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当選から 1 年が経ちました。区では公民館長、環境自治会長、そ

れに福祉推進委員を仰せ付かりました。議員として、何か地域で

の行動を始めなければと思っておりましたので、これをきっかけ

に一生懸命務める覚悟です。結婚したい人のお手伝いの企画もは

じめます。	 

 
 

①『区自治会からの「要望」の公共工事を、地区単位で区長会に情報公開し、優先順位、

工事の量的集約を図ることはできないか。』	 

 

（質問趣旨）： ○行政区や地区からの多くの要望は道や側溝などの公共工事が多い。 

区としては、「どこよりも早く」という地元優先を願う意識は強い。地域での公共

工事に、パートナーシップ手法を、どう展開し、進めるかと言う質問です。 

（市民感情）： ○市民にとって、国道、県道、市道、農道だって関係ない。河川、用

水、堰、側溝だろうが区別はない。除雪、凍結防止材、道に穴、狭い、拡幅、曲

りを直せ、舗装だ、歩道がほしい、上下水道整備、水圧が低い、要望は多種多様

である。 

（現状確認）： ○市役所では「各区内で工事の優先順位をつけていただき、修繕工事

を実施した」としている。これは大きな区で、区内に何ヶ所も修繕要望のある場

合で、担当者としては、毎年どこの区へも、一箇所づつは割り振っていきたいと

のこと。一部、市内 10 地区の中には、地区内の各区自治会の要望を取りまとめ

て提出するところもあるという。 

 

私の考え：●土木工事は、小工事ほど経費率は高い。大工事は比して逆に低い。集約

してまとめれば直接的経費は節減できる。また、役所の人的経費も節減できる。 

  「地区区長会」で各区の要望を情報公開して、順位付けしてもらう。後回しになる

3 月議会の一般質問は次のような内容でした。 

① 区自治会からの「要望書」の公共工事を、地区単位で区長会に情報公

開し、優先順位、工事の量的集約を図ることはできないか。 

② 区自治会への「加入促進」で、転入者の未加入の理由や実態調査、区側
の加入条件、区費、組織役職、活動内容の調査と公表について。 

③ 市は、区自治会での「福祉推進」の中心的役割を誰に担ってもらおうと
考えているのか。区長か、民生委員か、福祉推進委員か？ 
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区も出てくるが、該当の区の工事は一気に進む。区長間の話し合いが大切と思う。 

ただし： ●土建業者の低迷する状況下で、いたずらに工事をまとめて、経費削減や

件数削減を求めることが、地域経済発展に得策かどうかは、考慮に値する。 

  地域の声に答えてあげたい気持ちと効率との板ばさみだ。実際に施工する地域の

施工業者の希望も聞くべきかも知れない。 

 
②	 『区自治会への「加入促進」で、転入者の未加入の理由や実態調査、区側の加入条

件、区費、組織役職、活動内容の調査と公表について。』	 

 

（現状の問題点） 

●未加入による問題：○ごみ捨て、PTA子供の地域活動、防火防災への不安 

 反面：○入区しなくてもなにも困らないとの考えや状況 

（市の促進対策予定） 

●すでに居住している人へは： 地区コミュニティーを通しての対応、パンフ作成 

●これから転入する人へは ： 市民係窓口「ようこそ茅野市へ」のガイドブック 

 

私の要望	 

Ⅰ（アンケート内容）：市はアンケート調査の実施を予定しているが、そのパンフ

やガイドブックに生かす意味からも、「未加入者への未加入の理由の他に、区側へ

の調査として、区加入条件：加入金 年会費 消防協力費の調査、区内地籍的に該

当している未加入戸数の実態調査」も含めてもらいたい。なお、区組織の概要や規

約、区の範囲がわかる地図などもあれば良いのではないか。 

Ⅱ（調査結果の情報提供）： 

●すでに住んでいる人に対しては、各区の区費、協力金の額から始まって、区組織

や役職、行事概要などをまとめて情報提供する。 

●これから住む人には、市民係りの窓口で、ガイドブックの他に「あなたの住所は

何区です。区費はいくらで、組織はこうです。区長さんは誰です」と紹介する。 

Ⅲ（開発段階）：土地売買や開発段階での地主、業者に対する「区への加入を条件と

することを検討」して頂くように、お願いする。 

 

