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いよいよ御柱祭です。本宮四で山出し里曳き共に３日間存分に楽しめ

ます。私はお役も無いので、カメラを担いで皆さんを写真に収めたい

と思っています。カメラを向けましたらポーズを決めてください。	 

 
①『人と人をつなげる「情報コミュニティー」と組織作りについて』 

 

●（言葉の説明）「情報コミュニティー」とは耳慣れない言葉ですが、「人と人をつな

ぐ情報であり、その情報でつながっているコミュニティー」という意味です。 

ＮＨＫ「放送大学」の「現代コミュニティー論」の講義で、講師の船津衛氏は「情報コ

ミュニティー」は「地域コミュニティー」を補完するといっており、情報交換で人と

人が結びつきより強固にコミュニティーが形成されると述べています。 

●（湖東だより）：折しも、湖東地区地域福祉行動計画の策定中で、計画の基本理念が

「人と人のつながりを大切にみんな笑顔で元気な湖東」と決まりました。そこで私はそ

れらを実践するために何をするかという議論の中で、真っ先にこの「情報コミュニティ

ー」の話をいたしました。結果的に人と人のふれあいや、つながり作りは情報のネット

ワーク作りが大切だということになりました。実際に出来ることは何かという話しにな

って湖東では地域情報誌や「湖東コミュニティーだより」を作ることになりました。 

●（質問内容）：そこで市は地域で情報をどう集めてどう発信していくかとの質問です。 

●（答弁）：市はその必要性を認めながらも、「広報ちの」や社協の情報誌などの市側

からの一方通行的な行政情報を提供しているといった、現在実施している方策を充実し

ていくとの答弁内容でした。決して地域独自の情報集めをするといった視点での考えが

見えませんでした。 

●（理論）：「放送大学」の先生は、情報化が進むと障害者、被災者、高齢者、弱者へ

の支援に目が向くようになり、健康、病気、子育て、介護情報、災害時支援など住民組

織や自治体行政の推進の手段になると述べています。やはりこれはやるべきです。 

●（誰が）：現在のコミュニティーの職員は２名、地域情報を自ら集めて月に一回くら

いの「たより」を出すことなど出来るはずもありません。忙しすぎるのです。各種団体

の事務局、窓口受付、貸し館業務、証明書発行、納税、公民館事業など代休を取ること

すら出来ない状況です。もっと人手が必要です。 

3 月議会の一般質問は次のような内容でした。 

①『人と人をつなげる「情報コミュニティー」と組織作りに

ついて』 

②『市民プラン進行管理委員会設置について』 
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●（発行回数）：はやはり月に一回は出す必要があろうと思います。年に３回や４回で

は、情報はつながっていきません。情報収集員も必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした民間組織の職員を中心に、そこへ地域の意欲の人を呼び込んで、どんどん地域

へ出向いていく。課題や問題点、困りごとなどの情報がつながり、地域づくりはすすむ

こと間違いなしです。是非創りたいと思います。 

 

②『市民プラン進行管理委員会設置について』 

 

