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ののべ尚昭経過報告

10月1日　全国若手市議会議員の会会長・
斉藤武次郎倉敷市議・稲沢市訪問

3日　日本政治学会（京都・同志社大学）
4日　稲沢西校区運動会

8日　管内視察（文教経済委員会）
9日　決算特別委員会

環境ネットワーク「稲沢地球村」定例会
11日　稲沢地区老人クラブ連合会スポーツ大会
13日　決算特別委員会
15日　決算特別委員会
21日　決算特別委員会
23日　戦没者追悼式
24日　市政40周年記念開場式
25日　消防団観閲式
26日　消防議会
28日　稲沢市荻須記念美術館

特別展（エコール・ド・パリの異邦人）開会式
環境ネットワーク「稲沢地球村」定例会

11月1日　市政記念式典、稲沢まつり開場式
地方分権シンポジウム（松戸市）
舛添要一先生と共にパネリストで参加

3～7日　神奈川県中井町長選挙応援
（相原信治町議出馬）

8日　千葉県松戸市議会議員選挙応援

（町山宏之市議会議員6期日出馬）
9日　東海若手市議会議員の会研修会

（愛知万博会場視察・瀬戸市）
12日　千葉県松戸市議会議員選挙応援

13日　行政経営フォーラム（東京・虎の門）
14日　千葉県松戸市議会議員選挙応援
15日　1市2町消防連合演習

21日　市政報告会（横地公民館・約90名参加）
22～29日　稲沢市長選挙応援
30日　委員協議会（文教経済委員会）

「地域を考える会」（山梨県都留市
講師「草の根運動で地域づくり」

12月1日　下水道対策特別委員会
2日　議員総会

9～22日　12月定例議会
12～13日　NPO政策研究所研修交流会

（奈良県吉野町）
16日　予算要求（市民クラブ⇒市長）
18日　障害者施設慰問（尾西市）
21日　中部善意銀行訪問
26日　年末夜警激励

27日　障害者施設慰問（津島市）．

各展の皆嫁

新手胡けまLて

おわでとう　ごぐいます

明けましておめでとうございます。議員にな

り、4度目の新年を迎えることができました。

会員の皆様におかれましては、ご家族おそろい
で新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

昨年の11月には服部市長が再任され、今年
に入り自民党と自由党が連立政権を組む自白連

合が成立するなど、私たちを取り巻く政治状況
も活発に動いています。

また、今年は選挙の年でもあります。2月に

は愛知県知事選挙、4月には愛知県議会議員選
挙、そして9月には私たちの評価が問われる

稲沢市議会議員選挙が行われます。早いもので
3年半前、全国最年少議員として当選して以来

あっという間に月日が経ったような気がします。
こうして活動できているのも、皆様方のご支援

とご理解を頂戴したからだと再認識敦しており
ます。本当に感謝申し上げます。

一般質問も13回連続で行わせて頂き、少し

ずつではありますが、提案したことが政策とし

約800名参加）て実ってきています。とくに、行政改革、政治
教育、環境政策においては成果がでたと思って

おります。今年も調査・研究を一生懸命継続し、
稲沢市の活性化に努めたいと存じます。

平成11年は勝負の年です。“やる気・勇気・

元気”で明るい稲沢市を創れるよう頑張ります。
皆様方の絶大なるご支援ご協力をよろしくお願

い致します。

本年も皆様にとって、良い年でありますよう
お祈り申し上げ、新年のご挨拶と致します。

市議会議員　野々部尚昭
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後援会会長加藤進一 後援会最高顧問　水野初彦

青年部

広田暁之

青年部

平野ソフト

クラブ監督　　　　女性部 広島部

吉川直城　　　　　水野祐吉　　　　　　内藤季子　　　　　初田昭彦
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12月定例議会
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12月9日に開会し、14日間の会期で平成10

