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ののべ尚昭経過報告
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日 消防臨時議会、消防議会視察
（大阪府守口市門真市消防組合）
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中日新聞社・参議院選挙座談会（中日新聞本社）
グランドゴルフ大会
新人議員研修会
東海地区中学校ディベート大会（金城学院大学）
県消防操法大会・消防団第一分団出場激励会
稲沢市子ども議会
東海若手市議会議員の会総会
稲沢商工会議所正副会頭就任披露パーティー
県換法大会・消防団第一分団慰労会
第3回ディベート甲子園全国大会応援
（稲沢西中出場‥千葉県幕張）

神奈川県中井町訪問
（相原信治町議、町長選挙出馬決定）
千葉県松戸市訪問（石井助役、町山宏之市議）
全国若手市議会議員の会幹事会（東京・原宿）
管外視察（下水道対策特別委員会）
（広島県三原市、福山市）
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9月1日
2日
4日
6日
11日

中部善意銀行設立35周年記念大会
第12回やろまい盆踊り大会
三世代ふれあい大会
行政経営フォーラム（東京・虎の門）
稲沢市防災訓練
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委員協議会（建設委員会）
下水道対策特別委員会
議員総会
五郷地区グランドゴルフ大会
9月定例議会（開会）

日

閉会
北津島病院・日本医療機能評価機構
「認定第3号（精神病院種別A）」記念祝賀会
15日 敬老式
20日 神奈川県中井町訪問
（相原信治町議、町長選挙総決起大会出席）
24日 稲西中文化祭（ディベート大会見学）
26日 全国教室ディべ−ト連盟東海支部事務局会議
（読売新聞中部本社）
28日 稲西小運動会

各真の皆描
如宮の個々
いかがお過ごしTすか

暑い夏が過ぎ、台風による大雨の日々が続き
ます。早く紅葉の美しい、秋の訪れを感じたい
ものです。会員の皆様におかれましては、一層
のご自愛ととも1こ、ご健勝にお過ごしのことと
思います。
今月でちょうど市議会議員になり3年になり
ました。これから1年間、まさに選挙の年とな
ります。参議院選挙が終わり、11月に稲沢市長
選挙、2月に愛知県知事選挙、4月に愛知県議
会議員選挙、そして9月に稲沢市議会議員選挙
と忙しい年となります。
そこで、私が危慎するのは投票率の問題です。
参議院選挙では不在者投棄の時間延長なども手
伝い上昇しましたが、市長選挙や知事選挙はど
うでしょうか。投票は民主主義の基本です。確
かに1票だけで、体制はすぐ変わりません。し
かし、その1票の積み重ねが大きな力になると
私は信じています。
また、私にとって今年は議員活動の総括の年
となります。地方では21世紀を間近にして様々
な問題が山積しています。高齢者対策、中心市
街地活性化対策、地方債務問題、環境保全対策、
教育問題など、まさに避けることはできない問
題ばかりです。
これらの問題を解決するには、地球視野で物
事を考えなければならないと思います。選挙時
にスローガンとして掲げた 地球視野の地域人
を目指して頑張りたいと思います。今後とも皆
様方の温かいご支援とご理解をよろしくお願い
いたします。

市議会議員 野々部．尚昭

9月定例議会

【決定】

◎決算特別委員会を設置し、委員を下記のとお
り決定しました。また、委員長は安井文比古
9月11日に開会し、20日間の会期で平成10年度
氏、副委員長は安井利彦氏に決まりました。
一般会計補正予算案、稲沢市行政手続条例案など
山田宗広氏
（新政同志会）
9議案を原案通り可決し、議会三役、常任委員会
野々部尚昭氏 （市民クラブ）
等の改選が行われました。（詳細は次ページを参
山本平和氏
（日本共産党稲沢）
照して下さい。）
仙石稔氏
（稲政会）
なお、本年度一般会計補正額は11億8494万3
星野茂子氏
（無所属）
千円を歳出歳入予算総額の290億1990万8千万
安井利彦氏
（公明稲沢）
円に追加したもので、歳出歳入予算総額を302億
平手久志氏
（新政同志会）
485万1千円にしたものです。
安井文比古氏 （新政同志会）
また、一般質問を行った議員は10名でした。
山本秀男氏
（社会民主党）
（後にののべ尚昭議員の一般質問の詳細を報告）
加藤光男氏
（新政同志会）

