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①『市民プランと市長マニフェストについて』 

●疑問：「市長マニフェスト」にはあって、「市民プラン」には言葉さえ盛り込まれて

いない１４～15の事業があるのを、皆さんは知っていますか？「通学区、一時保育利

用券制度、学資ローン利子補給、30人規模学級、農地付住宅」などがそれにあたりま

す。それらの個々の事業は、一番市民が分かりやすく、市長や行政の思いを感じること

の出来る身近なものであります。 

●身近な事業：政策や施策は、抽象的言葉で分かりにくいと思います。たとえば「お

互いに支えあいその人らしく暮らせるまちづくり」が政策で、「生活支援と社会保障の

充実」が施策と言ったって分かりにくいですよね。ずばり「灯油券配ります」（事務事

業）といったほうが分かりやすい。そういう意味で身近な事業が市民にとって大切なの

です。 

●誰が消した：市長がマニフェストに載せたそれら特色ある事業が、市民プランの中

に見当たらないのはなぜでしょう。政策施策に合っていないということで、策定の中で

消えていったのでしょうか。その抜け落ちている 14、5項目は、実現性から問題もあ

りますが、キラキラ光っているし、わくわくする魅力もある。一体誰が消したのか。 

●市長の役割：誰かが、市民プランを作っていく過程の中で「こんなことは財政的に

実現は出来ません」とか「やる人がいません」とか言って、削っていったのだと思われ

ます。そして、それらのキラキラわくわくする個別事業は、ひっそりと市民プランから

消し去られていったのです。プラン策定をしていったメンバーの中にそれらの人はいた

のです。それでも、ここで犯人探しは止めましょう。 

「それでもやりたい」、「必要だ」と旗を振るのが市長の役目だと思います。そしてそれ

を実現すべく考えるのが行政の役目だと思います。行政は、実現するためになにが必要

か、壁があるならどう乗り越えるか、回るか飛ぶか、穴を開けるか、どうすればそれが

できるか考えればいいわけです。 

●これが最後：私が市長マニフェストについて本会議で質問するのはこれが最初で最

後であります。やがて、市民プランが可決されると、その市民プランに替わられ、市長

マニフェストは語られなくなると思えるからです。 

●私はこう考える： 

「キラキラ、わくわくするマニフェストに一票を投じた市民は多い」と思いま

す。「市民プランは市民の考え、行政は行政の考え、市長は市長の考え」すべて

すり合わせて、そろえる必要は無いと私は考えます。それぞれの独自性があっ

ていい。 

 

9 月議会の一般質問は次のような内容でした。 

① 市民プランと市長マニフェストについて 

② 特定健診、特定保健指導の進み具合と今後の対応について 

③ 市公共施設利用による合宿等誘致ついて 
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●エール：本当にそれでいいのだろうか。「行政は失敗が許されない」といわれる。そ

うかもしれない。しかし市長は失敗してもいいんです。任期がありますから、選挙があ

りますから、朝言ったことも夕方に変えることはおろか、その朝にまた変えることだっ

て、市民のためになることだったら、市民は受け入れてくれる。そう私は思います。勇

気をもって自分の考えをぶつけて、もらいたい、是非がんばっていただきたいと、エー

ルを送りたいと思います。 

 
②『特定健診、特定保健指導の進み具合と今後の対応について』  

 生活習慣病（糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満症）などの原因となる「不適切な食生

活、運動不足の不健康な生活習慣を改善すべく」健診と指導の対象者は、市内で

10500人いて、市内18箇所の医療機関へ、被保険者が自ら訪問受診する制度です。 

●特徴：① 国民健康保険加入者 40 才から 74才までが対象 

② 茅野市では誕生月に健診する。前月に通知が届く。 

     ③ 健診の結果で、指導支援がある。 

 ●趣旨：県医療費適正化計画に整合性を持っており、内臓脂肪症候群の該当者及び

予備軍の減少率がH24には 10％減、H27には 25％減が達成されないと、ペナ

ルティーとして、後期高齢者医療制度への支援金負担が増えるなど、保険料が上が

ることになるのです。 

 ●私はこう考える：初めに「医療費削減」ありきの国の施策で、ペナルティー

つきとはいささか、腑に落ちない面もありますが、わが身のためと思って割

り切りますか。とりあえず。 

●協力要請：多くの方が受診されますようにお願いいたします。 

 

