし、
ルール化する ・・・
そのワーク
だって！！
ショップには

ぜひ議会 からも
参加しないと！

望市議

議長はワークショップに

参加するんですか？
誰も
議会からは
参加しないよ。
えっ、
そうなんですか？
じゃあ僕

参加します！

ワークショップ は
市民の場、
議員は議会で
議論すべき！

議員は
参加すべき

じゃない！！
当日ワークショップ会場で・・
議員は このような

市民の場に来るべきではない！

参加しないでもらいたい！
あれ、議会と

同じこと 言ってる！

市民 A

あの人
元議員さん
だよ！

だれかに

頼まれたのかな？

市民 B

市民 C

これからの 自治を考える 大事な機会。
議員ももっと市民の中に 飛び込んで、

同じ場の中で 一緒に議論しようよっ！

市民も

議員を特別視しない。
議員も 自らを
特別視しない！
だね。
イラスト：西 絢子（にじ工房）

●３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員としての権利で

のみなさんにも議論と理解を頂き、子ど
もたちの豊かな育ちの場をつくっていき

◆ 417 億の一般会計予算案の最終討論

≪質問２≫安曇野の豊かな水環
境を次世代に残そう

民パレード予算 1021 万については市民

望市議

安曇野市の地下水は、質量とも

に全国トップレベルであり、その水環境

会では以下の二つのテーマを取り上げま

を次世代に引き継ぐことは我々の責務で

した。

ある。そんな中、扇状地の上端にある北

県の施策として「信州型自然保

望市議

で可決されました。

たいです。

あり、また責務でもあります。３月定例

≪質問１≫『信州型自然保育認
定制度』との連携で、自然保育
の安曇野モデルを

だ要望書が提出され、私も含め賛成多数

小倉の廃棄物処理施設は地下水を脅かす
可能性があり、全市的な問題である。業
者の建築廃材等に重金属や有害な化学物
質も含まれ、降雨により溶け出し、土壌、
水質汚染を引き起こす。市は業者の排水

では賛成の立場で発言しました。但し市
の思いがついてくるのかと疑義を投げか
けました。

●サポーターからの
応援メッセージその５
曽我参作さん
（明科在住、安曇野草笛会
事務局長）
毎年夏には家族登山で
北アルプスを訪れていま
したが、退職を機に眺望抜群の明科に魅

育認定制度が始まる。幼児期の豊かな自

処理について認識しているか。

然体験が子供の育ちを支える人生の根っ

上下水道部長

業者施設は除害設備がつ

せられて 6 年前に I ターン。縁あって知

ことなり、自己肯定感を高めるという趣

けられ、下水道接続されている。処理汚

人達と無農薬の米作りを始めた時、骨身

旨のもと、信州の自然豊かな里山を生か

水は全て下水道に排除されている。

を惜しまず熱心に助けて頂いたのが「望

した野外活動を行う保育園や幼稚園への

望市議

貯留槽に隣接して地下浸透施設

さん」でした。その彼が、議員として徹

社会的認知度や信頼度を高め、信州ブラ

が設置されているが、汚水を地下浸透し

底的に市民的立場で発言、提案等をして

ンドとしてアピールし、移住者を呼び込

ている可能性があるのではないか？

いる姿に私達夫婦も大いに勇気づけら

もうとするもの。

市民生活部長

特化型と普及型の２区分があり、安曇

地下浸透枡は既に閉鎖さ

れているので地下浸透はしていない。

れ、微力ですがサポーターとしてエール
を贈り続けています。
長峰山で里山の再生を目指す活動を、

野市で盛んな民間の野外保育園は特化
型、公立保育園では普及型としての認定

十数年前より続けているＮＰＯ法人「森

を受け、本制度を県下に先駆けて自然保

倶楽部 21」の一員に加えてもらい、
「蝶

育の先進地として安曇野をアピールし、

の森」
「絆の森」の保護活動、森林整備

移住促進にもつなげていける。県の認定

活動等に参加しています。
「松枯れ」等

制度と連携し、自然保育の安曇野モデル

で安曇野の山は大変な状態ですが、少し

の確立を提案するが。

でも昔のように、日々の暮らしと結びつ

福祉部長

公立保育園での自然保育の導

【解説】

入は現状の保育カリキュラムからして登

北小倉の廃棄物処理施設問題について

録可能である。現場の保育士、保護者の

様々な角度から取り上げてきました。今

皆さんを中心にしっかりと議論、検討を

回は施設の汚水処理で正しく除害されて

していく。また自然保育が子供の発達に

いるのか、また地下浸透の可能性がある

どのような影響を与えるのか検証も必要

のではないかを追及しました。地下水が

で、県に対し必要性を働きかける。市と

汚されてしまえば、安曇野が受けるダ

しては、制度の登録をする方向である。

メージは計り知れません。その危機感を

にしたいと思っています。輝く安曇野の
未来の為に、誠実な望さんのような人が
今こそ必要です。
大いに期待しています。

お知らせ
～４人の無所属議員による合同
の活動報告会をやります～

もって行政の方にはこの問題に対応して

定例会後に毎回行っている議員活動報告

もらうよう働きかけていきます。

会を、今回は無所属議員が合同で行いま

●今議会での発言から

【解説】

き、愛され生かされてきたような長峰山

す。参加議員は増田望三郎の他、荻原勝
昭議員、小林純子議員、林孝彦議員です。

◆予算質疑の中で学校給食の食材の放射

市民と議員とが身近に話し合える場にな

線量検査について線量測定機による測定

りますので、お気軽にご参加ください。

ができるようにならないか質問しまし

お子さん連れも歓迎です。

た。（現状は一部を除き、空間線量を測

日時：4 月 18 日（土）午後 2 時～

る機械で測定しており、正確な検査とは

場所：豊科学習交流センターきぼう２階

幼少期に野外活動や自然体験をすること

言えません。
）

は全ての子供たちにとって必要と考えま

◆地域住民から出されていた穂高有明の

す。安曇野にある既存の野外保育園だけ

老人保健センターの存続に関する陳情に

でなく、県の制度を活かし、市の公立保

ついて私は賛成の立場で討論をしました

育園でも可能な所は自然保育を進めてい

が、結果は反対多数で否決されました。

く旨の提案をしました。保護者や保育者

その後同僚議員から陳情者の願意をくん

議員が語り合う！！
市民と