年度一般会計補正予算案、稲沢市議会議員の定数

を減少する条例の一部を改正する議員発議案など

33議案を原案通り可決しました。合わせて1議

案を修正可決しました。

なお、本年度一般会計補正額は5億6306万8

千円を歳出歳入予算総額の302億485万1千円

に追加したもので、歳出歳入予算総額を307億

6791万9千円にしたものです。

同時に、収入役、公平委員会委員の選任につい

ての同意案も可決しました。

また、一般質問を行った議員は11名でした。

（後にののべ尚昭議員の一般質問の詳細を報告）

【条例改正（議員発頭）】

◎稲沢市議会議員の定数を減少する条例の一部

を改正しました。

◎稲沢市議会委員会条例の一部を改正しまし

た。

【条例改正】

◎稲沢市地区市民センター設置条例の一部を改

正しました。

◎稲沢市税条例の一部を改正しました。

◎稲沢市立保育園の設置及び管理に関する条例

の一部を改正しました。

◎稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関

する条例の一部を改正しました。

◎稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正しました。
■－　－‾

◎稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例の一

部を改正しました。

◎稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する

条例の一部を改正しました。

◎稲沢市教育委員会教育長の給与、勤務時間そ

の他勤務条件に関する条例の一部を改正しま

した。　　　　　　　　　　　　　－i

◎稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正

しました。

◎稲沢市職員の特殊勤務手当てに関する条例の

一部を改正しました。

◎稲沢市職員の旅費に関する条例の一部を改正

しました。

◎稲沢市事務分掌条例の一部を改正しました。

（係制廃止⇒グループ制導入）

◎稲沢市消防団条例の一部を改正しました。

【条例廃止】

◎稲沢市住居表示審議会条例を廃止しました。

（諮問機関の見直し⇒廃止）

【同意】

◎収入役・松尾光氏（再任・新川町）

◎公平委員会委員・鈴村清氏（高重）

東海若手市議会議員の会研修会

（愛知万博会場視察・瀬戸市）



≪議会を傍聴して！≫

12月11日（金）、ののべ尚昭議員の一般質問の

時間（9：30～11：30）に後援会の皆さんを中心に
17名の方が傍聴に見えました。

今回は服部市長が再選され、新市長に対する最

初の質問でした。市長の公約と照らし合わせなが

ら、ののべ議員は質問をしていました。今回も議

会傍聴の感想をお伝えします。

●　行政改革、環境問題、NPOなど、最近新聞

などでよく耳にする言葉ですが、あまり真剣

一　に考えず、つい素通りしがちです。しかし、

ののべ議員が議場で実際にこれらの問題に取

り組んで質問している姿を目のあたりにしま

すと、私たちも一市民としてこれからの21
世紀に活躍する若者たちのために一緒に頑

張って勉強していかなければいけないと思い

ました。

また、一般質問の傍聴の日の翌日は、のの
べ議員のどの質問内容が新聞に掲載してある

のか楽しみにしていますが、今回は子ども議

会の継続について、環境ISOの取得につい

て、野焼きの対策についての3項目が掲載さ

れていました。いかに今の時代の重要な問題

であり、関心が高い話題かが分かりました。

さらに、中日新聞の県内版には行政改革

の1つでののべ議員がいつも提案しているグ

ループ制の導入の記事が取り上げられていま

した。これは75の全ての係を廃止して、民

間企業のようにグループ制に切り換える施策

のようです。4月から実施される予定で、県

下でも先進的な取り組みと報道されていま
した。

この事でもわかるように、ののべ議員はい

つもよく勉強し研究したことを市民のため

に反映していることが傍聴していて実感で

今回の傍聴者数

17：立
きました。やはりこれからは大きな視野で考

えて、市民はもちろん、行政に携わっている

議員の方々、職員の方々が一丸となって大い

に頑張って私たちの稲沢市を創っていってほ

しいものです。

最後に、ののべ議員の斬新な感性で私たち

をリードしていって下さい。ののべ議員を応

援していれば、住みやすい安心して暮らせる

稲沢市が築かれると信じております。これか

らも稲沢市のリーダーとして大いに頑張って

下さい。期待しております。

女性53歳

舛添要一先生と共にシンポジウムのパネリ

ストとして参加（松戸市）

次回（3月定例議会）の一般質問の日程予定

3／5（金），8（月），9（火），10（水）
※詳細は市役所（議会事務局）まで
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『中日新聞』（12月3日）より抜粋

