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16日 行政経営フォーラム（東京）
17日 青少年健全育成大会
20日 『第2回21世紀地方分権講演会』
30日
8月9日
11日
14日
17日
20日
22日
23日
25日
29日

（稲沢市民会館・中ホール）
下水道対策特別委員会
稲沢市子ども議会
下水道対策特別委員会
横地区夏祭り
稲沢市議会議員選挙立候補者説明会
委員協議会（文教経済委員会）
三世代ふれあい大会
下水道対策特別委員会
議員総会
稲沢市防災総合訓練

9月1日 9月定例議会（開会）
10日 閉会
11日 ののべ尚昭後援会総決起大会
〆￣＼

︑つた
とし

′￣■＼

がま
選りい
当あざ
様のにご
皆目当
の期本

7月1日 市営プール開き式
13日 東海若手市議会議員の会総会

呂只2

合

ののべ尚昭経過報告

15日

敬老式

19日 稲沢市議会議員選挙
25日（最終日）
26日 稲沢市議会議員選挙投票日
28日 稲西小運動会

舛添要一先生と握手（稲沢市民会館）

暑い夏が過ぎ、紅葉の美しい秋の訪れを感じ
る季節になりました。会員の皆様におかれまし
ては、一層のご自愛とともに、ご健勝にお過ご
しのことと思います。
私は9月の稲沢市議会議員選挙で2期目の
挑戦をさせて頂きました。今回定数が2名削減
され、定数28名の椅子に33名が立候補する少
数激戦の選挙でした。1週間雨にも負けず、ク
リーンな選挙戦を実行し、一貫して政策を訴え
る選挙を行いました。2期目は厳しいと言われ、
本当に厳しい選挙戦でしたが、皆様方の絶大な
るご支援のおかげで、無事2期目の当選を勝ち
取ることができました。本当に心より感謝申し
上げます。
4年間、私なりに筋を通す政治を心掛け、稲沢
市全体のことを第一義的に考え政治活動を行っ
て参りました。この姿勢はこれからも変えるこ
となく、若い力で新しい政治の流れを築いてい
きます。また、毎回、計16回の一般質問を通
じ、皆様方のお声を公式の場で市政に反映して
きたっもりです。今後も議場で市民のお声を市
政に反映するため、しっかりと勉強をし活動を
続けていきます。
市議会報告にて、選挙の感謝の気持ちとお礼
を述べさせて頂きました。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敦します。

市議会議員 野々部尚昭

9月定例議会
◎稲沢市民会館の設置及び管理に関する条例の
9月1日に開会し、10日間の会期で平成11年
一部を改正しました。
度一般会計補正予算案、稲沢市下水道条例案など
41議案を原案通り可決し、平成10年度稲沢市一 ◎稲沢市総合体育館の設置及び管理に関する条
例の一部を改正しました。
般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算の認

定も同時に行いました。
◎稲沢市武道館の設置及び管理に関するする条
なお、本年度一般会計補正額は4億1409万7
例の一部を改正しました。
千円を歳出歳入予算総額の292億1440万2千円
に追加したもので、歳出歳入予算総額を296億
◎稲沢市弓道場の設置及び管理に関するする条
2849万9千円にしたものです。
例の一部を改正しました。
また、一般質問を行った議員は7名でした。（後
◎稲沢市勤労青少年ホームの設置および管理に
にののべ尚昭議員の一般質問の詳細を報告）
関する条例の一部を改正しました。
●

【条例制定】
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◎稲沢勤労青少年体育センターの管理に関する
条例の一部を改正しました

◎稲沢市下水道条例を制定しました。（下水道
の使用料金が決定しました。平均家庭で月に
◎稲沢市勤労福祉会館の設置及び管理に関する
約3000円になります。詳細は10月15日
条例の一部を改正しました。

の広報を参照下さい。）

【認定】

【条例改正】
◎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。
◎稲沢市電子計算機処理に係る個人情報保護条
例の一部を改正しました。