【条例制定】

※順不同、括弧内は会派

◎稲沢市行政手続条例を制定しました。

【新三役決定】
議長

【意見書】
◎道路整備予算に関する意見書を可決しまし
た。
◎第6次定数改善計画早期完結ならびに第7次
定数改善計画早期策定と義務教育費国庫負担
制度の堅持に関する意見書を可決しました。

副議長

山本秀男氏
（社会民主党／4期目）
柴山孝之氏
し

（市民クラブ／3期日）
監査委員 服部開一氏
（新政同志会3期日）

【同意】
◎人権擁護委員…大野邦英氏（下津片町）
◎教育委員会委員…田口茂利平氏
（再任・国府宮）
◎監査委員…服部開一氏（議会選出・松下）

千葉県松戸市役所訪問。労働省から出向で
41歳の石井助役と記念撮影。とても明るく
かっこいい助役さんでした。

一平成10年10月より各委員会委員が変わります−
常任委 員会
建設委員会
厚生委員会
文教経済委員会
所管 教育委員会 ・
経済環境 所管■ 建設部 ・
都市開発部 ・ 所管 市民福祉部 ・
市民病院 所管
部・
農業委員会事務局
下水道部

◎
○

飯田 勇
加賀 盛勝
石田 茂
村上 秀臣
平手 久志
野々部 尚昭 l
近藤 春市

◎
○

加藤 光男
山田 宗康
内藤 和秀
竹市 慧
大河内 明
仙石 稔
渡辺 幸保

◎
○

総務委員会
蔑会事務局・
市長公室・
綺麗部・会計課 ・
選挙
管理委貞会事務局・
監
査委員事務局・
他の常
任委貞会の所管に属さ
ない事項
◎ 飯田瑛一
○ 箕浦 敏夫
飯田辰男
安井 文比古
柴山孝之
加藤 鐘一
山本 平和
山本 秀男
鈴木 幹雄

松田 俊彦
桜木 琢磨
服部 開一
河村 三朗
坂上 国弘
安井 利彦
星野 茂子

特 別 委 員会
議会運 営委 員会
下水道対策特別委員会
稲沢駅周辺整備特別委員会
■（
議員政治倫理審査会兼務）
所管 稲沢駅周辺の開発計画・ 所管 下水道事業に関する調 所管 議会の運営に関する事
都市基盤整備の調査 ・
査・
′
審査
項・
議会の会議規則、委
貞会条例等に関する事
▼
研究
項・
議長の諮問に関す
る事項
◎ 平手 久志
◎ 坂上 国弘
◎ 竹市 慧
回■ 野々部 尚昭 l
○ 大河内 明
○ 平手 久志
叫田 宗康
河村 三朗
石田 茂
飯 田辰男
村上 秀臣
内藤 和秀
山本 平和
渡辺 幸保
村上 秀臣
仙石 稔
松田 俊彦
松田 俊彦
桜木 琢磨
飯田 瑛一
渡辺 幸保
飯田 瑛一
星野 茂子
河村 三朗
星野 茂子
安井 利彦
内藤 和秀
安井 文比古
l

◎委員長
○副委員長

一 部 事■
務 組合 等
尾張共立病院組合議
会議鼻
尾張七市三町競輪組
合議会議員
稲沢市外二町衛生組
合議会議員
‡
l
稲沢中島水道企業団
議会議員
‖
国民健康保険運営協
議会公益代表委員

松 田 俊彦

山本 秀男

加賀 盛勝
松田■
俊彦
箕浦 倣夫
星野 茂子
服部 開一
山本 秀男
飯 田 辰男
村上 秀 臣
松 田 俊彦
．
飯 田 瑛一
山本 平和
加藤 光男
松 田 俊彦

平手 久志
桜木 琢磨
◆
渡辺 幸保
柴 山 孝之
加賀 盛 勝
内藤 和秀
加藤 光男
坂上 国弘
仙石 稔
河村 三朗

稲沢市ほかこ町消防
組合議会議員
監事
土地開発公社
理事

都市計画審議委員会

尾弓
長西部農業共済事
務組合議会議員

山田 宗贋
山本 平和
安井 利彦
・
山本 秀男
服部 開一
箕浦 敵夫
′大河内 明
柴 山 孝之
山田 宗虞
安井 利彦
加賀 盛勝
飯 田勇
山田 宗虞
加藤 光男

