
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
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今日から　いよいよ安曇野で農家民泊の
受け入れが始まるね
都会の中学生たちを
一泊二日で農家さんと一緒に
農作業したり家に泊めてもらうんだよね
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大規模なスポーツ施設を作ってホントに大丈夫？
出演：望市議　にじと　ピース
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( 平成 25年 4月 )
市の公共施設の現状と再配置計画の必要性を書いたもの

これまでと同様に施設を作ることは
財政的に無理なんだな。数や規模を
圧縮しなくちゃいけないんだ！
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●巻頭言 安保法制法案成立して
からが問われる市民力
　連日の国会前のデモや全国各地で展開
された集会で反対の民意が示されたにも
かかわらず、安保法制関連法案が強行採
決され成立しました。
　『サイレント・マジョリティー』とい
う言葉を知ってますか？「発言はしない
が現体制を支持している多数派」という
意味です。今回、サイレントマジョリ
ティーを脱し、反対の意志表示を表した
国民の動きがかくも広がりました。それ
だけ、「黙っていることは賛成とみなさ
れる」ことへの危機感があったのでしょ
う。政治を自分たちの手に取り戻そうと
する当事者意識が国民に芽生え、一人一
人の行動に繋がったわけで、これが未来
に繋がっていくと信じ、この萌芽を大切
に育てなければならないと思います。

　一方、安曇野市議会９月定例会には労
働組合から「この法案を廃止するように、
議会から国に意見書を提出してほしい。」
という陳情がありました。結果は反対多
数で否決されました。（どの議員が賛成・
反対したかは 11 月 4 日に出る議会だよ
りをご覧ください。）
　法案が成立したから私たちの活動は終
わりではなく、これからが真の市民力が
問われます。法の廃止に向けて全国各地
での行政訴訟、来年の参議院選での投票
で、引き続き反対の意志を表していきま
しょう。

　そこで以下のフォーラムを開催します。
『戦争の真実を聴く！ ～戦場カメラマン
が語る平和への道すじ～』
　多くの戦地に足を運び、戦争の姿を写
真に収めてきた戦場カメラマン村田信一
さんをゲストに迎え、『戦争の真実』を
聴きます。戦争を知らない私たちが、同
世代の仲間たちと共に戦争について知
り、これからの社会と平和について考え
るフォーラムです。
日時：10 月 24 日（土）pm 2:00 開演
場所：豊科学習交流センターきぼう２Ｆ
主催：安曇野夢フォーラム
申込・問合先：増田　080-5486-6111

●議会運営のあり方と会派結成
　増田望三郎は 10 月 16 日付で会派「民
心・無所属の会」を結成しました。構成
員は荻原議員（代表）、林議員、そして
私です。これは任期 4 年の後半に向か
うにあたり、議会運営の要衝とも言える
議会運営委員会（議運）に、無所属議員
が参加できない状況があり、それを避け
るために会派を結成するものです。
　安曇野市議会の憲法とも言える「議会
基本条例」では、「議員は、議会活動を
行うため会派を結成することができる。」
とあります。議員は基本的な政策の理念
や市政の課題等を共有する議員と議会活
動を共に行うために会派を結成できるわ
けですが、これはあくまで任意です。会
派を作らずに無所属議員として活動する
ことも認められているわけです。
　にもかからず、会派を作らなければ議
運に参加できないというのは、この基本
条例に反します。また選挙で選ばれた議
員はみな等しく平等であるという「議員
平等の原則」からも反しています。1 期
目の 4 年間は自分で調査し、自分で考え、
自分の言葉で発言し、そして責任を負う
自立した議員であるために無所属でした
が、このような状況の中で、会派結成の
運びとなりました。
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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

●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 12
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）



ふさわしい駅前広場とは何か、観光業者、
商業、市民とは十分な議論をしたのか？

●サポーターからの
応援メッセージその 7

浅原永
の り

登
と

さん
（豊科、生活支援員）
　僕は物心ついた時から
安曇野に住んでいて、北
アルプスの雄大さも蛇口

をひねればミネラルウオーターのような
水が出てくることも当たり前です。そん
な当たり前のことにあこがれてくる都会
人で、少し変わっている人だなあ思った
のが、望市議と出会った最初の印象でい
た。そして、この人は自分の生まれたと
ころでもないのに、どうして一生懸命い
ろんなことをやるんだろうと思っていま
した。
　彼と関わるようになり、まだわずかで
すが、彼の人となりを知るようになりま
した。安曇野市をもっと住みやすい街に
したいという最終ゴールは地元の人たち
と同じと思います。ただこの土地に住み
たくて住む人と、当たり前に環境がそ
ろっている中に住んできた人との思いの
ギャップを感じます。
　望市議も任期が折り返しになりまし
た。自分の夢や思いを議場で語ることは
もちろん大切なことです。でも僕は残っ
た時間、議会内だけでなく、安曇野に住
んでいる人たちにも積極的に伝えてほし
いと思っています。そして地元の人の声
を一人でも多く聴いてほしいと思いま
す。それが約 2000 票の期待と重みだと
僕は思います。地元住民と望市議の「響
き愛」に期待します。

