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ののべ尚昭経過報告 、
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10月1日 稲西小運動会
2日 議員総会
3日 新人議員説明会
8日 稲西校区運動会
12日 臨時議会
17日 水道全員協議会
18日 管内視察（厚生委員会）
21日 国際政治学会
22日 老人クラブ運動会
23口 戟役者追悼式
27日 県・市議会議員野球大会
30日 管内視察（下水道対策特別委員会）

各易の哲嫁
新手胡けまLて

11月1日市政記念式典

産業祭開祭式
稲西校区グランドゴルフ大会
7日 行政視察（厚生委員会）
鳥取市・岡山県津山市
3日
5日

9

日

10

日

‡

日

県・市議会議員野球大会（ベスト8）
グループMの講師（比較地方自治学）
21日 水道会議
24日 委員協議令（国民保健）
27日 委員協議会（厚生委員会）
29日 下水道対策特別委員会
18
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12月1日議員総会
7日
8日

叙勲祝賀会
12月定例議会

！

閉会
25日 水道臨時議会
年末夜警
20日

昨年は阪神大震災からオウム事件まで歴史に
残る社会現象が起きた年でした。政局も混沌とし
た状態が続き、経済も回復することが出来ません
でした。
そんな中、私lことっても歴史的な年となりまし
た。9月の市議選に42名の候補者が出馬すると
いう激戟の中、皆様の温かい御支援のもと当選を
果たすことが出来ました。誠にありがとうござい
ました。

さて、稲沢市では、5大事業（稲沢駅周辺総合
整備・区画整理事業・幹線道路8路線整備・下水
道整備・ゴミ焼却場整備）を中心に取り組んでま
いりました。
しかし、財政面では大変厳しい状況が続いて
おります。本年は行財政を見直し、最小の経費で
最大の効果を上げているかなど議会のチェック機
能を発揮し、皆様の期待に応えるよう一層の研磨
を致す所存であります。
今年も変化と新しい政治を目指し、「地方自治
の広域的発想と政治教育」を視点に、新年の抱負
とし皆様の御健勝を心よりお祈り致しまして新年
の挨拶と致します。

市議会議員 野々部尚昭
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崩磯豪農
謹んで新春のおよびを申し上げます。
旧年中はののべ尚昭後援会活動に絶大なるご
支援とご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
年明け早々、村山総理の辞任が発表され、政局
も混沌とした状況が嬢いております。早いもので、
ののべ尚昭議員誕生から初めての正月を迎えまし
た。議員は市政におきましては厚生常任委員会、
下水道対策特別委員会、国保協議会水道議会に所
属し活躍されている中、12月議会の一般質問で
堂々たる姿で行政側に質問致しました。
後援会といたしましても、ののべ尚昭議員と共
に歩み、共に発展することをスローガンとし、後
援会のさらなる発展を考えております。
ののべ尚昭議員におきましては、今年も地球視
野で物事を考え幅広いアイデアを稲沢の発展に尽
くしてくれるものを考えております。
今年も、議員をもり立てて、市民全員で参加で
きる政治を創っていきたいと思います。
念頭に当たり、皆様方のご多幸をお祈り申し上
げますと共に、新年の御挨拶をさせていただきま
す。
後援会会長
加藤進一

新年あけましておめでとうございます。
皆さま、おそろいで輝かしい新年をお迎えのこ
とと存じます。
昨年度、後援会活動には心あたたまるご協力の
もと、大勢のご参加をいただき厚くお礼申し上げ
ます。
新年の此の会報をご一読いただいてお分かりの
ことと存じますが、ののべ尚昭議員は市政のこと
だけではなく、それ以上の知識、日本や世界の政
治経済の情勢を判断していく見識、物事を正しく
批判する能力を持って、その意見、又抱負を充分
に議場でのべられ理解を得、市政に貢献されてい
ます。地元稲沢での実践活動の数々、今後も皆様
の絶大なるご支援のもと充分なご期待に応えるも
のと思います。
我々青年部といたしましても新しい年、新しい
気持ちで後援会活動を勧めていきたいと患ってお

墓真言迄きき妄霊李鶉毒警芸能亨芸訪島己（
上げます。
新年の挨拶とさせて頂きます。
青年部

広田暁之
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新年あけましておめでとうごさいます
ご家族お清いで輝かしい新年をお迎えのことと
存じます。
旧年中は後援会活動にご協力を頂き誠にありが
とうごさいました。
お蔭様で、後援会の輪が徐々に大きくなってきて
いることを実感しております。ののべ尚昭議員も
議員として初めてお正月を迎え、公私共に多忙な
日々を送られておられます。
本当の春を祝える様、皆様方より一層の結束をお
顔い申し上げ新年のご挨拶とさせて頂きます。
婦人部
内藤華子

