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■第二次合葬式墓地完成、課題あり。 対応は今回が初めてである。すべて、首長は結果責

任である。施策の失敗は、次期選挙で審判を受ける。

先んじて行えば「免罪符」となり、結果責任をどう

しても取らねばならぬ時に、さらに減額か、その範

囲を一般職員に拡大するなど、方法は限られてくる

と思われる。  

 永明寺山墓地公園に二基目の合葬式墓地が完成

した。いわゆる個別納骨でなく、時期を経過したも

のから他者と一緒に納骨される仕様だ。墓守がおら

ず、区画を求めず、合葬を求める需要は高い。 

すでに区画を購入していた人が、事情でこれを手

放し、合葬を希望するケースもある。この際 5 年を

経過すると区画に石塔などない未使用の状態でも、

返還金はゼロである。市はこの区画をほかの方に売

却し利用料が入るにもかかわらずである。 

大切なことは、行財政改革で無駄を省き、大胆な

統廃合や見直しを行うかにかかっている。 

議長の立場で実際評決に加わることはできないが、

市民感情を考慮すれば、議員として反対はできない

のではないかと感じた次第である。 せめてすでにある区画を返上し、合葬墓を求める

人には、減免なり無料化できないものかと思う次第

である。利用者は声をあげてはいかがだろう。 

 
■予算決算委員会の質問数 

 3 月 11 日、12 日両日予算委員会が開催され予

算審議を行った。18 名全員参加の委員会であり、2

日間終日にわたる長丁場の審査が行われた。 

■特別職（市長）の給与をカットする条例 
 市長の給料を下げる条例が可決された。理由は現

状市の財政状況は厳しくさらに8年後に基金残高は

底を突く。今のうちから行財政改革の政治的姿勢を

示すために、加えて市民に我慢を強いるため、身を

切る覚悟を示したいとのことである。 

 質問回数を記録した結果、２８項目にわたって質

問した議員は２名、４期ＭＫ議員、1 期ＴＴ議員、

続いて２１項目は２期ＩＭ議員、２０項目は２名、

２期ＯＩ議員、１期ＫＫ議員、１６項目は３期ＩＲ

議員、１５項目は３期ＩＭ議員と続いた。以下１２

項目２名、１０項目１名と約半分の１０名は２桁質

これまで多くの機会に歴代市長は給与を下げてき

た。理由は不祥事や、社会情勢、災害対応などであ
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■議会活性化委員会の準備会発足 

 いよいよ議会改革に向けた取り組みの一歩を踏み出しました。議会活性化委員会では、議会に対する市民

アンケートの結果を受けて、期待される議会の在り方や、情報公開の充実、議員力の向上、市民意見の聴取

などの検討を協議します。委員会設置のための準備会を設置し、その構成を決めます。 

準備会座長に小尾一郎、副座長に机博文、委員に伊藤玲子、伊藤勝（副議長）野沢（議長）を選出。 

委員会は議員 18 名の全員参加とし、3 部会、①議員定数・報酬部会、②議会基本条例部会、③議会機能

強化部会を置く予定です。メンバー人選は 5 月以降の後期人事を受けて行われる予定です。 

■議会事務局職員増員決定 

昨年 7 月より要望していた、職員正規 4 名＋会計年度任用職員 1 名体制から、さらに正規係長 1 名の増

員が決定し、内示されました。北原局長は退職され、新たに藤森隆局長、若岡康隆係長（局長代理）を加え、

北沢正局長代理は次長となりました。議会改革の取り組みのための新たな委員会・部会の設置に伴い、事務

局人員の充実は必要条件でした。3 月当初、副市長からは増員に消極的回答を頂いておりましたが、議会改

革の意識向上と議員のやる気を、粘りに粘ってアピール。最終的に協力を得られました。全員で力を合わせ

て改革に力を尽くします。頑張ります。 

■市職員人事に思う。 

 庁内人事異動があった。200 名を超える大規模異動であり、悲喜こもごもの様相を呈している。中でも

現在課長職にある女性は 8 名、課長職約 33 名中、四分の一に相当する。いずれ劣らぬ優秀な方々である。  

しかし、初の部長昇進はなく残念な結果となった。同年代の夫が部長職にあるなど条件が厳しいことなど

も挙げられるが、能力本位で任命されることを来年は期待したいところである。頑張れ女性職員。 
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問となった。一方、一桁は私（５項目）を含め７名、

委員長を除く１７名の質疑の状況が明らかになった。 

  １２日 全員協議会、議会活性化委員会設置 
  １３日 公共交通実証運行周知活動サンライフ 
  １４日 野沢氏子会初午、高崎少林山達磨寺 

監査委員や、副委員長の立場で発言を控える傾向が

あり０回の方もいる一方、１から２回の議員は３名

であった。発言は自由であり、関心事を質す機会で

ある。実際の事務事業を精査し、例年に比して予算

の増減から市の姿勢を読み取るわけである。 

  １５日 広域行政研修会 
  １６日 市地域戦略課情報交換会 
  １８日 諏訪広域連合議会運営委員会 
  １９日 議会運営委員会 
  ２１日 孫節句お雛様 
  ２２日 正副議長打ち合わせ 