E嗣
石田 茂
柴山 孝之
河村 三朗
飯 田 辰男
飯 田 瑛一
仙石 稔
竹市 慧
鈴木 幹雄
石田 茂
河村 三朗

今回の傍聴者数

《議会を傍聴して！》
9月14日（月）、ののべ尚昭議員の一般質問の
時間（10：45〜13：55）に後援会の皆さんを中心に
15名の方が傍聴にみえました。
今回は半数以上の方が、ののべ議員と同じ20
代の皆さんでした。休暇をとって傍聴に来られた
方や、連休を利用して市役所に来られ方の熱意が
ののべ議員にも伝わったのではないかと思います。
徐々にではありますが、若者の政治参加が芽生
えつつあります。今回は20代の若い傍聴者の方
から議会傍聴の感想をお伝えします。

最後になりましたが、毎日忙しく走り回っ
ているののべ議員には、本当に頭が下がり
ます。これからもいつもの迫力で、ガンガン
と稲沢市政のために頑張って欲しいと思いま
す。大した事は出来ませんが、少しでものの
べ議員の力になれるよう、出来る限りお手伝
いしていこうと思っています。

吉川直城28歳
● 議会の傍聴は、ののべ議員が最初に一般質
問をした時以来、2回目となります。質問の
内容は行政改革・環境問題・情報政策・イベ
ント宝くじと多種にわたっており、他市の政
策を例に挙げたり数字を使って説明していた
ので、分かり易く説得力がありました。そし
て非常に堂々とした発言で、より良い市にし
たいという情熱が感じられました。
私が面白いと思ったのは、答弁側との駆け
引き・質問の構成です。質問は3回までと決
まっているようで、まず最初の質問で牽制を
かけておき、2回目の質問では、歯切れの悪
い答弁に対して、ある程度的を紋り質問して
いました。そしてさらに3回目の質問では、
「自分の意見のどこが間違っているのか」と言
わんばかりに全力で体当たりしていました。

︻稲沢市︼再開︒河村三
朗︵新政同志会野々部尚
昭︵市民タ︶仙石稔︵稲政
会︶の3氏が一般質問︒主
な答弁は次の通り︒
∇相年度決算見込みでの
市の負債額 舗億円弱︒市
民1人当たり諸方円程度∇
環境保全に取り組む目棲な
どを定める環境基本計画を
策定に向け努力する∇市
のホームページで市長選の
開票速報を 実施する∇公
共巡固バスの運行を
状況から難しい︒

同じ20代の人間として非常にたくましく
思い、また負けてはいられないという良い刺
激になりました。ケーブルテレビ等で、議会
の中継が行われるようになればより便利なの
ですが、議会の雰囲気を味わうには、やはり
直接議会へ足を運ぶのが一番だと感じます。
私もまた、議会に足を運ぼうと考えておりま
すが、皆さんにも是非、議会傍聴を体験して
頂きたいと思います。

傍聴席入口の前で記念撮影

『中日新聞』尾張版（9月15日）より抜粋

次回（12月定例議会）の一般質問の日程予定

12／11（金），14（月），15（火）
）

※詳細は市役所（議会事務局）まで

●

今回で2回目の議会傍聴になります。のの
べ議員の一般質問の内容や発言からは、特に
次の2点を強く感じました。まず1点目は、
ののべ議員が大変 勉強熱心 であることで
す。そして2点目は、ののべ議員の 市政に
対する姿勢の素晴らしさ でした。この姿勢
とは、『稲沢を本当に素晴らしい市にしてい
こう』という、気持ちのこもった姿勢です。
この2点が傍聴している私にしっかりと伝
わってきました。
例えば、今回の質問で大きなウェイトを占
めるであろう「行政改革の見直し」について、
ののべ議員は推進プランをベクトルの図を用
いることにより、分かり易く説明しておられ
ました。これには大変感心敦しました。

√、

また「コスト削減」についても、 5年間で
このようにプランを立てていってはどうだ
と、ただ目先の事だけに捉われず、しっかり
とした根拠と自信を持って発言されている姿
は、何も分からないような私でもうなずける
ものでありました。
常に向上心を持ち質の高い稲沢市にしてい
く為、常に努力し勉強している姿が、ののべ
議員からしっかりと伝わって来ました。のの
べ議員は、我々に希望と活力を与えてくれる、
そんな感じがします。
毎日が忙しい日々であると思いますが、ど
うかこれからも頑張って下さい。