お知らせ
～民心・無所属の会と無所属議員の合同

の活動報告会をやります～
　民心・無所属の会（荻原勝昭議員、林
孝彦議員、増田望三郎）と無所属の小林
純子議員の合同の議員活動報告会を行い
ます。市民のみなさんにとっては、複数
の議員により報告されることで、議会の
様子がより多面的にお分かりになると思
います。また私たちにとっても、市民の
方との直接の対話は議員としての職責を
全うする上でも具体的な課題とエネル
ギーを頂けます。若い世代やお子さん連
れの方も大歓迎です。
日時：10 月 22 日（木）午後 7 時～
場所：豊科学習交流センターきぼう２Ｆ

●９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あり、また責務で
もあります。９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》『安曇野暮らしツーリ
ズムでソフト重視の安曇野に』

望市議　子育て世代の移住を促進するに
は、安曇野の「豊かな暮らし」を感じさ
せることが肝要。そこで、市の観光振興
ビジョンや移住・定住促進の提言書にあ
る「安曇野暮らしツーリズム」の積極展
開を提案する。自然や農村景観、歴史、
文化、コミュニティーなど、様々な安曇
野の暮らしを我々市民が楽しみ、磨き上
げていく。それはまちづくりでもある。

「安曇野暮らし」には、交流人口を広げ
ていく面と移住へ繋げていく面があり、
リンクして展開することが大事。設置さ
れる「安曇野暮らし支援協議会」は観光
からまちづくり、移住までの各部を横断
し、多方面から展開させていく推進組織
にできないか。
政策部長　協議会は移住相談窓口、各移
住セミナーの開催、空き家バンクなど移
住者の生活全般を支援する受け皿組織で
ある。
望市議　市民一人一人に「私が楽しむ安
曇野暮らし」というものがある。それを
引き出し、市民同士または来訪者と共有
し合えるようにする。観光の域には納ま
らず、市民の幸福度も上がるまちづくり
になる。そして、安曇野暮らしを体験し
た人たちが、安曇野で暮らしたいと移住
してくる。安曇野暮らしツーリズムは、
観光とまちづくりと移住促進が一体と
なった総合施策。このようなソフトを重
視したまちづくりを提案するものだが。
市長　まちづくりをしていく上では、ソ
フト重視でもハード重視でもいけない。
両方がマッチするようなまちづくりだ。

【解説】
国が掲げる地方創生を受けて各自治体に
よる地方版総合戦略の策定が大詰めで

す。今回の一般質問では、私が安曇野に
移住して 11 年の間、実践してきた半農
半 X（エックス）や農家民泊、自然保育
を例に挙げて、ソフト重視のまちづくり
を提案しました。

《質問２》安曇野の豊かな水環境
を次世代に残そう』
望市議　1960 年代後半から 90 年代ま
で、床下等には防腐、防蟻目的で、クロ
ム、銅、ヒ素を含むＣＣＡ処理された木
材、また有機系殺虫剤を含んだ木材等が
多く使われていた。建築廃材における有
害性について市の認識は？ 
市民生活部長　クロム、ヒ素及びその化
合物は公害関係法で基準値が定められて
いる。基準値を超える場合、人の健康や
生活環境保全上支障を来す恐れがある。

【解説】
北小倉の廃棄物処理施設にもＣＣＡ処理
された建築廃材が運び込まれる可能性が
あります。この施設は屋外施設のため、
雨水で溶け出し、また業者は排水を貯留
し使い回しており、汚染物質の濃縮など、
有毒性も懸念されます。安曇野の豊かな
水環境を守るために、この施設を引き続
き注視していきます。

●今議会での発言から 穂高駅前
広場の改修計画について

　穂高駅前の整備計画は、都市再生整備
計画事業の中で「安曇野水辺の里」地区
の整備として位置付けられていた。この
計画には、観光振興ビジョンの「自然資
源を活用し、自然と共生した安曇野暮ら
しを伝える観光の仕組みを構築する」と
もある。ビジョンにも盛り込まれている
親水空間も整備するということだった。
　それが親水空間は作らない、シンボル
である銀座の柳は残さない。新聞に載っ
た完成予想図を見ると、どこにでもある
ような駅前広場になってしまった。そも
そもの都市再生整備計画・「安曇野水辺
の里」地区の整備からかけ離れてしまっ
てないか。安曇野の観光の玄関口として


