
 
 
 
 
 
 
■野沢明夫 Profi le プロフィール  
昭和３０年１月２５日東京都豊島区生 ５9 歳 
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＜政治信条＞「何事も批判的検証の視点で」   

＜体型＞ 身長 178CM、体重 0.1 トン 

＜趣味＞ ソフトテニス、海釣り、温泉、旅行 

＜議会＞ 経済建設委員会   委員長（H23） 
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TEL：0266-77-2058  FAX：77-2052 

E-mail：akky4241@po30.lcv.ne.jp 

■①「山の日制定について」 

 

2016年から8月11日を「山の日」に定める

「改正祝日法」が5月23日参議院本会議で可決

成立しました。 

祝日に「海の日」がある一方「山の日」がな

いことから、日本山岳会などが制定運動を始め

た経過があります。13年4月に超党派の議員連

盟で作る「山の日」制定議員連盟が発足し、今

年3月に9党共同で改正案を提出しました。 

当初は祝日を増やすことに慎重な意見もあ

り日曜日を山の日にして振替休日を設けない

案もあったそうで、最終的にはお盆に連休を取

りやすい様な日取りとすることで落ち着きま 

した。改正案には「山にしたしむ機会を得て山

の恩恵に感謝する」と明記しています。 

一方県では今年から、独自に7月第4日曜日

を「信州山の日」に制定。これを機に山に関す

る情報の発信や「山に親しみ学ぶ機会」を創出

する事業も展開する予定です。そのような中で、

市はどのような施策があるか聞きました。以下

質問内容です。 

①登山道や施設環境整備の現状はどうか 

②自然環境保全対策の現状 

③安全登山対策 

④イベント情報発信の現状 

⑤県との連携について 

 

●登山道：県は登山道などの山岳地域の施設の

在り方や維持補修の方法、生態系保全などを検

討する「山岳環境連絡会」を設置、行政や山岳

関係者の合意を形成し、来年度をめどに「山岳

環境の保全と適正利用」に関する方針を策定す

るとのことです。全県で山岳地域の課題を検討

するのは初めてとのことで、県下10の山域単位  

五との地域部会をつくることになっています。 

●登山道の管理責任について制度的な考えを整

理する中で、県自然保護課は、できれば管理責

任まで踏み込みたい意向です。 

●茅野市関係の山小屋では、水洗トイレ整備が

すべて完了しています。山小屋オーナーの取組

への理解と協力の賜物です。 
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6 月定例会の一般質問内容は次のよ

うなものでした。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

①「山の日制定について」 

②「道の駅設置について」  



●安全登山については、県が登山道別難易度を

6月には公表する予定です。 

八ヶ岳はどの程度のランクなのか踏まえて、遭

難対策や、県の情報公開と市の遭対協の連携が

必要です。 

●イベント情報に関しては、県の情報は盛りだ 

くさんで、市の観光協会の情報も充実していま 

す。更に「山の日」にちなんだページもほしい 

ところです。 

●国「山の日」8/11、県「山の日」7/27、 

県山の月間：7/15～8/14 

市「八ヶ岳の日」8/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■②「道の駅設置について」 

 