「市民プラン円卓会議」を開いて「市民プラン進行管理委員会」を新たに設けること

を決め、その委員会の設置条例案を 6 月に提出するとの記事がありました。プランを

作った以上は、実行と評価検証をして修正までするという市民の自発的考えから出たも

ので、市長もその方向で協力を求めたという内容でした。 

●（びっくり）：そもそも、市の総合計画は「市民プラン円卓会議」を中心とした各分

野別委員会で作られました。その組織は扱い上「設置条例」や「設置要綱」といった法

的手続きを踏まない任意の「市民団体」であったということが分りました。以前にあっ

た昭和 57年の「設置要綱」による[総合計画策定委員会]においてつくられなかったの

です。裏を返せば本当の意味で市民が作ったといえるかもしれませんが、既存の委員会

を飛び越えて作られたといえます。手法が違ったのです。 

●（なぜ）：作るときは任意の「市民団体」で作って、今度は管理や検証修正は、法定

の手続きを踏んで委員会を作るのでしょうか？ そのまま「市民団体」が任意で行った

らどうですか。と言いたくなってしまいます。 

●（前例なし）個別の分野の審議会や委員会はあります。たとえば「茅野市環境審議

会」「茅野市消防委員会」などがそれにあたります。しかし「総合計画」というすべて

の範ちゅうを扱う委員会が、他市町村に例があるのでしょうか？珍しいことです。 

●（人選）「市民プラン円卓会議」のメンバーがそのまま移行するとの話ですが、10

年の総合計画期間中ずっと関わるのか？ 年に 1 回程度の報告や検討で対応できる

私はこう考える。（野沢提案：地域コミュニティーはこう変えたい！）	 

「情報コミュニティづくり」だけでなく地域活性化のために次の

ような提案をしたい。 

①市内１０地区のコミュニティーセンターを民間業務委託する。 

②業務内容に「地域づくり」を積極的に取り組むよう盛り込む協

定内容とする。 

③ 各地区人員は７人から８人とし、所長の他、地域で雇用の職員 3 人～4 人、地区

図書館のどんぐりメイト 2人、社協の生活支援係りもそこへ含む。組織改革。 

④ 給与の高い少ない人員体制を廃止、安い給与の多い人員体制とする。 

⑤ 給与は安いが、週勤務 2～3日といった形態で応募可。アルバイトもＯＫ。 

⑥ 既存組織の統廃合をする。 

⑦ 基本的にこの民間職員以外の地域諸団体役員にも手当てや実費弁償を考える。 

タダではやらない。そのための地域での経費負担や、市からの支援を求める。 

⑧ 市からの補助金は一本化する。使い方は地域で決める。 

※ 条例制定も視野に入れて市と共に成案を作ってゆく中で市民と議論したいと考 

えています。 



のか？大変疑問であります。継続的検証なくして進行管理は難しいと思う。 

●議会との関係においても権衡（けんこう： バランス）を失っているのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●議会が、執行機関の提案をそのまま議決するという受身の状態にあるとの批判が多い。 

「追認機関」「人が多い」「報酬が多い」という批判が市民に形作られていく。その責任

の一端は市側にもあるのではないかと思う。何でも市民の声を聞いて、完結型の行政運

営が進めば、議会は不要だという人は増えるだろう。 

●二元代表制の一翼を担う存在である議会は、議決権によって、茅野市の意思の決定機

関としての機能や、執行機関を監視、評価する機能を持っている。しかし、日頃の活動

を通じて住民要望や課題を把握しているが、本会議や委員会では、執行機関へ疑問点を

質しているに過ぎず、議員間の協議が行われていない。したがって議員間の摺合せが無

いがゆえに、議案等での政策対案や執行機関の提案に対する積極的な改善や修正を行う

ことが出来ないのが現状となっている。 

●そういう意味で、執行機関の市側から、対峙するに値する議会になならければならな

いし、それに値する議員にならなければならないと思う。                                                                                                                                                                                                         

 

議会報告☆  ●議会運営委員会では次の事項 

について検討を進めてゆきます。 

①一問一答方式の徹底  ②定例会の日程  

③大綱質疑の意義    ④議長の選出方法 

⑤議案の賛否の意思表示 ⑥議会便りの発行 

⑦予算書        ⑧行政視察の見直し 

⑨議員定数１８人の検証 ⑩質問席設置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域づくり政策研究会（議員連盟）	 

今年議員提案として、「区自治会への加

入」や「コミュニティー組織」に関する

条例の提案を考えています。立案過程

で、市側との協議を進めると共に、一般

市民の参加を求め意見をいただきたい

と思っております。ご意見のある方はご

連絡をお待ちいたしております。 

 

 

 

 

 

私はこう考える。（野沢提案） 

執行機関の市は、施策の策定や実施に関してパブリックコメントやアン

ケート調査を通じて、広く市民の意見をきく制度を取り入れ、さらにそ

の効果や評価を行っている。意見集約から企画立案、事業実施と評価、

そして今回のように検証、修正までの一連の行政運営のサイクルが完結

してしまうと、議会の政策提案や監視機能をどのように発揮することが

出来るのか大変問題だと思う。これは「議会への挑戦状」といえるので

はないか。議会の権能と力量を認めていないのではないか。 

「出会いの広場」の会事務局から 

山浦の独身者をほっとけない活動を展開

します。お手伝いしてくれる人を募集し

ています。会では県の元気づくり支援金

などに手を上げ、活動の充実を図ってい

ます。女性の参加者のご紹介を是非お願

いします。お問い合わせは野沢まで。連

絡先は巻頭の住所、ＴＥＬ77‐2058

まで 

 