期待 行政側の「地域経営」と、住民側の「住民自治」の基本は、この入区が前提で

あって、これ無くして語ることはできない。市長も本腰を入れるとのことで、

期待している。 

 
③『市は、区自治会での「福祉推進」の中心的役割を誰に担ってもらおうと考えている

のか。区長か、民生委員か、福祉推進委員か？』	 

 

（現状の課題と質問の趣旨）： 

●パートナーシップのまちづくりの理念と手法によって、保健福祉サービス地域（エ

リア）保健サービスセンターレベルまでの「人、組織」は充実してきている。 

●しかし、区自治会単位での展開が問題で、市は、誰を担い手の中心に置き、どうリ

ードしていくのか。そこが不明確である。これから、「支えあいマップ」作りなど

の実践活動に当たり、市の説明も、区長会だったり、福祉推進委員の研修会や、民

生委員に、であったりとあらゆる機会を通じて訴えているが、いづれにしても、自



発的行動を待つかのような、悠長な対応である。 

（市側答弁の内容）：地域福祉は福祉推進委員が中心ですすめてもらいたいとのこと  

（福祉推進委員って？） 

 ●社協のパンフには「茅野市ではー福祉推進委員の設置をお願いしてきました。」と

あるが、決して社協が設置をお願いしたなんて書いてない。「その点だけは触れな

いで下さい」てな具合に、ボヤーっと書いてある。市が発行する「ビーナスプラ

ン」の冊子にも地域福祉の項目になると、社協、地区社協の話が掲載され、関連

づけて福祉推進委員が不意に登場する。しかし、社協が委嘱したとか、ましてや

その構成員なんて書いてない。果たして、誰が区諸役として位置付けるように依

頼したのか？ だれがその職責を委嘱するのか？ 行政としての「所管」（市の担

当者）はどこか？全く分からないように書いてある。日赤奉仕団や保健補導員は

所管が決まっているのに。市は、直接タッチしたくないようにも見えてしまう。 

（私の立位置）： 

●実は、私は、区で選ばれて福祉推進委員になりました。自分が実際なってみると、

その立ち位置がわからない。呼ばれるままに、過日、茅野市福祉推進委員研修会が

2／16 理科大であり、パンフには「主催は市社協で、後援は市」であった。会が

始まって、福祉推進委員会の会長が出てきて挨拶するのかと思ったら、社協理事と

いう立場で、役所の部長が出てきて、「皆さんは地域の課題を自分で見つけて、解

決するんです。市は指示を出しません。みたいなことを言う」こりゃ、市が勧める

ボランティア委員なんだなと、私は納得せざるを得ませんでした。 

（市の福祉行政は民間委託？） 

●「市社協」は「社会福祉法人」で、大変公共性は高いけれども、居宅介護支援事

業所として市指定され、自身「民間業者」を自認する団体であり、その「市社協」

に地域福祉の旗振り役を頼むということになれば、「市の福祉行政は民間委託だ」

と言われても仕方が無い。という内容の意見を市側にぶつけたら、驚くことに、 

●市側の説明では「『市社協』と『地区社協』 

とは全く別の組織である」という、福祉 

推進委員は「地区社協」の一員であり、 

あくまでも区の諸役であって、手当ても 

市は出さず、 区内の対応に任されている。 

「区任せ」で、市の主導性は見えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私はこう考える：	 

福祉は公的責任だと思う。 

市は明確に「市社協」に 

全面的に依頼して、協定 

でも結んだ上で、地域福祉推進役を、

福祉推進委員にきちんと委嘱して、進

めたらどうだろう。「何をするか」は

地域の自主だが、指導や情報は行政が

主導すべきではないか。                         

区内の役職	 

◎環境自治会会長（持ち回りの役で選任） 

 10 年前開始当初に比べ分別の細かさに 

戸惑い気味。 

◎公民館長（昨年の主事に引き続き担当） 

 区内の決めで、2年連続で主事館長と続く 

 が、今年は主事さんのサポートに徹底。 

○3／2 湖東地区卓球大会で新井分館女子

は団体優勝。中村分館の４連覇を阻み史上

初の快挙達成「次は男子野球とﾌﾟﾚｯｼｬｰ」 

◎福祉推進委員（総会選挙で選任）      

 何をするかから考え、相方の伊藤とよ子さ

んと協力して、じっくりやります。 

 