◎平成10年度稲沢市一般会計歳入歳出決算を
認定しました。
◎平成10年度稲沢市国民健康保険特別会計歳
入歳出決算を認定しました。

■

◎稲沢市消防団員等公務災害補償条例の一部を
改正しました。
◎稲沢市固定資産評価審査委員会委員定数条例
の一部を改正しました。
◎稲沢市老人福祉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。
◎稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例
の一部を改正しました。

◎平成10年度稲沢中島都市計画稲沢土地区画
整理事業特別会計歳入歳出決算を認定しま
した。
◎平成10年度稲沢市民交通災害共済事業特別
会計歳入歳出決算を認定しました。
◎平成10年度稲沢市老人保健特別会計歳入歳
出決算を認定しました。
◎平成10年度稲沢市公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算を認定しました。
／

◎稲沢市地区計画の区域内における建築物の制
限に関する条例の一部を改正しました。
◎稲沢市公民館の設置及び管理に関する条例の
一部を改正しました。

◎平成10年度稲沢中島都市計画事業稲沢西土
地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を認定
しました。
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◎平成10年度稲沢市農業集落排水事業特別会
計歳入歳出決算を認定しました。
◎平成10年度稲沢中島都市計画事業下津陸田
土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を認
定しました。
◎平成10年度稲沢市民病院事業会計決算を認
定しました。

10月1日に開会し、1日間の会期で議会の新
役員を選出しました（詳細は裏表紙を参照）。茨
城県東梅村で先月30日に起きた臨界事故に関し、
再発防止についての意見書案を原案通り可決しま
した。

【意見書】

【意見書】
◎道路整備予算の確保に関する意見書を内閣総
理大臣、経済企画庁長官、大蔵大臣、建設大
臣、自治大臣に提出しました。
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10月臨時議会

◎臨界事故の再発防止についての意見書を内閣
総理大臣、科学技術庁長官、通商産業大臣、
自治大臣に提出しました。
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◎第6次定数改善計画完全完結ならびに第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内閣総理大臣、
大蔵大臣、文部大臣、自治大臣に提出しま
した。

