茅野市議会

2019 年 9 月第 33 号

野沢明夫の議 会報告
■ 平成 19 年より 8 年間に渡り「野沢明夫の議員報告」をお読みいただきありがとうござい
ました。4 年のブランクを挟んで、第 33 号の報告を再開いたします。
今回からは、議長という立場での報告の関係上、名前を「議員報告」から「議会報告」に
改めまして、議会の動向など、ご報告申し上げたいと思います。
議長の公務多忙につき、定例会毎の発行が可能かどうか心配ですが、努力いたします。
紙面は従前の A4、四枚分のボリュームから二枚程度に割愛し、まとめました。ご容赦くだ
さい。また配布もオートバイで地域全域を廻る時間もなく、新聞の折り込みと郵送にいたし
ました。御承知置きくださいますようお願い申し上げます。

議場での議長就任挨拶文（要約）
茅野市議会第３５代議長に就任させていただ
くことになりました。
さて、議会の本来の役割は、行政の監視と決
議そして政策実現であります。茅野市議会の目
標は、より良い茅野市になるように、市民ファ
ーストを基調に、謙虚に、しかし力強く、行政
と力を合わせていきたいと思います。その際大
切なことは議員一人一人が成果を求めるのでは
なく、議会一丸で行う事だと考えます。
個々の考えは違って当たり前でしょう。最後
の表決は多数決ですが、大切なのはその前段の
熟議だと思っています。議会運営の先頭に立っ
て、半歩前を歩んでまいります。
議員の皆様方のご理解ご協力を、行政側には
丁寧な説明と協議をお願い申し上げまして、議
長就任のご挨拶と致します。

＜議会の新しい取り組み＞
①

三期議員が中心に議員全員に声がけをし、

＜議長席から＞「一般質問」を終えて雑感
議

●意見発表の場になって質問に繋がらない。
●長すぎて質問要旨が分かりにくい。
案の勉強会を開催しました。（6／3）
●早口や語尾の声が小さく聞き取りにくい。
●答弁を受けての切り返しが少ない。次回号
で検証します。
いずれもこれまでありそうでなかった取組で
す。

目指すべき議会像は、
「議会力の向上と市長と
切磋琢磨する議会」。そのために、必要な議員の
仕事とは何か、市民は議会に何を求めているの
かを、議員が共有することが必要です。
その上で議会基本条例の制定へ繋げたいと考
えます。以下諮問いたします。ご審議の上ご答
申下さいます様お願い申しあげます。
記
①「あるべき議会像、議会に求められてるもの」
を聞く市民アンケートの実施、およびその実
施方法について。
②市民アンケートの内容について（どう見てい
るか、期待、満足度、市民意見や注文の反映
とその理由等）
③住民アンケート結果を生かした目指すべき
議会像とその実現のための議会改革の方法
と行程について。

新人議員への先輩議員からの助言や自身の
政治信条紹介の場を設けました。
（5／16）

②

「議会運営委員会」への議長諮問
市民アンケートの実施について

■核兵器禁止条約署名と批准
を求める意見書を可決。県議会と県下市議会
では 10 番目、諏訪地域では下諏訪町議会に
続いての可決となりました。6000 人の市民
の署名や議員自身の署名実績もあり、市民の
思いに寄り添った結果になりました。
■野沢明夫事務所
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〈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。

投開票日 当選８８８票
辻立ち あいさつ回り
当選証書授与式
区お舟祭り会議
新人元職議員研修会 区議会
美しい環境づくり諏訪運営委員会
知区社協会計監査
当選祝賀会
タブチ
二ホンリスの会理事会
～６日岐阜へ小旅行
美サイクル茅野役員会
新人元職議員研修会
公民館清掃 区建設委員要望下見
市臨時議会 議長就任 懇親会
倫理法人会モーニングセミナー
審議会人事選考会
市側全員協議会
新人元職議員研修会
田植え
特定外来種駆除作業尖り石考古館
早起き野球連盟開会式
諏訪地区ジュニア陸上競技会
美サイクル茅野ごみ減量部会
市議会開会告示
移送サービス学習会
鹿山ゴルフ場境界踏査懇親会
正副議長関係市町村あいさつ回り
防犯組合連合会総会
茅野市交通安全協会千野支部総会
正副議長立科町挨拶
わかもの会議懇談
小泉山体験の森開山祭 直会
水防訓練金沢地区
商工会議所優良従業員表彰式
環境自治会連合会役員会
議会運営委員会
タブレット操作研修会
防犯組合総会
防災会議
美しい環境づくり諏訪総会
美サイクル茅野ボランティア部会
茅野どんばん合同会議
諏訪広域連合議会代表者会議
市議会６月議会開会
総務環境委員会協議会
多留姫文学自然の里祭り
区 草刈り出払い
上社 田植え祭り 欠
八ヶ岳開山祭
欠
議員勉強会
全国自治体病院所在地議会協議会
ほっとステイ茅野受け入れ
美サイクル茅野ごみ減量部会
本会議 議案質疑
全員協議会
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茅野市宅建協会総会
市華道会生け花展
元職議員懇談会
湖東分団ポンプ操法大会
市総合体育大会開会式
全国温泉都市議会協議会東京
全国市議会議長会 東京
倫理法人会モーニングセミナー
議会運営打ち合わせ会
一般質問一日目
報告広聴部会
一般質問二日目
安曇野玉ねぎ祭りへ
区大総代分団長慰労会
市ポンプ操法ラッパ吹奏大会
一般質問三日目
予算決算委員会
広報公聴委員会
新人議員との懇親会 むう
美サイクル茅野環境館回り清掃
国会議員へ要望活動
総務環境委員会・協議会・懇親会
倫理法人会モーニングセミナー
茅野市自衛隊協力会総会懇親会
区議会
観光のまちづくり推進機構総会
蓼科高原 JR 駅利用促進協議会
商工会議所常議員総会懇親会
鹿山区民ゴルフ事前練習
蓼科白樺湖を美しくする会理事会
正副議長打ち合わせ
議会運営委員会
６月議会閉会
諏訪公立大学事務組合代表者会議
諏訪広域連合議会代表者会議
美しい環境づくり諏訪運営会議
特定外来種駆除作業尖り石考古館
鹿山財産区区民ゴルフ大会
須栗平白山神社例祭
日本リスの会写真展
美サイクル茅野ごみ減量部会
消防郡大会出場チーム激励会
ビーナスライン輝く道づくり
森林林業振興議連幹事会議 県庁
わかもの会議議員意見交換会
クリーンウォーク受け入れ
湖東消防分団会計監査
新井区胡桃沢神社例祭 直会
消防郡大会 原村開会式のみ参加
エコフェスタ説明会環境展部会
R299 整備促進期成同盟会
R20 バイパス整備促進期成同盟会
環境自治会連合会視察 沼津 欠
区 草刈り出払い
区 津島神社例祭
議会運営委員会・臨時会副市長承認