加藤貴英23歳

′■＼

● 今回初めて議会を傍聴しましたが、これに
よってののべ議員の日頃の熱心な活動・研究
の様子を、より一層詳しく伺う事ができま
した。
ののべ議員の意見は建設的かつ進歩的な内
容で、市政に対する熱意が強く感じられます。
さらにそれらは、他の自治体との比較や自ら
の経験に基づいており、傍聴している私自身
も、大変勉強になりました。また中でも私が
注目したのは、行政改革推進におけるリスト
ラについての質問でした。多くの民間企業が
厳しい状況にある今日、お役所とは違い、ど
この企業においてもリストラは当たり前の話
であります。まさに時代を反映した、いかに
もののべ議員らしい意見だと感じました。
l

しかし一方において、市当局の答弁は全般
を通じ、あまり好感の持てるものではありま
せんでした。早い口調で聞き取りにくい上、
常に新しいことに挑戦しようとするののべ議
員に対し、市側は往々にして、消極的な態度
をとっているように思われてなりませんでし
た。こういった両者の対照的な考え方も、強
く印象に残りました。
終盤に近付くにつれ、ののべ議員の発言口
調も徐々に厳しくなり、傍聴者一同身を乗り
出すようにして聞き入る場面もありました。
今後も、このような見応え聞き応えのある議
会を期待すると同時に、ののべ議員を応援し
て、是非また傍聴に訪れたいと考えておりま
す。頑張って下さい。
林晴代27歳
● 今回初めて議会を傍聴させて頂きました。
ののべ議員の質問内容は、「どれもよく勉強
しているな」という事がはっきりと分かり、
逆に職員の方々の勉強不足が、答弁を聞いて
いてよく分かりました。特に最後の方は、の
のべ議員の迫力が聞いている我々の方まで伝
わり、大変聞き応えのあるものでした。
一般質問の中で特に印象に残っているの
は、子ども議会に関するののべ議員と教育長
とのやり取りでした。現在の教育長とは、の
のべ議員の母校の元教頭先生という間柄と
あって、子ども議会はあくまで市制40周年
の記念行事の一環で、今後続けることについ
ては消極的な教育長に対し、ののべ議員が、
「かつての熱意はどこに行ってしまったので
すか！！」と詰め寄った場面は、非常に面白い
ものでした。他の議員も味方に付け、最後は
教育長に子ども議会を続ける方向に傾けさせ
た辺りは、「さすがののべ議員だ」と拍手を
送りたい気分でした。
その他の質問については、私にとっては
少々難しい内容でしたが、ののべ議員の熱
意は十分伝わって来ました。最後に質問した
「イベント宝くじ」は、市の財政を考慮した
提案で、具体的な数字まで示されており、の
のべ議員も述べていた通り、市当局も実現に
向け真剣に検討してもらいたいと思います。
最後に、今回初めて議会を傍聴し、「自分
もまだまだ勉強しなければ」とつくづく感じ
ました。次回も是非、傍聴したいと思ってお
りますので、ののべ議員も頑張って下さい。
遠く広島の地より応援しています。
広島市・初田昭彦26歳

J

● ののべ議員の一般質問を初めて傍聴する為、
稲沢市役所に足を運びました。以前に3回程、
他の議員の方の一般質問を傍聴したことがあ
りますが、今回は議会傍聴席に入った持舜間、
以前とは違う緊張感が感じられました。
よく、この会報の 議会を傍聴して のコー
ナーにおいて、「他の議員の先生方がおしやべ
りや居眠りをしている」等の事が書かれてい
ましたが、今回は違っていました。やはり、
ののべ議員の質問の内容を聞いて興味を持
ち、多くの事を学ぼうとする議員も増えてい
るのではないだろうかと感じましたノ。また、
学生時代から現在に至るまで政治の勉強に励
み、『稲沢市をより良いまちにしたい』とい
う思いが、妥協せずに質問を繰り返す姿から
見受けられました。
一般質問の中で私が一番興味を持ったの
は、「体験学習」についてでした。その中で
もまず「政治教育」においては、毎年子ども
議会を実施することで子供たちの政治への関
心を高め、さらに「将来の夢は議員になる事
です。」と夢を語る子供を一人でも多く育て
たい、とののべ議員は考えているようです。
（昨今の日本では、このような発言はなさそ
うですが…）
そして「福祉教育」においては、スウェー
デンでの体験や学生時代の老人ホームでの体
験を参考に、質問していました。例えば「目
の見えない人」、「耳の聞こえない人」、「車
椅子生活の人」、「介護を必要とする高齢の
人」の日常生活の様子を、福祉器具等を用い
ることにより、実際に自ら体験する事が一番
良い方法だとうったえていました。確かに市
長、関係部長がそのような考えを持つなら、
すぐに『福祉の街・稲沢』が実現できると思
います。
やはり実際に議会を見てみると、私自身も
大変勉強になりました。皆さん、一度議会の
傍聴席まで足を運んでみてはいかがでしょう
か。ののべ議員は一生懸命頑張っています。
最後に、ののべ議員の今後の活躍と奮闘振
■りを楽しみにしていますので、現状に甘んじ
ることなく、邁進して下さい。
冨田一男28歳