道の駅設置は、平成5年から全国にでき、平

成25・7月現在で1004か所あります。 

諏訪地域は富士見の蔦木にあるのみで、全国

的にも空白地と言っていい状態で「どうしてな

いんだろう。」というのが実感です。 

市民要望も「あったらいいね」という声はよ

く聞きます。市ではその可能性を研究している

との答弁でした。経済効果や地域おこしにつな

がることははっきりしていますが、その継続性

や採算性については、他の道の駅の経営状況が

苦しいなど厳しい評価があります。 

<過去の市側の見解＞を見てみると、 

●平成8年9月議会 富士見町蔦木の計画が進

む中、今井利弥議員の道の駅構想の質問に矢崎

和広市長は、前向きな回答をしており、横道線

（エコーライン）建設の中で実現に向けて検討

していきたいと答えています。 

同時に、道の駅の設置場所の分析では、国道

１９号など高速のないところ、木曽から長野ま

で信州新町などを例示に挙げています。 

●平成10年９月議会 北沢平八郎議員の道の駅

金沢構想では、金鶏の湯建設時に検討された経

過を紹介し、先行していた蔦木との位置関係 

や用地問題で断念した経過があります。 

●平成13年３月議会 丸茂恵司議員は、中山間 

地域総合整備計画事業の原村の「道の駅」構想  

について言及しています。 

●平成15年12月議会 勅使川原はすみ議員は  

高原浴の里事業に関連した質問をしています。 

●平成19年３月議会 吉田久明議員は、物産セ 

ンターや故郷館設置要望の質問に対して、矢崎 

市長答弁では、道の駅を市で作ることは考えて 

いないとし、農協や観光連盟や地域で作るのに 

補助を出すといった参考例を挙げています。 

更に国道沿いの食堂、土産物屋が売りに出て 

いる現状をあげて民業圧迫になってはいけない

と答えています。  

●平成２１年１２月議会 宮坂武男議員の設置 

に対する柳平市長答弁では、「具体的な考えはな 

いとし、市民の思い大事にしなければならない 

が、行政から主導すると失敗する」と答弁して 

います。 

●平成２２年3月議会 宮坂武男議員の道の駅 

と物産館を結びつけた質問に、県外失敗例多い 

し、市民要望もないし、売る場を求める声もな 

く、すでにシステム的に出来上がっていると答 

弁しています。 

●平成２２年９月議会 宮坂武男議員の湯川バ 

イパス計画に伴う道の駅設置計画を聞いていま 

すが、そのような計画はないと答えています。 

以上は、その時々の考え方ですが、共通して

言えるのは、ある時期から「設置しない方向」

に傾いていったという事です。今回の質問に部

長は、土地確保の難しさという点で「圃場整備

などの機会に可能性があった」と答えています。 

 

■道の駅設置には、平均７億円、土地は10000

㎡以上は必要と言われています。新規設置ばか

りでなく従前の施設を拡充させるなど方法はあ

ります。 

＜私はこう考える＞   

・清陵高校に山岳部ができました。茅野高や東

海三校にもほしいですね。 

・山ガール大会：地元男性対象山へいざなう機 

会にして婚活事業はどうか。 

・山の日を含む「茅野市山の月間」を設定して

市独自の企画を実施してほしい。 

・八ヶ岳だけでなく、市内の観光客のほとんど

は「山」に関連していることから、イメージ

作りが重要。企画コンペをやってみてはどう

か。 



■民業圧迫？との考え方にも異論があります。

仮に道の駅の運営者を指定管理者としてそこ 

へ補助金や管理料を支払う代わりに、家賃収入 

や施設使用料が入ります。利益が出れば法人地 

方税も入ることになるからです。  

■災害時の一時避難所としての活用も可能です。 

■支援制度はまだ有ります。  

社会資本整備総合交付金  

強い農業作り交付金    

農山漁村活性化プロジェクト支援金などです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜私の意見と判断＞   

 

■請願 1 子ども・障がい者等の医療費窓口無料化を求める県への意見書提出を求める請願  

提出者：新日本婦人の会茅野支部   負託委員会：福祉教育委員会 

委員会決議：不採択  野沢：採択  本会議決議：不採択  野沢：採択に賛成 

＜意見＞実現困難な面や、改善が必要な事柄は多いが、市民の声を届けるのが議会の勤め。 

■請願 2 核兵器全面禁止のための決断と行動を日本政府に求める意見書提出の請願 

 提出者：原水爆禁止茅野市協議会   負託委員会 総務環境委員会 

 委員会決議：趣旨採択        本会議決議：趣旨採択 野沢 賛成 

■陳情 3 「過労死防止基本法の制定を求める意見書」採択を求める陳情 

 提出者：いのちと健康をまもる長野センター 負託委員会 経済建設委員会 

 委員会決議：採択          本会議決議：採択   野沢 採択に賛成 

■陳情 5 「最低賃金の改善と中小企業の支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情 

 提出者：諏訪地区労働組合連合会   負託委員会 経済建設委員会 

本会議 趣旨採択          本会議決議：趣旨採択 野沢 賛成    

■陳情 6 「義務教育国庫負担制度」の堅持に関する陳情書 

提出者：長野県教職員組合諏訪支部  負託委員会：福祉教育委員会 

委員会決議：採択  野沢：採択   本会議決議：採択   野沢：採択に賛成 

■陳情 7 立憲主義を否定する「集団的自衛権行使」容認に反対する陳情書 

提出者：茅野市９条の会       負託委員会 総務環境委員会 

 委員会決議：継続審査        本会議決議：継続審査 野沢 賛成 

＜意見＞先延ばしせず、十分協議して今議会で採決できなかったのでしょうか？ 疑問です。 

■陳情 8 「武器輸出三原則」の緩和に反対する陳情書 

提出者：茅野市９条の会       負託委員会 総務環境委員会 

 委員会決議：不採択         本会議決議：不採択  野沢 採択に賛成 

＜意見＞不採択者の「良識ある国会議員に任せればいい」発言には唖然と致しました。 

■陳情 9 労働者保護ルール改悪反対を求める意見書の採択を求める陳情書 

提出者：労働組合県連合会      負託委員会 経済建設委員会 

 委員会決議：採択          本会議決議：採択   野沢 採択に賛成 

■陳情 10 不登校ひきこもり等支援事業に関する陳情書 

提出者：子どもサポートチームすわ  負託委員会 福祉教育委員会 

 委員会決議：採択          本会議決議：不採択（可否 8：8 同数、議長不採択） 

  野沢 採択に賛成 

＜意見＞不採択理由に言葉を尽くしても、提出者の活動そのものの否定につながってしま

う。 

 

 