③『市公共施設利用による合宿等誘致ついて』 

 

●現状：学校や運動公園の合宿利用者は、年 5800 人、リピーターも多いとの事。 

貸し出し先は市内業者や個人で、年 1回の施設、日程の調整をしているとのこと。 

 ●問題は：市民スポーツとの競合や、体育協会参加の各協会活動への支障が考えら

れます。また、運動公園内は専用施設なので問題は無いが、学校施設周りは近隣住

民への配慮や気遣いも必要になってくることになります。住民周知や、施設利用す

る際に声がけするなどの事前準備は当然必要なことです。しかし、市民の協力も必

要で、市住民として暖かく受け入れてもらえるように、市としても「高原合宿地茅

野」をもっと打ち出して欲しいものです。市民スポーツ交流や、技術指導や観戦、

対戦などでの効果は見逃せない要素であると思われます。 

●PR 宣伝：インターネットで「合宿、高原、茅野」が検索するとヒットするように

情報提供を考えてはいかがなものか。一つの競技に限定しての PR は難しくとも、

合宿地としての PRを市が進んでやってもらいたいものであります。観光連盟にも

働きかけよう「高原合宿地茅野」。 

●提案： この夏は猛暑、近隣の公園やグランドにはたくさ

んの県外からの学生や生徒が来ておりました。茅野市を「高

原の合宿地」として PR できないかと考えたわけでありま

す。菅平高原のラグビーのメッカの様な構想、山中湖、千

葉県白子町テニス村などの発想はどうでしょう。と言う質

問です。 

 



（行政視察と付託案件、陳情について） 

◎行政視察 7 月 8日～7月 11日まで委員会として、北海道の各所の視察へ行っ

てまいりました。以下はその報告です。本年の視察は、北海道の栗山町における「反問

権」で注目される議会改革を視察研修したいということからまとまりました。 

①7月 8日（火）「釧路市東雲（しののめ）小学校の取り組みについて」 

「しののめ」と読むこの小学校は平成 17 年 4 月の開校、隣接のニ小学校統合した

学校で、特徴は教室と廊下の仕切りがない「オープンスペース」。職員室は無く、教

室前にティーチャ-ズステーションを設置。目が届き不審者侵入対策の上でも安全を

確保しています。 

②7月 9日（水）「帯広市市税等の収納率向上対策について」は、帯広市市税等の収納

率向上対策については、収納率向上対策としてのコンビニ収納の導入している。

（H16 年～）滞納整理の取り組みは、職員の若手を充実させ、モバイル（手持ちの

情報機器）で、現地滞納者とのデータでのやり取りが可能にし、滞納整理に関する強

い行政としての姿勢を示している。一定の時期に差押及びその処分を行うとともに、

一定の判断の下に、整理をして計画性を持っている点が素晴らしい。 

③7 月１０日（木）「栗山町『議会基本条例』の制定による議会改革について」の特徴

は、●議員同士の自由討論●町民参加、町民との連携●町民の政策提案●全議員の議

会報告会●議会への町の反問権等であり、全国からの視察団は当日も 84名。 

ミニコミ◎視察研修の公費負担 

今回の 3泊 4日の場合は 8万円、２泊 3日は 

6 万円の公費が出ます。半分程は個人負担です。 

議員活動にどう生かせるかが問題。 

◎陳情 委員会付託された陳情は 3件です。 

私の表決について下記に発表いたします。 

①「地球温暖化防止と公共交通利用促進。維持 

強化について」は、良しとし「採択」 

②「財産区基金条例の変更を求めることについ 

て」は、廃止を求める過激な内容で「不採択」 

③｢私立高校に対する大幅公費助成をお願いする 

ことについて」は中信松本地区の私立高校から 

の陳情。茅野市への直接補助については反対、 

国、県に対する助成の意見書については賛成 

これを「一部採択」というが、委員全員の賛成 

が条件でできず、結果は「不採択」  

 

 

 