● 今回、念願かなって初めて議会を拝見致しま
した。議会の雰囲気は、大体自分が思い描い
ていたイメージと同じでしたが、ただ議場が
思ったより狭いなという印象を持ちました。
ののべ議員の一般質問と、それに対する市側
の答弁のやり取りを聞いて思ったことは、の
のべ議員はその質問の鋭さと的確さ、情報の
豊富さから、よく歩きよく調べ、そしてよく
勉強しているなという印象を強く持ったのに
対し、市側の答弁の方は、頼りなさと腰の低
さが目に着きました。
一般質問の中で一番印象深かったのは、子
ども議会についてのものでした。以前より、
稲沢で子ども議会が開かれると聞いていま
したので、その結果報告を楽しみにしていた
のですが、市側の答弁は何ともはっきりしな
いものでした。今後も続けて行くのか、とい
う質問に対しても消極的な答弁で非常にがっ
かりしてしまいました。子ども議会というの
は、生徒たちに政治を身近に感じさせること
ができるばかりでなく、議会の内容を通して
生徒それぞれの視野が広がり、その後の人生
を切り開くきっかけになるものではないかと
思います。ですから今回の子ども議会の開催
を、単なる市制40周年記念として終わらせ
てしまうのではなく、教育の一環として、今
後も続けてもらいたいと強く希望します。
以前ののべ議員が、「机の上だけの勉強は
つまらない。いろんなものを実際に見て、聞
いて、感じて、失敗しながらでもやっていか
ないと！」とおっしやっていたことがありまし
た。同じ稲沢っ子としてそのスピリッツを生
徒の方々が受け継いで欲しいと思います。そ
のためにも周りの人たちが子供たちのため
に、いろいろな事を体験できる環境を作って
あげなくてはいけないのではないかと考え
ます。
最後に、ののべ議員、そして稲沢の後援会
の皆さん、なかなか以前のようには応援に
行けませんが、広島よりいつも応援していま
す。時間ができればすぐ駆けつけますので、
仲間に入れて下さいね。
福山市・門田法子24歳
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● この度、初めて議会を傍聴させて頂きまし
た。まず、ののべ議員の積極的な姿勢と雄弁
振りには、とても感心させられました。議会
の傍聴経験もほとんどなく半ば観戦気分だっ
たのですが、ののべ議員の一般質問を聞いて
いるうちに、次第に議場の雰囲気にのめり込
んでいくようでした。

，′｛＼

またののべ議員が質問している姿は、なか
なか言葉ではうまく言い表せないのですが、
若い政治家として非常に期待できるように感
じます。ののべ議員のこのような姿は、どこ
から来るのでしょうか。きっと話の上手い下
手ではなく、 まちを本気で良くしていくの
だという情熱 、そして 時代の流れに敏感
に適応した識見 さらには 日頃の地道な情
報収集と調査 といったような事に裏付けさ
れているのだと思います。だから一つ一つの
発言においても、強い説得力が生まれるので
しょう。