【決議】
◎介護保険に関する要望決議を稲沢市長に提出
しました。

【同意】
◎監査委員…河村三朗氏（新生同志会／5期目）

≪議会を傍聴して！≫

今回の傍聴者数

9月3日（金）、ののべ尚昭議員の一般質問の時
間（9：30〜11：15）に後援会の皆さんを中心に17名
の方が傍聴にみえました。
今回でののべ議員の任期満了の一般質問になり
ました。最後の一般質問はののべ議員も今まで以
上に熱意が感じられました。傍聴している側にも
いる一人として嬉しく思いました。自分の1
その気迫が伝わってきました。
票が大切に使われたという実感が沸いてきま
今回で1期目最後の傍聴になりましたが、傍聴
した。ののべ議員が言うように、市側にもっ
の感想を届けて頂きました。
と積極性が出たら、稲沢市は今よりずっと住
みやすいまちになっていくと思います。
● 9月に開催された市議会の傍聴に行きまし
ただ、稲沢市が本当に住みやすくなるには、
た。3年ぶりに聞きに行ったののべ議員の一般
市がやってくれるのを待つだけでなく、「住み
質問は、以前と変わらず色々な分野での多く
やすくしよう」と住んでいる人自身が思わな
の質問がありました。−
くてはできないのかもしれません。何でも行
情報公開を請求しやすくするための情報
政や政治ばかりにおしつけるのではなく、私
公開時のコピー代金の引き下げ、ゴミの減量
たちも行動をしていかなければまちは変わっ
問題などすぐに取り組める身近なことから、
ていかないと思います。
ISO14001の認証取得、オゾン層破壊に対する
そのためにこれからもののべ議員には、議
環境整備など、時間や費用のかかるもの、ま
会という場所だけでなく、幅広い活動を通じ、
た、植木のまち稲沢市だからこそ取り組むべ
自分の考えを市民に訴えること、客観的な指
きだと主張する街路樹の枝葉の活用方法（緑の
標を提示し続けることを期待します。決して
リサイクル）の提案など、一つ一つの事柄をな
ドブ板議員にはなってほしくありません。
ぜそれが必要なのか、どうしてそうした方が
よいのかというののべ議員の考え方も主張し
そして、後援会員、稲沢市民として私自身
た説得力のある質問内容だったと思います。
も考え、ののべ議員を応援していきたいと思
います。これからも頑張って下さい。
特に印象的だったのは、市職員の方とのや
り取りの中で、市職員の方は 他の市がやって
ないから、前例がないからすぐにはやれませ
●
ん という答弁に対して、ののべ議員は 他市
を真似するのではなく、国や他の自治体が手
本やモデル事業となるようなことを稲沢市が
積極的に実行していこうする姿勢が大切だ と
発言していたことでした。こうしたののべ議
員の発言や、4年間16回の議会での一般質問
を一度も休むことなく実行し続けた姿勢には、
私たちの20代・30代の代表として、若さだけ
ではなく、市政に対する強い意志と、熱意と、
根気強さを感じました。
今回の質問でののべ議員の質問により大き
く市政が改善されました。特に情報公開条例
の改正に関しては、もしののべ議員の提案が
取り入れられれば、県内トップの情報公開度
になると、傍聴した日の中日新聞の夕刊にも
取り上げられました。ののべ議員の質問にマ
スコミも注目しています。なんだか応援して
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笠井美紀
今回で3回目の傍聴になります。毎回、行政
改革を中心に質問を行ってきたようです。特
′一ヽ
に今回は情報公開に関する質問（これもののべ
議員が力を入れてきた分野の1つだと思われ
ます）が、その日の中日新聞の夕刊で取り上げ
られました。
市長さんがののべ議員の質問内容に積極的
に同意し、情報公開を充実するために条例の
改正案を12月定例議会に提案すると答弁した
からです。これもののべ議員がこれまでの行
政に対する一貫した追求姿勢が認められた成
果だと思いました。新聞を見た時、本当にす
ごいなあと驚き、ののべ議員を応援していて
良かったなあと実感できました。
これまでの4年間毎回一般質問を行い、尚
かつ、4年間で述べ約300人の方がののべ議
員の一般質問を傍聴されました。この事実は

とても素晴らしく、稲沢市議会、いや他議会
でも1人の議員の質問時間にこれだけ多くの
方が議場に足を運ぶということは例のないこ
とだと思います。それだけ、ののべ議員は政
治参加を推進させる力と魅力がある新しい政
治家だと思います。
これからも大変だと思いますが、是非、毎
回一般質問を行い、稲沢市がより住みやすい
まちになるように頑張って下さい。自分もで
きるだけ議会の傍聴に来ようと思います。地
域から日本を変えるという想いを日本中に広
めて下さい。ののさん、期待しています。
初田昭彦

● 生まれて初めての議会傍聴に少し緊張しなが
ら市役所に足を運びました。
ののべ議員の一般質問はとても明解で分か
りやすいものでした。積極的かつストレート
に服部市長に対して疑問点を追求し、理路整
然と提案を重ねる姿iまシナリオではなく、生
の政治が議場で行われていると初めて実感し
ました。
質問内容は、ののべ義貞本人そのものの言
葉で訴え、言葉の中に重み、責任感を感じま
した。情報公開に関する質問はののべ萬負の
鋭い追求に市長も必要性を感じ、良い改善策
が生まれました。
傍聴中に私の隣にいらした男性はののべ議
員の質問をとても丁寧にメモされていました。
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幅広い世代の方がののべ議員の傍聴に来ら
れて、政治参加が根付いていく様子が楽しみ
です。ののべ議員のパワーでみんなに勇気と
元気を下さい。ののべ議員、若い力で世代交代
をして、政治家のイメージを素晴らしい存在
にして下さい。稲沢のカリスマ議員となるべ
くご活躍を期待しています。応援しています。
高橋昭朱