（神奈川県中井町長選挙

一相原信治候補）

『中日新聞』尾張版（12月12日）より抜粋



度会漬彰顛昔 12月定例議会
【ののべ尚昭質問】

第三次稲沢市行政改革大綱（案）について～

11月9日に出せれた答申との関係はどうなっているのか。

行政改革委員会からの答申は、基本的事項及び総合的な目標数備について答申されたもので

あり、第三次行政改革大綱（案）については、その答申に添って改革に取り組むべき個別事

項を肉付けしたものです。さらに、実施計画（案）で個別事項についての取り組みの具体化

や数値目標の大枠を掲げたものです。

『中日新聞』尾張版（11月10日）より抜粋

稲沢市行政改革大綱（案）が具体的に（案）がとれて一般に発表するのはいつか。また、具体

的な行動計画は早急に作らなければならないと思うが、どのような認識でいるのか。

今年中（平成10年）には、行政改革推進本部会等において更に検討し、来春の早い時期に決

定し、発表したいと考えています。また、具体的な行動計画につきましては、本部会におい

て決定後、各部会において細部を詰めていくことにしています。



～時代に対応した機構改革について～
（グループ制、係制廃止、横断的組織制）
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係制を廃止して、グループ制（担当制）の移行を再三議論してきたが、グループ制の導入は

いつから実施するのか。具体的な案を提示して下さい。

ご提案を頂いている係制廃止・グループ制の導入に関しては、平成11年4月実施予定の機

構改革において行います。全部署とも係制を廃止して、現職階の主幹以下の職員でグループ

編成するグループ制の導入に向けて現在、作業を進めています。

また、係制を廃止してグループ制（担当制）を導入すると、課長レベル担当長の能力が一番

問われてくる。そこで、新たな行政課題として新しい組織を構成する所は課長の公募制や立

候補制を取り入れて対応したらどうか。

人材育成を図る中で対応していきます。

環境、まちづくり、生涯学習など横断的組織別を取らないと対応できなくなる状況が到来し

てくる。今のままで対応できるのか。横断的組織制は必要ではないのか。

横断的組織別は必要と考えています。このような横断的組織につきましては、この度の機構

改革においても検討しましたが、細部まで詰めることができませんでした。引き続き、各部

で細部まで詰めて研究していきます。



～活力ある人事システムについて（挑戦加点主義制度）～

職場の活性化のため、挑戦加点主義制度の導入を提案してきたが、具体的な内容や導入計画

はどのようか。また、大綱の中に管理職を対象にとあるが、なぜか。むしろ、管理職以外の

方を対象にすべきではないのか。また、グループや係単位での導入も効果的ではないのか。

職員の評価制度の導入につきましては、平成11年に名称はともあれ導入に向けて協議会を

設置し進めてまいります。目標としましては、2～3年後に導入してまいりたいと考えてい

ます。対象につきまして、他意はなく、最終的には全職員を対象に考えています。具体的な

導入時期、方法などを今後目標年次までに詰めてまいります。

～行政改革出前講座について～

行政改革を推進するためには、市民の協力が必要である。そのような意味で行政改革の内容

を市民に知ってもらわなければならない。広報などではなく対応型にすべきではないか。そ

こで、行政改革出前講座を是非行って頂きたい。

A蔓；
第2次行政改革大綱策定後については、毎年の実績を広報にてPRしていましたが、今回の

次行政改革大綱策定時には速やかに広報紙やホームページを活用し周知してまいりま

す。また、現在行っている出前講座のメニューに行政改革の項目を追加し、市民に周知徹底

を図ります。

政治敦育について

～子ども議会の継続について～

その後、どのような協議をしたのか。継続できない問題点は何か。また、その間題点は継続

してでてくるメリットと比較してどうなのか。また、教育委員会としてきちんと議題として

取り上げて頂きたい。

もう一度、教育委員会としてきちんと議題として検討してまいります。



～子ども模擬投票について～
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月に稲沢市長選挙が行われたが、投票率はどれくらいか。また、不在者投票率はいくらか。