総務文教委員会便り 

●諏訪地方議会議員交流会 

◎ソフトボール大会 ８／5 

湖東岳麓公園野球場 

 ②諏訪 12‐ 1 ③岡谷 

①茅野 17‐10  岡谷 

  茅野 12‐11  諏訪 

昨年に続いての２連覇達成 

◎マレットゴルフ 8／18 

岡谷やまびこ公園参加 73名 

①富士見 67.1 ②茅野 72.8 

③下諏訪73.0 ④諏訪74.42 

⑤岡谷 74.47  ⑥原 78.3 

個人＝③島立雄幸-60⑭宮坂

武男-67⑲平林安,小平大亜,柳

沢源太郎,勅使川原はすみ,野沢

明夫 -71 吉田,望月-72 

●旭市議員交流ゴルフ蓼科CC 

 上位は全て旭市、茅野参加５

名は全員 100以上の多叩き 

 記載に耐えないので省略 

◎議員連盟活動 

『建設関連議連』を改め『産業経済議員連盟』 

とし、小平吉保（会長）、島立雄幸、宮坂武男 

矢崎利和、野沢明夫の 5人で立ち上げました。 



 

              （議員活動、公職、その他の役職の活動を含む） 

               

６月２１日 須栗平,眺望の丘,麓桜会   ８月 9 日 湖東教育を考える会（欠） 

 ２２日 湖東分団ポンプ操法大会    １１日 諏訪湖浄化議連視察総会 

      堀内潔様葬儀         １２日 全員協議会 

２４日 立科町議員交流会            公共交通考会事務局打合会 

      新井公民館運営委員会（欠）  １５日 新井区お盆ソフトバレー大会 

  ２６日 荻原さくの様葬儀       １７日 公共交通を考える会   

      商工会議所青年部懇談会    １８日 6 市町村議員交流マレットG 

  ２７日 諏訪湖浄化議連研修会     ２１日 社協結婚相談懇談会 

      建設関連安全大会（欠）        中村区高齢者クラブ講演会 

      議員有志勉強会            旭市議員交流懇親会   

２９日 市消防団ポンプ操法大会    ２２日 旭市議員交流ゴルフ 

     須栗平白山社例祭       ２３日 市戦没者合同追悼式   

      男女共同参画推進大会（欠）  ２５日 みどりのアプローチ草刈 

  ３０日 全員協議会          ２８日 木村園子様葬儀         

ケータイ問題を考える会        公民館分主会 

７月４日 河西建設千親会Ｇコンペ    ２９日 守屋裕登様葬儀（伊那）       

消防郡大会出場激励会         ９月定例会開会 全協、総務委 

   6 日 笹原区鹿狩津島神社例祭    ３０日 河西竹春様葬儀 

      青少年健全育成推進大会（欠）     信州諏訪ビジョン 21 

      新井区胡桃沢神社例祭   9 月 3 日 本会議議案質疑委員会付託    

   8 日 ～１１日総務文教委員会     5 日 一般質問①     

      北海道栗山町外行政視察        遠山敏雄様葬儀（伊那） 

  １３日 消防諏訪郡ポンプ操法大会       総務文教委員会 

    １４日 旭市議会来茅交流懇親会        7 日 市防災訓練     

  １５日 湖東地区福祉推進委員連絡会      消防団 50周年記念式、祝賀会 

  １７日 薬物乱用防止講習会（県庁）   ８日 一般質問② 

  ２４日 ボランティア懇談会       ９日 一般質問③野沢明夫 3件 

  ２７日 県消防大会              予算決算委員会 補正予算 

      湖東地区野排球大会          総合計画特別委員会 

  ２９日 八ヶ岳寮,清明学園,ｱｲﾘｽ合同   １０日 財政勉強会 

      納涼祭レオ太鼓出演          木村一美様葬儀 

  ３０日 議員どんばん踊り練習     １１日 予算大綱質疑、予算決算委員会 

８月 １日 市政 50周年記念式典     １２日 予算決算委員会 

      茅野どんばん レオ太鼓出演      湖東公民館分主会 

      青葉睦会神輿 議員連参加   １３日 湖東保育園運動会 

８月  ５日 諏訪三市議員ソフトボール大会 １４日 縄文マラソン（欠） 

       牛山千世子様葬儀（代）    １６日 総務文教委員会 

       平沢しげ穂様葬儀           縄文祭り実行委員会（欠） 

    ６日 市民平和記念式典       １７日 6 地区ゲートボール大会 

    ８日 森林林業活性化議連総会    １９日 北中やつがね祭開祭式      

    9 日 諏訪市町村新人議員交流        本会議最終日 

6 月議会後から現在まで 