＜私はこう考える＞   

・市内に具体的な「道の駅」設置について検討

している場所があると市側は説明しました。 

・その時々の判断で事は動きます。道の駅はで

きていた可能性はありました。スピード感あ

る判断が必要です。何より大切なのは判断の

前の熟慮です。考えてばかりではことは進み

ません。熟慮の次の判断は早く下さなければ

なりません。「道の駅」に限らず「決断」の

時こそ真価が問われます。 



〈議員活動、公職、奉仕活動、行事参加、その他の活動） 
                 参加行事多数のため行間をつめて表示いたしました。 

読みにくい点はご容赦下さい。        
              

３月２２日 わかば保育園竣工式  
２３日 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ清掃奉仕運動公園 
２５日 湖東・笹原保育園卒園式 
２６日 薬乱防協正副会長会議 
２７日 諏訪中央病院議会 
    議連・地政研視察研修東京泊 
２８日 ＰＨＰ公約作成セミナー東京 
３０日 更生保護女性会映画会 
３１日 議会報告部会 

市職員退職者送別式 
４月１日  湖東・笹原保育園入園式 

４日 新井区おたっしゃ教室 
７日 湖東保育園慣らし保育協力  
       一九会６市町村議員交流会茅野 
１１日 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ（ＬＣ）理事会 
１５日  議会全員協議会 

４月第一例会 
１６日 薬物乱用防止協議会監査宮川小 
    諏訪３新聞社記者懇談会  
１７日 ～１８日旭ＬＣ訪問例会 
１９日 田中テル様ご葬儀 
２４日 名取一應様ご葬儀 
２５日 市職員湖東会新人職員歓迎会 
２６日 丸井味噌蔵祭り詰め放題挑戦 

藤森源彦様ご葬儀 
堀区公民館竣工式 

  ２７日 田ぶち・農作業 
２８日 ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ委員会小諸市 
    薬物乱用防止協議会理事会・総会 
２９日 2 ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞと LC３ｸﾗﾌﾞｺﾞﾙﾌ大会 

５月２日 新井区おたっしゃ教室 
     薬物乱用防止協議会事務局移転 
     山下国雄様ご葬儀富士見 
  ３日 ～６日東北会津水沢盛岡角館旅行 
  ７日 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ５月第一例会   
     一九会諏訪６市町村議員懇談会 
  ８日 ８日会・地域づくり政策研究会 
 １１日 公民館清掃、一番代 

吉田豊一様ご葬儀 
１２日 野火番外山 

OB 議員懇談会 
 １３日 ライオンズクラブ理事会 
     議会報告・意見交換会豊平地区 
     湖東地区社協理事会   
１４日 議会報告・意見交換会ちの地区 
１６日 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ対抗ゴルフ大会浅間 C 
１７日 小平コウ様ご葬儀 

地区青年部議員報告・焼肉会 
１８日 ２番代 
１９日 全員協議会、常任委員会協議会 
    ユネスコ協会総会（欠） 
２０日 ほっとステイちの生徒迎え入れ 
    ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ親睦ゴルフ大会 
２２日 セカンドブック湖東小 
    ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ地区委員引継ぎ会 
２３日 田植え 

２５日 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ地区年次大会小諸 
２７日 議会運営委員会午前 

５月２７日 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ地区委員長セミナー 
  ２９日 ６月議会開会 
６月１日 草刈出払い、八ヶ岳開山祭 
  ２日 LC 次期クラブ委員長セミナー 
  ３日 議員連盟勉強会 

ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ（LC）６月定例会 
  ５日 ほっとステイちの生徒受け入れ 

6 日 議会報告部会 
   議案質疑 
   議会全員協議会 
８日 ～9日ﾗｲｵﾝｽﾞC複合年次大会福井  

１０日 一般質問①日目 
１１日 一般質問②日目 
１２日 一般質問③日目・予算決算委員会 
    ほっとステイちの生徒受け入れ 
１３日 娘の結婚相手と会食東京 
１４日 お相手の両親と会食東京「ホッ！」 
１５日 消防湖東分団操法大会 
１６日 LC334‐E 委員長会議松本 
    福祉教育委員会 
１７日 外山財産区横谷観音例祭・直会 
    茅野 LC 最終例会エクシブ 
１９日 議会運営委員会 

６月定例議会閉会 
    茅野 LC 委員長会議 欠 
２１日 人口減少対策講演会松本勤福会館 
    レオ委員会最終例会 
２２日 市消防ポンプ操法ラッパ吹奏大会 
    LC ゴルフ同好会最終大会 
２３日 原小学校４年薬物乱用防止教室 
    334E ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ委員会準備会 
２５日 議会報告部会 
    茅野 LC 合同委員会 
２６日 ～２７日議連地域づくり政策研究   
    会、京都春日学区、伊賀市視察 
２８日 湖東新井区屯所上棟式 
２９日 334E 前 ZC 記念大会 
    薬乱防街頭キャンペーン 

笹原区・須栗平区例祭（欠） 
    内山財産区・新井区境界踏査（欠） 

3 月議会後から現在まで 

●わたしの政務活動費の使い方 

収入 市より  120,000 円（10000 円／月）   

支出●研修費   19,171 円 参加費交通費 

（PHP 研究所・東京千代田区） 

●資料購入費 15,850 円 

（書籍代、「住民と自治」他購読料） 

  ●広報費   204,034 円（議会報告印刷及

び郵送代）                      

 合  計  239,055 円（不足は自己負担） 