 

 

 

諏訪地域新人議員懇談会（19 会）	 

平成 19 年選出の新人議員の集まり、一級の議員

を目指すという意味で名づけられました。今回は

１月２２日に富士見が当番で、「富士見のデマンド

バス」の視察後、懇親会が行われました。今回か

ら原村の議員が参加され、これで 6 市町村全てが

揃いました。会に他意はなく純粋に「やーおい」

といえる関係作りです。今年は原、次に茅野で最

後に諏訪まで廻るかどうかです。気の置けない皆

よい仲間作りが出来ました。 



 

              （議員活動、公職、その他の役職の活動を含む） 

               

1 月１日 新井区新年拝賀式      ２月９日 市消防消友会   

     レオ太鼓上社奉納演奏祈祷   １３日 出会いの広場ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾊﾟｰﾃｨｰ 

  ４日 名刺交換会 議会新年会    １４日 上社抽籤祈願 

  ５日 ライオンズクラブ新年例会   １５日 上社抽籤式報告会 

     （有）野沢塗装店新年会        ソフトテニス理事会（欠） 

  ６日 市新年初区長会        １７日 広域組合勉強会（欠）   

     湖東地区区長会新年会         河西たけ子様葬儀 

     ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ出場選手激励会     １８日 元気づくり支援金ﾋｱﾘﾝｸﾞ  

  ７日 行財政改革市民委員会     １９日 議会運営委員会 

  ８日 薬物乱用防止教室打合会    ２２日 議員年金説明会（松本）  

  ９日 保科栄一様葬儀        ２３日 ３月定例会開会  

１０日 新井区総会（欠）           消防Ｈ17,18 もりもり会 

     出初式、成人式        ２４日 薬物乱用防止教室北山小 6年 

 １２日 地域福祉講演会            湖東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｰ運営委員会  

     出会いの広場事務局会議        社協薬物乱用防止勉強会講演 

 １５日 産業社会将来ﾋﾞｼﾞｮﾝﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ  ２５日 議員議案勉強会  

１９日 薬物乱用防止教室北山小５年      湖東地区御柱役員合同会議 

議会全員協議会        ２６日 薬物乱用防止教室反省慰労会   

    湖東地区福祉行動計画委員会 ３月１日 議案質疑 

２０日 ソフトテニス協会理事会     ２日 ライオンズ例会市長講話 

２１日 薬物乱用防止教室原小６年       特色ある学校づくり発表会(欠) 

２２日 諏訪市町村新人議員懇談会    ３日 一般質問①日目 

２３日 湖東地区抽選総代抽選式     ４日 一般質問②日目 

    諏訪地域４ＬＣ新年例会      ５日  一般質問③日目 

２５日 野沢明夫５５歳誕生日      ６日 レオ太鼓演習演奏録音 

２６日 薬物乱用防止教室金沢小４年   ７日 御柱根藤採り 

２７日 薬物乱用防止教室原小４年       ｿﾌﾄﾃﾆｽ協会総会 

２８日 ～２９日議会運営委視察研修   ９日 予算大綱質疑、予算委員会 

    行財政改革推進委員会（欠）  １０日 予算委員会  

２９日 薬物乱用防止教室泉野小（欠）     緊急観光懇談会（欠） 

３０日 結婚３０周年記念旅行      1２日 社会環境委員会 

２月２日 ライオンズクラブ例会         三財産区懇談会 

  ３日 薬物乱用防止教室原小 5年   １３日 湖東地区御柱合同会議マリオ 

     第一回臨時議会全員協議        １４日 ライオンズ清掃奉仕活動     

  ４日 三市議会議員研修会          福祉推進委員弁当配食 

     薬物乱用防止教室宮川小 6年      読りーむインちの講演会 

  ５日 社会環境委員会視察      １５日 薬物乱用防止教室豊平小 6年 

     県地域発元気づくり支援金申込 １６日 議会運営委員会 

     湖東地区福祉行動計画委員会      ３月定例会閉会 

  ６日 東京同窓会幹事会           退職職員送別会 

  ７日 新井野沢氏子会初午      １７日 北部中学校卒業式  

12 月議会後から現在まで 