投票率は44．05％で、不在者投票率は1．43％でした。

駅など人が集まる所に不在者投票所を設置できないか。

現在、選挙人名簿は投票区別に冊子になっており、不在者投票場所を市役所以外の市の施設

に設置するとなると、二重投票の防止を徹底することは困難だと考えています。しかし、今

後、施設の選定や事務処理のパソコン化等、色々な問題はありますが、将来に向けて検討し

ていきたいと考えています。

投票の啓蒙活動は効果があったか。昨年12月の公選法改正に伴い、幼児を連れて投棄所に

入れるようになった。幼い時から選挙に関心をもってもらい、子ども連れの若い夫婦に投票

所へ足を運ばせるのを促進するため、子どもの模擬投票を行ってはどうか

投票所の秩序維持がありますので、投票所における模擬投票は考えていません。

～選挙立会人改革～



投票時の立ち会い人に若者の募集をしたらどうか。また、成人式の時に新成人用にチラシを

配付して募集をしたらどうか。

現在の制度の運営で公正な選挙を行ってきておりますので、すぐに方法を変える予定はござ

いません。しかし、政治参加の啓蒙のためという意味では意味のあることと考えますので、

今後の研究課題として調査いたします。

「エコシティ」稲沢を目指して！（Part3）

～ISO取得について～

市長選挙で服部市長は環境・福祉・活力を3本の柱に政策を提示していた。その中で、ISO

取得を目指す環境基本計画の作成を政策の1つとして取り上げている。是非、2年後の2001

年までにISO取得を目指す、行動プログラムを作成してほしいと思うが見解を問う。もち

ろん、ISO取得を目指すのであれば、環境基本計画を作成し、稲沢市の環境に対する指針を

作ることになる。この事も踏まえて答弁して下さい。

先の市長選挙で「福祉・環境・活力」の政策を公約したところでございます。その中で、ISO

取得を目指す環境基本計画の策定を考えているところでございます。今後、庁内で環境基本

計画の作成に向けてプロジェクトを作ります。そして、在任中にISOの取得ができるよう

努力していきます。

また、現在、稲沢市で環境と言えば、「環境交通課」であるが、環境に関する取り組みは全

庁的に取り組むべきであると思う。タテ割りではなく、横断的な全庁的組織としての環境組

織図を作るべきではないか（上越市例参考）。もし、現在のままで環境に対する取り組みを

進めるならば、どのように対応するのか、具体的な指揮命令体系を示してほしい。

環境政策は1課だけの間道ではなく全庁的な間道と認識しています。横断的な全庁的組織の

形成につきましては行政改革の中で重要な課題として検討してきましたが、詰め切るまでに

至らず引き続き取り組んでいきます。なお、提案して頂いた、上越市の参考事例も調査して

いきます。

～緑のリサイクルと野焼き防止について～
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6月からどのような調査をしたのか。また、実施計画にいつのせるのか。