 私も一期の時は「とんちんかんな質問」をぶつけ

たが、まじめの答弁してくれる職員に救われたもの

である。どんな疑問でも聞いてよい場である。大い

に活用していただきたいと思うところである。 

  ２４日 ３月定例会開会議案説明 
      議会活性化委員会準備会 
  ２５日 ～26 信大再々入院術後検査 
      学びカフェ勉強会 
  ２７日 交通実証運行周知活動ピアみどり 

頑張れ議員諸氏。特に一期議員。 ３月 １日 議会活性化委員会準備会 

 ２日 学びカフェ勉強会 
   ３日 議会本会議議案質疑 ■市新公共交通実証実験の課題 
      全員協議会 

 実証実験も残り 2 か月。「交通弱者の移動手段を

考える議員連盟」での課題検討内容は以下のとおり。 
   ４日 副市長事務局人事懇談会 
      ほっとステイ意見交換会 

●AI オンデマンドタクシーにおける主たる予約方

法はスマホアプリであり、交通弱者・高齢者にとっ

てはハードルが高く障害となっている。 

   ５日 一般質問①日目 
７日 二ホンリスの会役員会 

   ８日 一般質問②日目 
   ９日 一般質問③日目 

●電話予約は取扱者が一人で対応ができていない。       予算決算委員会補正予算審議 

●乗る直前予約のみで、事前予約ができない。       ３期以上議員懇親会 
  １０日 茅野倫理法人会モーニングセミナー 

●電話予約の受付時間帯が午前 9 時から午後 5 時   
  １１日 予算決算委員会 R3 予算審議 

 で夕方以降の対応ができない。   １２日 予算決算委員会 同 
●乗車場所が決まっておらずわかりにくい、事前に

場所を決めておく。 

      市人事異動発表 
３月１３日 ～14 義姉昼神温泉招待旅行 

１５日 総務環境委員会・協議会 
●市新地域公共交通検討会議メンバーが実車してい

るか疑問、乗れば見えてくるものもあると思うが。  
    市コロナ対策会議 
１６日 局長打ち合わせ 

●利用が伸びない原因の検討に、アプリの内容に言

及しておらず、内容も茅野に合っていない。 

茅野秋男様ご葬儀 
  １７日 交通議連全体会議 
      正副議長打ち合わせ会 

●全国にはもっと安いシステムの実用例がある。 
  １９日 ３月議会閉会・退職者挨拶 

●地元理科大にシステム開発を依頼する案。       議会運営委員会   
●実験のための実験のようで、本格運行はかなり先

で二回目の実証実験もあるだろう。 

  ２０日 ライオンズクラブ運動公園清掃欠 
  ２２日 新旧議会事務局長打ち合わせ会 
  ２３日 諏訪広域連合監査 

 
  ２４日 諏訪広域大学議会定例会 

   ２５日 ～26 諏訪広域連合議会定例会 
   ２８日 二ホンリスの会総会 
   ３０日 学びカフェ定例会反省会勉強会 
１月 １日 区新年拝賀式       同懇親会 
   ４日 賀詞交歓会中止   ３１日 退職者送別会 来賓招待なし 
   ５日 市、湖東地区初区長会来賓不参加 ４月 １日 事務局職員辞令交付式 
   ８日 消防湖東分団消友会 中止    ２日 市民館ブルーライト点灯式 
  １０日 出初め・成人式 中止    ３日 美サイクルクリーンウォーク 
  １２日 学びカフェ勉強会       テニスコート開き 

１３日 広域連合議会全員協議会    ４日 新井区定式出払い 
  １５日 議会全員協議会 欠    ６日 福祉大学入学式 
      信州大学病院胆石検査 
  １６日 ライオンズクラブ合同新年会欠 
  １８日 正副議長打ち合わせ 

１９日 県市議会議長会茅野市開催 
２１日 信大検査 
２５日 ～28 信大へ入院、内視鏡手術失敗 
２９日 正副議長議運委員長打ち合わせ 
３０日 広域防災講演会中止 
３１日 信大再入院～９日 開腹手術成功 

２月１０日 正副議運委員長打ち合わせ 

12 月議会以降現在までの活動内容 

■野沢明夫事務所 ㈱ 野沢内 
〒391-0301 長野県茅野市北山北大塩道 6891 

TEL：0266-77-2058 FAX：77-2052 

携帯：090－9667－1396  

Facebook 見てください 

E-mail akky4241@po30.lcv.ne.jp 
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