★★★	 いっしょにやりません

か♪	 

☆結婚したい人のお手伝いできる人募

集	 

募集条件：結婚させたい人がいる人 

おせっかいで、楽しい人 

打合日時：4月 3日（木）午後 7時 

場  所：湖東ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 2F 和室 

内  容：顔合せと事業企画 



 

 

 

１２月２７日 スポーツ議連会議     3 月３日 本会議 議案質疑、全協 

   ３１日 前宮梶の葉会イベント        ケータイ問題講演会  

１月 １日 新井区胡桃沢神社拝賀式    ４日 一般質問①６人 

2 日 議員報告配布作業～4日    ５日 一般質問②６人 

   ４日 新年名刺交換会議員新年会   ６日 一般質問③４人予算決算委 

   ６日 新井区総会（私）          湖東地区市職員会、送別会 

福祉推進委員に選考される   ９日 福祉弁当配食（推進委員） 

 ９日 市区長会、湖東区長会        山口区 小松憲右君結婚式 

１３日 消防出初式、消防委員新年会 １０日 本会議予算質疑 

成人式               予算委員会 

   １８日 議会全員協議会       １１日 予算委員会 

   ２１日 諏訪六市町村新人議員懇談会 １２日 総務文教委員会 

   ２３日 縄文ﾏﾗｿﾝ料理鹿肉試食会   １３日 都市再生ﾓﾃﾞﾙﾌｫｰﾗﾑ 

   ２４日 ｸﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙ事業参加要望者懇談 １４日 分主会卓球大会反省会 

   ２５日 野沢明夫の誕生日 53歳   １７日 本会議最終日閉会 

   ２７日 白樺湖氷燈祭市民デー甘酒       部課長懇親会 

   ２９日 ～３１日石垣八重山旅行（私）    局長送別会 

   ３１日 全員協議会灰溶融炉説明（欠） 

 ２月 ３日 湖東分団消防消友会（私） 

    5 日 商議所新春北川正恭氏講演会 

8 日 諏訪ﾌﾞﾛｯｸ三市議研修会尖石館 

9 日 野沢トシ子様葬儀 

       消防委員市民ﾌﾟﾗﾝ意見交換会 

       市消防消友会（私） 

       北山米沢湖東消友会（私） 

   １０日 地元問題意見交換懇談 

   １４日 総務文教正副委員長打合せ会 

 諏訪広域行政研修会 紅や  

１５日 ３月議会告示、通告〆切２０日 

１６日 市公民館分館研修会～１７日 

       福祉推進委員研修会理大（私） 

       環境自治会研修会市 8F（私） 

   ２１日 総務文教委員会陳情再付託審議 

諏訪南ごみ処理計画新人勉強会 

   ２６日 3 市町村議員懇談 

市 PTA連合会総会、懇親会 

２８日 ３月定例議会 開会 

２９日 特色学校づくり事業発表会 

    外山内山鹿山三財産区懇親会 

３月 ２日 湖東公民館卓球大会（私） 

 ソフトテニス協会総会（私） 

新しい議員活動	 

◎『農政懇話会』が柳沢源太郎議員

の呼びかけで創設され、加入いた

しました。構成 9 名 事務局担当 

◎『諏訪六市町村新人議員懇談会』

が、1 月 21 日 茅野の呼びかけ

で開催されました。新人議員 22

名中 14 名の参加を頂き、新人な

らではの、疑問や不安、悩みなど

を意見交換しました。取り上げた

テーマは次のようなものでした。 

 ①議員のしごと、一般質問 

 ②議員活動報告、議会だより 

 ③地方議会と国政、請願陳情 

 ④地域活性化、地域づくり 

 ⑤会派制、学習グループ 

 ⑥産業、観光振興、環境問題 

内容は、政治的政策の合意形成や、

方向性を持った統一行動への布石

や準備ではない点に注意して、テー

マを選択しました。和やかな会でし

た。次回幹事は諏訪で夏開催予定 

12 月議会後から現在まで 