謹んで薄かしい新春の
およびを申し上げます。
今もまだ、景気が厳しいこの時期であります
が皆さんのバイタリティーで乗り越えていかれる
ことと確信しております。
「言うは易し行いは難し」でありますように、
実際にそれを実行し、さらには美浜を残していた
だくためにも、この後援会活動をより充実させ、
ご協力を賜り、昨年にも増してののべ尚昭議員に
は、皆様のご期待に添えるよう大いに頑張ってい
ただかなければなりません。
変わりないご支援、ご指導をよろしくお願い申
し上げます。
平野ソフトクラブ監督
水野祐吉
「′′ヽ
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《 議会を傍聴して！》

／㍑ ニニ仰′ぷを．・∴さ

12月12日（火）、ののべ尚昭議員の十般質問の
12月8日に開会し、、13日間の会期で一般会 時間（9：30〜11：00）には後援会の皆さんを中
計補正予算案など20議案を原案通り可決しま

心に24名の方が傍聴にみえました。

した。

これは稲沢市議会はじま？て以来のことではな
いかと言われております。そこで、実際傍聴され

＼

尚、平成7年度稲沢市一般会計補正予算の

内容は、歳入歳出予算の総額253億5859万円た方々の声をお届けしたいと思います。
から歳入歳出それぞれ1億1646万7千円を減
額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ252億
4212万3千円に補正したというものです。
また、一一般質問を行った議員は10名でした。
（後にののべ尚昭議員の一般質問の詳細を
報告）

◎

答など、はんとうに国会のミニチュア
盤みたいなもので、厳格な雰囲気があ
りました。また、我々が選んだ議員が
どんな事を考え、何をしているかを知

［条例改正］

ヽ／一、←、

● 議会に始めて傍聴しましたが、質疑応

稲沢市災害対策又は災害復旧のため派
遣された職員に対する災害派遣手当て
に関する条例の一部を改正しました。

◎ 稲沢市手数料教収集例の−一部を改正し

る良い横会でもありました。それと同
時に、議員の生の姿を見ることができ
少しだけ、市政に興味をもつようにな
りました。皆さんも、∵度、議会を傍
聴してみて下さい。
吉川直城

ました。
◎

稲沢市職員の給与に関する条例の一部
を改正しました。

し、

［意見書］
◎ 鉄道共済年金の回復に関する意見書を
［可決しました。
（

◎ 日米地位協定の見直しについての意見
書を可決しました。

［決

議］

◎ 21世紀万国博覧会の誘致に関する決議
を一部修正し賛成多数で決議しました。

● 始めて議会を見ることができ、このよ
うな経験はよかったと感じました。な
せなら、市の運営というのは、ここが
出発点でもあり、市の玄関でもあるの
だから、その模様がすごく肌で感じら
れました。議員⊥人一人が真剣に稲沢
市のことにとりくみ、前向きに市民の
こと21世紀に向けて討議をして市の
運営が成り立っていくとのだというこ
とが、初めて実感いたしました。議会
ということに触れてみて、もっと市民
一人一人が議会を傍聴してみてもよい
事だと思います。そのようにすること

［同

意］

◎ 河合三智麿氏が平成7年12月23日任期

によって、市民の意見がもっともっと
議員を通じて議会に反映されることと

満了のため、教育委員会委員に鈴木宏

思います。そして、稲沢市を発展する

呂氏を新任することに同意しました。

ことでもあり意義のあることではない
かと思いました。みんさんも、議会を
傍聴してみてはいかがですか。
笹井典子

●

12月8日から始まりました市議会を12日に
をする議員か、レベルの低い常識のない居ても居
なくてもよい議員かと思います。何か悪いことを
初めて見に行きました。午前9時に議会室に入り
受付で2番目でした。その日は新人でただ一人、
ののべ尚昭議員が一般質問を行うという事でわく

考えているから、公開するされるのを怖がってい
るのであって、正しく物事を考えている人は怖い
もめはないはず。

わくと傍聴席の一一番前に付きました。見渡すと、
まだ誰もいない議事堂に、ののべ尚昭議員がただ
一人敵ぃこ書類の整理をしていました。50席あ
る傍聴席が約半分くらいうまってきたのが3分前
、やっと各議員が入場。厳粛さは多少あるものの
議会が始まると数名の議員はさっそく睡魔との戦
い。しかし、ののべ尚昭議員の質問が始まると、
さすがに全員が耳をすまし、時々は傍聴席を見上
げたりしていました。