提案が実現した
「稲沢市子ども議会」

麒覇詩碑澤
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度会屠劫報告

9月定例議会
【ののべ尚昭質問】

〜財政の健全化について：企業会計方式（貸借対照表）の導入〜
【背景】平成10年9月議会で質問。

財政の健全化を認識するために、企業会計方式を一般会計に取り入れ、バランスシート（貸
借対照表）を作成したらどうかと以前質問した0公会計制度そのものの改正というよりは、
′巧ンスシートを使った財務状況の情報提供に主眼がある○是非、導入して、他会計との連
結財務諸表の作成まで視野に入れ、早急に取り組んで頂きたいが見解を再度問います。
国からの統一的な基準が示されない現状としては、導入に慎重にならざるを得なく、国等の
動向を見極めていきます。

〜時代に即応した組織改革について：公共施設管理協会の設置〜
【背景】平成10年9月、また、それ以前にも数回質問。●

公共施設管理協会を設立してどれくらいのコストが減少するのか。また、市民センターなど
が含まれていないが、公共施設管理協会の将来像はどうか。事務局長や館長などの民間人の
登用や公募は必ず導入すべきと考えるが、どのような人事を予定しているのか。
2千万円程度の経費削減につながります。将来像は行故改革の実施計画では、中長期改革期
間として位置づけ、地区センター、文化センター、全老人福祉センター、市民球場、陸上競
技場など出先施設全般について検討していく計画です。事務局長などの民間人の登用はふさ
わしい方があれば考慮し、公募は今後検討していきます。

〜ISO14001認証取得について〜
【背景】平成10年6、9、12月、11年3月に質問。
私は県下に先駆けてISO14001の認証取得を実現してほしいと何度も提案してきました。
しかし、調査研究という答弁が続いている中で既に春日井市が今年度中にISO認証取得を
目指すという方針を発表しました。

そこで、稲沢市では具体的に予算化され、認証取得に向けた準備は本当にされているのか。
認証取得の具体的な目標期日は設定されているのか。また、認証取得にあたり独自組織を形
成し進めていくべきと何度も提言しているが、現状はどう対応しているのか。
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平成13年12月を目標に取得します。独自組織の形成については9月1日付けで、助役を
チームリーダーとする「ISO14001の認証取得プロジェクトチーム」を発足させました。今
年度中に部長以上の幹部職員を対象にした研修を実施し、来年度は全職員の研修を行い、環
境マネージメントシステムの作成に取り掛かります。

〜環境4Rについて〜

（∋RUFUSE
（

【背景】平成10年6月に質問⇒過剰包装の阻止。

【環境に対する取組の基本】楽しく、話題性が推進の力になる。
市民だけでなく、職員の方も含めた形でデザイン紙袋の使用とデポジット制度を是非、小売
店に協力を要請して、ゴミの減量化に取り組めないか。
一

現在、アピタ稲沢店でデポジット制度の取り組みを実施しています。こうした取り組みをさ
らに推進するために、他の大型店にも呼び掛けて協力を要請しています。また、稲沢市母親
クラブ連絡協議会でも買い物袋を作成し、ゴミ減量運動に取り組んでいます。全市的な取り
組みになるよう今後研究していきます。
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r環境に対する
取細の基本】
手軽でなければならない。
「，いり川よ甘bない。

〉▼′軌〃一ツ ばく、御願や舶欄生に受け渡す機会
……lQoそこで、小・中学校の校庭にr古着ボックス」を軌て、古着の再
一便用を推乱たらどうか。教育的にも効勤叫方法は市内のクリーニング店と擾
乱、出来上がったものを販売する。その売上の一部を国際基金として送ってはどうか。
捷L▲

純血L山．

㈲機長会などへ話をさせて頂きたいと考えています。｝

④蠣CYc摘
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摺割平成ユ0年6、9、

ユ2月に質問。

：乙
いっ実施計画にのせて行う
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■「■￣▼／じり丁フのか。観

街路樹の旗を堆肥化する
る。ゴミの減艶勧産業の軸、
ラミ簡巌で泉石，ぜ
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ことでた

1′■】＝」フてJし−とでたくさんのメリットがあ

￣−￣、叩り取野焼きの防止、稲沢ブランド野菜など0予約なこと
〉−＜〈rコし ≠畏字に
許仕組AJA‥＿」
とってはどうか0是非、来年度の予算に反映させてほしい（
が卿れば、銀紙式を黄似すれば5年以内で鞠こなる0また、方法はP坤
▼▼▼、ノ〃 0研、来年度の予算に反映させてほしい。