′￣ヽ

私は一般質問の中で、特に「政治教育」に
ついて注目しました。ののべ議員は、今日の
若者の政治に対する無関心な傾向を本気で
憂え、その原因と対処方法を考えています。
私自身を振り返ってみても、政治については
社会科の公民で少し習っただけで、意見を持
つといったレベルまで教わった経験はありま
せん。子供の頃から政治に興味を持たせると
いった点で、子ども議会というのはとても良
いアイディアだと思います。それだけに、来
年度の開催に対する市当局側の消極的な姿勢
は残念です。なぜ、市当局は子ども議会の実
績を高く評価しながら、今後の継続には積極
的でないのか。ののべ議員と同様、私も疑問
に思いました。
ののべ議員の一生懸命な奮闘振りを見てい
ると、「まちは変わるものではなく、変えて
いくものだ」というように感じます。何事に
も積極的に、そして地道に取り組めば必ず良
い結果が得られる、そんな勇気をののべ議員
は私たちに与えてくれます。
これからも稲沢のため、そして日本のため
に頑張って下さい。超多忙な毎日のことと思
いますが、体にはくれぐれも気を付けて下
さい。

丹下和貴26歳

● 今まで全く行政に関わったことのない私が、
縁あって初めて議会を傍聴させて頂きました。
まず議場に入り気が付きましたことは、傍聴
席から全てが非常によく見え、よく聞こえ、
まさに傍聴するための席だということです。
机の上の資料はもちろん先生方の表情、しぐ
さなど、新聞等の紙面だけでは伝わらない先
生方の行政に対する姿勢を事細かに見ること
ができました。
一般質問の時のののべ議員は、堂々として
いてその質問には迫力すら感じました。具体
的な質問内容につきましては、何の知識も持
たない私がばっと行って理解できるようなこ
とではなかったのですが、ただ聞いていて一
つ思ったことがあります。それはもし私が仮
に稲沢市民であったなら、どんな人に投票す
るかということです。たかが一票ですが、私
にとっては大事な一票です。ですからその一
票を誰に投票するかは、「政治に対する情熱」
で判断したいと思います。皆の発言をきちん
と聞いているのか、はたまた寝ているのか分
からない先生。素人目に見ても、このような
人には稲沢市を任せたくはありません。その
点、ののべ議員からはその情熱がひしひしと
伝わってきて、「この人なら安心して任せら
れるな」という気にさせてくれました。
今回の一般質問では子ども議会など政治教
育についてのものがありましたが、私は特に
「高校生や大学生に傍聴を呼びかけては」と
思いました。若い人たちに、自分たちの住ん
でいる稲沢市が今何をしようとしているの
か、何が問題なのかを考える機会を積極的に
与えてみてはいかがでしょうか。高校や大学
にパンフレットを配るなどしてみたら、学生
たちに問題意識を提起する良い機会になるだ
けでなく、先生方や行政側も毎回満席の傍聴
席の中でする議会となれば、質問や答弁の内
容も変わってくるのではないでしょうか。そ
れが稲沢市議会の活性化への第一歩だと思い
ます。
ののべ議員は稲沢市のために一生懸命頑
張っています。皆さんも是非、議会傍聴に行っ
てみて下さい。そして自分の目で見、自分の
耳で聞き、肌で感じて下さい。誰に稲沢市を
担わせるべきかは、火を見るより明らかだと
思います。ののべ議員、毎日大変でしょうが、
稲沢のため、そして日本のために頑張って下
さい。

広島市・山本伸二28歳

度会活動＃告

9月定例議会
【ののべ尚昭質問】

〜行政改革大綱の見直しと今後の取り組みについて〜
8月に行われた行政改革推進本部での話し会いの内容はどのようなものか。また、行政改革
推進委員会の中間報告はいつできるのか。
本部会では各部会での協議結果について報告しましたが、現状を打開するような画期的な意
見、提案、明確な改革案は少なかった。この状況を見て、市長、助役が基本方針を企画課、
人事課、財政課が中心となり作成するよう厳しく指示を出した。また、中間報告は10月中
旬にできます。

「数値目標を掲げた行政改革推進計画」「組織の具体的な改革案」はいつ頃できるのか。市長
選迄に示してほしい。
11月中旬に行政改革大綱を見直し、その中で「数値目標を掲げた行政改革推進計画」も同
時に提示したい。また、「組織の具体的な改革案」は今年度中（12月定例議会か3月定例議
会に上程して）に提示して、4月から新体制になるように努力します0

管理公社を設置するとコスト削減がどれくらいできるのか。例えば、7市民センター、8児
童館・センター、さくら館、はなみずき館、美術館、図書館、青少年センター、総合体育館
にかかる人件費（53名）はどれくらいか。また、老人福祉センター・憩いの家、勤労福祉会
館、市民球場、陸上競技場、少年愛護センター、公民館を含めた臨時職員にかかる人件費
（58名）も合わせて質問します。
臨時職員も含めて約6億4千万円の人件費です。