し

今、政治に求められているのは、何事にも恐れ
ず、はっきりものが言える資質をもっている政治
家（リーダー）ではないでしょうか。頑張れ、の
のべ。若さと行動の男ののべ尚昭議員を後援会の
皆さんでより大きく育てていただき、住みよい稲
沢、豊かな稲沢を提案していきましょう。そして
後援会を団結し、私たちの心を議会に反映して、
ののべ尚昭議員を応援していきたいと思います。

新人とは患えない堂々とした質問でしたが、行
政側の答弁はありきたりのもので、一歩ふみこん

後援会最高顧問

水野初彦

だ答えは返ってきませんでした。国会の答弁のよ● 多数の傍聴者のせいか、市長はじめ議員のみな
うで答える側が少し迫力がないという感じでした
さん、大変大分緊張しておられたように見受けら ′ヽ
。しかし、ののべ尚昭議員の熱血が伝わってくる
雰囲気でした。
休憩時間に入り、受付係の職員に聞いたことで
すが、F議会の傍聴はいっもはほとんどいません
。たまに、一人か二人程度jと聞きました。今日
はびっくりしたと言っていました。このことは、
いかにののべ尚昭議員に期待をしているのかの証

れました。そんな中での、ののべ尚昭議員の質問
は立派で誇らしく見えました。
円形の議場というのはちょっと珍しく驚きまし
た。発言者のマイクには、ランプが灯る仕組みと
撃っていたので誰が発言するのかがこちら側から
もすぐ分かり、これには感心いたしました。これ
は稲沢市に限らず、国会や他市の議会にもいえる

と患います。昼食の時間に広島からののべ尚昭議

ことなのですが、答弁者に事前に質問内容が知ら

員の活躍を取材にきたという方たちが食べながら
鼓していましたが、議事堂の中のビデオ・カメラ

せてあるので、本当の意味での議論というのが見

は許可がもらえなかったと言っていました。黙っ

最後にビデオ撮影を早く許可して欲しいです。

て聞いていましたがか、津島市では市議会をケー
ブルテレビで公開しているようです。全国的に議

聞くところでは、許可の方向で話が進んでいたそ

会のオープン化がさけばれている今日、稲沢市で
も、クリーンで市民参加のできる市議会として、
ケーブルテレビ・ビデオ・カメラなど議会の妨げ
にならなければOKだと思います。

られないのが残念です。

＼

うですが、これを横に、議会のオープン化が一層
進むことを期待しています。こんな良い議会を市
民の皆さんに見てもらえるような制度作りを市民
の皆さんの手で考えたらどうでしょうか。
広島支部
植田直樹

ののべ尚昭議員が、政治参加都市で、議会のオ
ープン化、市民提案制度、市民オンブズマン制度 ●
、また、市民健康都市で、ホームヘルパーの増強
などを真剣に質問していました。この稲沢市をま

初めて30名の議員の姿を拝見しました。一生
懸命ラインを引きメモをとる議員や、ちゃんと聞
いているふりをして睡眠をとる議員もいました。

ず、住みやすく誇りをもてる都市にしようと、そ
の熱意は充分伝わってきました。市議会を公開す

ただ、質問や答弁中に他の議員が話をしている
要はあまり感心することができませんでした。一

ることに反対する理由は何もないはずです。ある

度議会を傍聴すると真の議員の姿が見られます。
岩本文代

とすれば、居眠り議員か、会議中にこそこそ私語

市政と市議会
私たち一口i民が【］常生活を常むために欠くことのできないいろいろなこと

（例：福祉、教育、道路の建設、け水道など）は、市民自らの意思と責
任において処理していくことが最も望ましいことです。
しかし、す／ヾての市民が一堂に会して市政の道営について話し合うこと
は不可能であl）、市議会議員や市長を選挙によって選び、市民の代表者と
して市政を運営させることにしています。
この市民を代表する市議会議員が、市民生活に関係するさまざまな問題
を話し合い、市政の方針を決定する機関が市議会で、議決機関といいます・。
′＼

また、市議会で決定した意思に基づいて実I斜こ仕事を行うのが市長で、市
長をはじめ教育委員会、選挙管理委i￣i会、監査委員などを執行機関といいま
す。
市議会と市長は、その役割の違いはあっても全く対等な立場で、串の両
輪のように互いに尊重し合い、けん制し合いながら明るく住みやすい稲沢
市をつくるために努力しています0
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行政改革の進み具合は？
若者の投票率と地域格差について？