㈲衛生親含も含め蘭係部課と軌検討していきます。

〜オゾン層破壊と紫外線Bの危険性について〜
【背景】幼年期の危険性がアトピーや皮膚癌の影響性大
坂田小、下津小学校がプールの改修を行う。この際にテントや屋根の設置を行い、紫外線B
の危険性を示す教育材料として啓蒙する良い機会である。
′￣＼

稲沢市ではフロン回収をどのように行っているのか。年間どのくらい回収できるのか。

衛生組合がゴミとして排出された冷蔵庫を収集し、フロン回収機の専用ボンベに回収してい
ます。1年間に20キロボンベ約2本分の回収があり、回収を始めてから今日までの3年間
にボンベ約6本分を回収しました。
オゾン層の破壊により、有害な紫外線が児童の皮膚に悪影響を及ぼしている。この紫外線予
防のため、小中学校のプールにテントや屋根の設置をしてほしい。また、ローションの支給
や教育の徹底をさせて下さい。

t
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老朽化の著しいプール本体の改修を一義的に考えており、テントや屋根の設置については設
置費用やメンテナンスなども考えていかなければならないので、今後一度研究させて頂き
ます。

情報改革と「行政参加」のまちづくりについて主
〜庁内の情報処理について（汎用機orサーバー機or委託）〜
現在、ホストコンピューターで一元管理を行いながら、一部の部課で個々にサーバー機を導
入して管理している。庁内でも、今まで通りホストコンピューターで一元管理を行っていき
たいという考え方とクライアントサーバーシステムに早急に切替えて管理していきたいと
一いう考え方がある。今後どのような考え方で情報処理を進めていくのか。特にいち早くサー
バー機を導入した家屋（課税課）などは困っているがどう対応していくのか。また、情報の
管理だけして、あとは全面委託するという考え方はないのか。また、実際に2003年に三菱
が汎用機から撤退するが、その後どう対応していくのか。早急に汎用機を変えなければなら
ないと思うがどうか。

匡÷室

現在のソフトを無駄にせず、スムーズに移行できるように、最終的には、機種選定、処理方
法について来年度中までに決定したい。

〜情報公開について〜
【背景】昭和58年に稲沢市は全国でいち早く情報公開条例を制定した（全国で11位、県下で1
位）。しかし、時代の流れにより全国各地でこのような条例が制定され（908自治体が制定）、
同時に見直しもされてきた。
8月20日の「中日新聞」で県下の条例施行28市町の情報公開度が掲載されていた。最高評
価は犬山市で、稲沢市はワースト5位に入り24位であった。
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情報公開先進都市を目指し、「知る権利」「行政の説明責任（アカウンタビリテイ）」を盛り
込み、また、コピー代金の引き下げなどを見直して情報公開条例の改正をするべき時期にき
ていると考えるが、開かれた行政を目指す市長の見解を問います。
「知る権利」の明記、コピー代金をの引き下げなどを見直し、稲沢市情報公開条例の改正を
目指し、12月の議会に改正案を提案します。
CATVによる市政ニュースが始まったが、見れない地域はどう対応しているのか。対応策
を積極的に知らしめるべきではないのか。

′＼．

現在、配信地域内でもCATV加入世帯数は、約1割強で非常に少ない状況です。配信地区
外の地域では各市民センターでテープの貸出しを行って対応していますが、あまり知られて
いません。今後一層のPRに努めます。

〜情報の共有化について：「地域生活環境指標地図」作成〜
【背景】何度も質問してきた。陳情行政の廃止と行政と市民と議会の情報の共有化。
調査や研究という答弁が続いているが、作成する予定はないのか。早急に作成して、行政と
市民と議会の情報の共有化の柱とさせてほしい。是非、来年度までに方向づけをさせてほ
しい。
稲沢市生活環境指標作成研究会を5月に開催し、全市的に取り組んでいます。今年度中には
1冊に集約し、来年度中に市民の皆様に公開できるように準備をしています。
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『中日新聞』尾張版（9月10日）より抜粋