環境に配慮し、また、野焼きの防止にもなるといわれる緑のリサイクルは行う意義があると

認識しています。緑のリサイクルについての調査は、可児市への視察（チップ化、堆肥化処

理）、労定枝の炭化処理研修会への参加等リサイクルについて研究しているところです。ご

提案頂いている鎌倉市などの先進都市を視察し、研究課題として取り組みます。そして、財

源なども見極めながらリサイクルセンターの建設に向けて努力し、実施計画に盛り込めるよ

うに調整していきます。



NPOとボランティア活動について

～ボランティア休暇について～

′■＼

稲沢市にはボランティア休暇制度があるのか。あるのであれば、内容と活動状況を教えて下

さい。なければ、市の職員がボランティア活動に従事する時は、年間5日とか10日を限度

に特別休暇制度のようなもの導入してはどうか。

ボランティア休暇は平成9年4月から年間5日の範囲で特別休暇として制度化しています。

しかし、この制度を活用した例はありません。

～市内のNPO団体の現状について～

国

風

国
風

今定例会でも、特定非営利活動促進法による、市税条例が改正される。今後、この制度を適

応される団体が市内にどれくらいあるのか把握しているのか。

この制度による届け出の市内の団体はありません。ちなみに、愛知県では所管が消費生活課

となっており、受理された例は2法人です。

ボランティア活動やNPO団体の活動に対する、稲沢市の窓口はどのようにするのか。

NPひ団体の活動に対する窓口は、今回組織の改正を行うに伴って、平成11年4月から地域

振興課が窓口となるように予定しています。

～ボランティアセンター設立について～

行革大綱の中に中長期改革としてボランティアセンターの設置とあるが、具体的な考え方は

当局としてもっているのか。例えば、運営方法など。

ボランティアセンターの設置につきましては、必要と考えています。運営方法については、

ご提案頂いた先進事例などを調査しながら、今後検討をしてまいります。



1月18日発刊！

『銅著相異か細メッセージ鮒思いを舶に！』

鯛苦手市議会議員の会が初出版（1，500円）

皆棟におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、『全回若手帝強食鶉員の会』（会長：恋隠武次郎倉敷帝強食
鶉員　金員：約200名）が自筍出版をしました。

輿名は『全国若手鶉牒からのメッセージ　熱き思いを政治に！』（B6

版288頁）で、北海温から九州まで全国の18名の若手帝鶏舎鶉員がどう

して立候補したのか、どんな選挙を戦ったのか、どんな政治活動をして

いるのか、その熱き思いを絶ったものです。そして、若者たらに政治参

あを呼びかけています。

決して上手なえ草ではありませんが、執筆から鶉組まで自分たらで行

い、皆さんに今の九拝らを伝えようと、一生懸命作りました。

是非とも、購入のお申し込みを頂けますよう、ご案内申し上げます。

執筆者　斉藤　裕敬（鵬通小桝議会舶　38歳）

清水　敏男（鵜抑わき市議会舶35歳）

木内　　均（長野維久絹会離　34歳）

横山　正人（神奈川紺鮒議会舶35歳）

村岡　民子（千粥馴怖議会釦　33歳）

野々部尚昭（愛知県緋閥会舶　28歳）

朝倉　彰別（鳥栖鋸閥会舶　41歳）

西村　憲治（山口軌閥会鮎　36歳）
牟田　勝浩（位牌甜市議会釦　34歳）

間合先

佐藤　正昭（宮鵬鵬閥会議員　39歳）

笠井　和広（元首山県富山市議会議員37歳）

古川　直季（神奈順肺閥会離30歳）

西牧　秀乗（群馬県触硝絹良　36歳）

山田　　誠（網棚耶議会議員　36歳）

田島　一成（滋帥彦根市議会議員　36歳）

斎藤武次郎（剛紬鮒議絹良　35歳）
三浦　由紀（大分県大分閥全議員　36歳）

大島九州男（甜舶方市議端点　37歳）

帝492－8264　愛知県稲沢市平野町2－23

℡く0587）32－7272　FA‡（0587）34－2888

全国若手市議会鶏員の会副会長　野々部尚昭（愛知県稲沢市議）

購入申込書
ご氏名
ご住所　尋

℡（

ご注文冊数（ ）冊　梢送を希望される方は別途郵送費（1冊310円）が必要です

※地球環境保護のため再生紙を使用しています
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