平成7年4月11日稲沢市行政改革本部を設
置し、総務・厚生・文教経済・建設の4部
会にて合計311件を検討してきました。そ
の後、行政改革推進委員会に諮問いたし、
12月11日付で稲沢市行政改革大前を策定い
たしました。
見直し項目はどのようなものがあるか？

（1）事務事業の見直し

く14項目〉

（2）時代に即応した組織機構の見直し
く4項目〉

7月の参議院選挙の年代別投票率
くA投票地区〉 39．04％
20年代

21．51％

30年代
40年代

30．08％
45．81％

50年代

47．61％

60年代
70年代

51．74％．
40．97％

／￣＼

市の平均37．、99％
上記のように20代の若者の投票率がきわだ

（3）定員管理及び給与の適正化

って低い、このことは全国的な傾向となっ
ておりますが、政治参加の呼びかけをして

く2項目〉
（4）効果的な行政運営と職員の能力開発の

いきたい。地域格差は約35％になっており
ます。

推進

く3項目〉

（5）行政の情報化の推進等による行政サー
ビス
く4項目〉

投票率の向上対策は？
例えば郵便投票や投票日の2日制など。
芦．ご￣モ」、

（6）会館等公共施設の設置及び管理運営の
合理化

く4項目〉

法制度を改革しなければならないことです
が、遷挙権行使の横会の拡大として検討し

9月に北京で第4回世界女性会議が開かれ、
女性の社会進出が注目されてし†るが稲沢市
の女性の登用状況は？

て行く所存であります。
子ども達の政治教育が重要と考えるが、子
ども議会、議場の見学、模擬選挙実習会等

一般行政職699人の内

の計画は？

女性は298人（42．6％）、
役職者は48人（6．9％）です。
女性の登用につきましては、今後積極的に
進める事が必要と考えております。

現在はポスターを書いたり、標語を通じて
政治教育をしておりますが、より一層の研
究を検討していきたい。

平成7年度から制度をスタートしておりま
十ロ＿由ん丁／rヽ

J

」レ

／礪／仁ノよ■ク づマタについて

すが、件数15事業、金額で総計約120万円
使っています。まだまだPR不足なので今
後、PR不足を解消して市民の皆さまのよ

〜オ■ノブガマン彪好につい丁〜

り一層の文化活動を支援していきます。

川崎市で日本で初めてのオンブズマン制度
が導入され、かなりの効果があがっている

局鬱雀貧噸

と報じられていますが稲沢市でもこの制度
を導入する計画はあるのか？

稲沢市においては、現在の制度で充分横能

高齢イヒ等の可犬況
●平成7年4月1日現在人口等

横能していると思いますが、新しい時代の
流れも感じますので研究して参ります。
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高齢社会に伴う、健康・医療・福祉センター
の設立について？（例：広島県御調町）
地域の中で高齢者に健康・医療・福祉サー
ビスを連接的に提供できるr地域ケア・シ
ステムjについて調査しております。

雇民会好の励仁ついr
国府宮駅からの歩行アクセスについてサブ
ルートの線路側を通る人が多い。
しかし、狭く、暗く、又標示板もないので
改善するつもりは？
駅の地下構内やメインルートに案内表示板
を設置する予定あり。
また、路線沿いのサブルートにおいては、
街灯設置について検討しています。

文化の殿堂としてのソフト婁備（文化振興
奨励補助金）の状況は？

施設介護を在宅のどちらに重点を置いてい
るのか？

両者を包括してサービスを図っていく努力
をしています。施設介護は、老人病院、老
人保健施設、特養老人ホーム等の充実を図
り、また、在宅介護は、ホームヘルプサー
ビス、ショートステイ、デイ・サービスの
三本柱で対応していきます。
24時間ヘルプサーービスは全国で20ケ所行わ
れているが、実施する予定はあるのか？

近隣市町の状況、市財政の状況を考慮する
中で研究してまいりたいと考えております。

「

9月上旬の後援会給決起大会の
、もよう。当日は全国から4名の議
員の先生方の応援のもと約250名
の後援会の皆様がお集まりくださ
いました。後ろに立っているのは
若者を中心としたボランティアの
スタッフ。

9月23日、選挙戟最終日。
ののべ尚昭候補とボランティア
スタッフで最後の当透析額を行
いました。
結果は1446票で9位当選。
この感激を大切にこれからも
頑張っていきます。
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ふ強国呼野で