県内ワースト

市の十八点︑ワースト3は れでも可能﹂とすれば計十

の間では﹁ワースト3﹂の 攣 義 態 度 や 性 格 に
毒で持ちきりとなり︑情 も触れる﹁所見欄﹂を含め

報公開の懇口・市鼻公室で て毒郡するという︑県
内初の胞議を取った実績も
は︑動揺が広がっていた︒

＼ ＼ ＼ ＼ 毒 力

享ンプ芋『迅速反応、いいですね』

『中日新聞』夕刊（9月3日）より抜粋
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各委員会委員が決定
文教経済委員会
所管 教育委員会 ・
経済環境■所管
部・
農業委員会事務局

◎ 飯田 瑛一
○ 一
山田 宗広
加賀 盛勝
鈴木 純
桜木 琢磨
大河内 明
茶原 孝子．

◎
○

稲沢市外二町衛生組
合議会議員

稲沢中島水道企業団
議会議員

稲沢市ほかこ町消防
組合議会議員
国民健康保険運営協
議会公益代表委員

−◎
○

柴山 孝之
仙石 稔
加藤 鐘一
玉田欽也
加藤 光男
箕浦 敏夫
正村 洋右

服部 開一
石田 茂
平手 久志
仙石 稔
河村 三朗
l野々部 尚昭一
正村 洋右
山本 平和
安井 利彦 ＿
，

松 田 俊彦
箕浦 敏夫
E嗣
飯 田 瑛一
石田 茂
内藤 和秀
坂上 国弘
茶原 孝子
加賀 盛 勝
松 田 俊彦
加藤 光男
柴 山 孝之
石田 茂
星野 茂子
安井 利彦

した

常任 委員会
建設委員会
厚生委員会
建設部 ・
都市開発部 ・ 所管 市民福祉部 ・
市民病院
下水道部

特別 委員 会
稲沢駅周辺整備特別委員会
下水道対策特別委員会
所管 稲沢駅周辺の開発計画・ 所管 下水道事業に関する調
査・
審査
都市基盤整備の調査 −
研究
◎ ・
加藤 光男
○ 飯田．
辰男
玉田欽也
鈴木 純
山田宗広
星野 茂子
大河内 明
茶原 孝子
飯田瑛一

しま

◎
○

星野 茂子
山本 平和
平手 久志
飯田 辰男
内藤 和秀
今井 公平
坂上 国弘

議会運 営委 員会
（
議員政治倫理審査会兼務）
所管 議会の運営に関する事
項・
議会の会議規則、委
員会条例等に関する事
項・
議長の諮問に関す
る事項
◎ 平手 久志
○ 箕浦 敏夫
仙石 稔
加賀 盛勝
服部 開一
柴山 孝之
大河内 明
飯田 勇
安井 利彦

一部 事務組 合等
飯 田 辰男
今井 公平
土地開発公社
山本 平和
仙石 稔
山田 宗広

監事
理事

都市計画審議会委員
大河内 明．
安井 利彦 ノ■
鈴木 純
尾張七市三町競輪組
桜木 琢磨
合議会議員
服部 開一
尾張西部農業共済事
星野 茂子
務組合議会議員
山田 宗広
山本 平和

総務委員会
所管 議会事務局・
市長公室・
総務部 ・
会計課・
選挙
管理委員会事務局・
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 勇
回■ 野■
々部 尚昭 l
松田 俊彦
石田 茂
河村 三朗
服部 開一
安井 利彦

◎委員長
○副委員長

河村 三朗
平手 久志
加賀 盛勝
内藤 和秀
今井 公平
正村 洋右
仙石 稔
飯 田 辰男
玉田 欽也
箕浦 敏夫
l野々部 尚昭 ■ 田
飯 田 瑛一
平手 久志
大河内 明
飯 田 辰男
嘩木 琢磨

※地球環境保護のため再生紙を使用しています。

服部 開一
河村 三朗
柴 山 孝之