3年間で59名退職する。この3年間で出先機関を管理公社に移行し、53名を3年間でこの
退職する59名の充当に当てたらどうか。そうすれば、3年間で管理公社は設立できるので
はないか。また、その間、新規職員は募集停止してはどうか。3年間が無理なら、5年間で
119名退職しますので、53名分を補充せずに毎年13名募集する計画ならどうでしょうか。
色々な角度から提案いただいた計画を検討してみます。
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何百

〜各種諮問機関の見直しについて〜
各種諮問機関の現状について再度質問します。機関数、全体の委員数、男女比、兼務率、長
期在職者数（10年、20年以上）の調査結果を報告して下さい。
・機関数：55 ・委員数：506人 ・男女比：77．9／22．1
・兼務率‥35・9％（179人）・長期在職者数（10年／20年）：36人／3人

旦膿博

各種諮問機関委員の中で議員が委員に入っている機関数と委員総数はどれくらいか。

21機関数、34人。

各種諮問機関の構成の一定のルール化について進んでいるのか。各機関の調整を図るのでは
なく、まず全体のルールを決めてから例外を作るべきではないのか。（助役に質問）

各種諮問機関の構成の一定のルール化については、行政改革の1つの項目としてきちんと取
り組んでいます。何らかのルールは確立していきます。また、公正で透明な行政、簡素で効
率的な行政を推進するためにも、ルール化は必要と認識しています。

〜公会計制度のあり方について〜
′、
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財政健全化は具体的にどのように行っていくのか。財政状況を何で判断しているのか。平成
10年度決算見込みで、負債はいくらか。また、市民1人あたりどれくらいか。
●

財政力指数、公債費比率、経常収支比率などで総合的に判断しています。負債額は約380億
円、市民1人当たりでは約38万円になります。
■

公会計制度の見直し、複式簿記（貸借対照表）の導入について調査する価値があると思うが
見解を問いたい。（収入役、総務部長に質問）
資料などを取り寄せ、研究していきます。

何・
厄

監査する時、現在の公会計制度よりも複式簿記（貸借対照表）を導入した方が、より詳細な
監査ができるのではないか。（代表監査委員に質問）
現状の監査を行う上で、複式簿記（貸借対照表）を導入することは大変有意義なことだと思
います。

体験学習教育について
〜政治教育について〜
7月行われた「子ども議会」についての感想と評価をしてほしい。（市長、教育長に質問）
市長 体験学習、自治学習として大変意義あるものであった。
教育長 通常の学習活動では得られない貴重な体験をし、主体的な学習効果の高揚を図
る取り組みとして、−応の成果を得ました。また、創造力を培う重要な教育活
動の一つとして評価したいと思います。

8月に豊橋市で市長（早川市長）が生徒から生で色々な話聞く「市長と語る会」を開催して
いた0子どもたちの感想は 生で市長と話ができて嬉しかった と好評だったそうである。
方法はどうであれ、「子ども議会」を毎年開催してほしいが見解を問います。（市長、教育長
に質問）
市長教育委員会から要請があれば行いたい。
教育長毎年の開催は現在考えていません。

′、＼

〜福祉教育について〜
市内の全小中学校の生徒を対象に、福祉器具を使った福祉の体験学習を実践してはどうか。
（自分のスウェーデンでの体験が参考）

r 何

・介護器具（ベット、車椅子、うば車、手足補強具など）
・眼鏡（視野狭窄）、補聴器（耳栓）

痍鞠轡幣−

相手の立場に立った思考力を養うことは、人格形成においても極めて重要なことです。今後
の福祉教育の推進を図る一つの技法として検討していきます。

′￣ヽ
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自治省のイベント宝くじに対する見解は64万人以上が係わることを想定としたイベントと
している。新たな税収アップの方法として、また、イベントとして「裸祭りイベント宝くじ」
を提案するが可能性はあるか。

稲沢市の人口、イベント及び期間などを考えますと、県が委託を受けるとは考えられず、発
行は難しいと考えています。しかし、財政の入りの問題は考えなくてはなりません。ご提案
のような発想で財政問題を考えていくことも重要だと認識しております。

値

「■￣lののべ尚昭が考える財政問題とイベJ￣こ盲il七l‥lllll二
・、■

・

トニ

財政問題については 出 の議論はよくされるが、 入り，，の議論はあまりされない。今の
ままでは税収アップはなかなか困難とされている。このような現状から、「裸祭りイベントへヾ
三宝くじ」という項目を今回提案させていただいた。あくまでも、税収アップやまちの活性
化箕として提案したのだが、理事者側も税収アップ兼を色々考えてほしい。〜エ＼へニ
さらに、この「宝くじ」というのは、災害や復興時に効力を発挿するもので、景気の低迷
旨しているこのような時代に行ってはと思う。制度上色々な問題は生じてくるとは思います
が、地方自治休が個性を出して提案した事業が、国のモデル事業に指定されるぐらい独自
色を出してほしい。
、＝
稲沢市単独でできない場合は、例えば まつり宝くじ，，として−宮市の七夕祭り、稲沢市・
の裸祭り、津島市の天王余りなど複数の団体での実行も考えられるのではないか。そこで、
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政治教育・−歩前進！
稲沢市『子ども議会』開催

写真提供：稲沢市役所

中学生が

について話

『中日新聞』尾張版（7月25日）より抜粋

行政の課題

し合う﹁子

ども議会﹂

日︑稲沢市

が二十四

役所で開か

生徒たち

れた︒

に政治の仕

組みを理解

させ︑地方

心を高めて

璧響曹毒『子ども議会』開く
自治への関

で︑同市で

もらう試み

は初めて︒
市議会本会諌場に市内全

七中学校の生徒会役員ら計
五十一人が集い︑議員側と

理事者︵市︶側に分かれて

六月から調べ︑学習して

互いに意見を出し合った︒

きたJR稲沢駅周辺の再開

発間摩︑ごみ間噂︑高齢化

社会対策など七つのテーマ

が議題になり︑﹁ごみの焼

却熱で発電し︑燃えないご

みをアスファルトの原料に

する施設を完備したい﹂な

豪に﹁宴かな思いや

どとアイデアも出された︒

りのあるまち稲沢市を皆で

協力して作り上げる﹂との
決議を〝全会一致∫で採択
婁巧

行政課題で市側と質疑
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何語雲些肌

〜環境基本計画について〜
グリーン購入ネットワークの加入をしてほしい。

来年度に加入できるように準備を進めていきます。

環境基本計画を作成し、稲沢市の環境に対する指針を作るべきではないか。

平成10年3月に策定した「稲沢市庁内環境保全行動計画」に基づき環境保全の推進につと
めていますが、「環境基本計画」の策定までは至っていません。策定の重要性は認識してい
ますので、今後の重要課題として取り組みます。

〜街路樹の枝葉のリサイクルについて〜

／￣ヽ

何諾空位膿 厨房雲鱒膿

植木を手入れした後に残る枝や葉の植木暫定材を、ゴミとして処分している量はどれくらい
か。また、公園、街路樹はどれくらいか。
・▲

現在、焼却施設には持ち込みされていないので把握できていません。

PFI方式（プライべ−ト・ファイナンシャル・イニシヤチプ）などで堆肥化事業を開始して
はどうか。是非実施計画に含めてほしい。

︵

実施計画にのせるために具体的に調査していきます。

出前講座は今までに何回行ったか。また、内容や評判はどうか。

4件の申込みがあり、内容は「稲沢駅周辺のまちづくり」「ごみ減量とリサイクル」「始まり
ます介護保険」です。実施回数は1件です。反応は良いです。
市民FAXの利用状況について質問します。市民FAXは月にどれくらい送られてくるのか。
内容はどのようなものか。また、それに対する対応はどうしているのか。

r

7月1日に開始してから、12件、電子メールで18件です。内容はおおまかに「お尋ね」5
件、「環境についての意見」5件、「公園整備について」2件、「道路に関すること」2件など
です。広報や電話などで対応していますが、制度のPRにも努めていかなければと考えてい
ます。

厨
「

ホームページの魅力は、タイムリーな情報をいつでも入手できるということである。市長選
は稲沢市民にとって見れば、まさにタイムリーな情報である。CATVに加入していなくて
も、自宅のパソソンや移動中でも開票連票が分かることは、市民にとって喜ばれるサービス
でもあり、話題性もある。是非、11月に行われる市長選挙の開票速報をホームページで対
応できないか。

是非、実施したいと思います。

