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ののべ尚昭経過報告

1月7日　稲西校区歩け歩け大会

消防出初め式

10日　市民クラブ予算要求→市長へ
15日　成人式

土光杯全日本弁論大会OB会（サンケイ会館）
16日　個人視察

（山梨県都留市：リニア行政、広報活動）
都留市民グループ・
つみかごの会にゲスト出席
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予算説明会

新人議員研修会

行政視察（国保協議会）
滋賀県彦根市

市政調査（市民クラブ）
鹿児島県指宿市・国分市

水道全貞協議会

委員協議会（厚生委員会）

下水道対策特別委員会

議員総会・議貞研修会
稲沢地区区長会

大鏡餅出迎え

裸祭り

3月定例議会（開会）

21日　閉会

7日　稲西中卒業式

8日　稲西小教育後援会評議員会

稲西小地区体育振興会理事会

15日　愛知文教女子短大卒業式
17日　平野町総会

18日　稲西中後援会報告会
19日　稲西小卒業式

26日　水道議会　　　　　　．

29日　五郷地区区長会

各員の曹操
早春の可キ

いl、1ドお亀ごLですl、

平成8年は「住専」開港やHIV訴訟など、国
民の怒りで始まったように感じます。同時にこ

今まで以上に行政や政治の無責任体制が浮きぼ
りにされております。特に、「住専」問題は国

民の大切な税金（6850億円）を使って解決しよ
うと国会では審議されています。非常に残念な
ことです。物事の責任を明確にしないまま政治

や行政は進んでしまいます。
では、実際どうしたらこのような状態を打破

することができるのでしょうか。私は2つ必

要な点があると思います。1つは行政を厳しく

チェックする市民の目、もう1つは行政をチェッ
クしなければならない政治家、つまり、行政に

対してきちんと物が言えるような政治家を選ぶ

市民の目を養うことです。
私は市議会議眉になり半年が過ぎました。今

でも行政に対して色々な疑問を抱いています。
その疑問を市長や行政職月にストレートにぶつ

けて議論をしていきたいと思っております。議

員の「議」は議論の「議」であります。市民の
ために役に立つ施策か、そうでない施策かを客

観的に判断できる日を私も養っていく所存でご
ざいます。桜の花のように、皆様の生活も明る

くなることをお祈り敦しまして早春の挨拶と敦
します。

市議会議員　野々部尚昭



虜腰雇宛寮費

3月4日に開会し、18日間の会期で新年度

一般会計当初予算案など27議案を原案通り可

決しました。

尚、平成8年度稲沢市一般会計当初予算の

歳入歳出総額は249億5，500万円、特別会計

は137億8，508万4千円、企業会計は82億

4，945万8千円の、総額469億8，954万2千円

でスタートすることになりました。

また、一般質問を行なった議員は13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】

◎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。

◎稲沢市災害村策本部条例の一部を改正し

ました。

◎稲沢市消防団貝等公務災害補償条例の一

部を改正しました。

◎稲沢市児童厚生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。

◎稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正

処理に関する条例の一部を改正しました。

◎稲沢市公共下水道整備基金条例の一部を

改正しました。

◎稲沢市少年愛護センターの設置及び管理

に関する条例の一部を改正しました。

【意見書】

◎住宅金融専門会社の不良債権処理に関す

る意見書を可決しました。

◎地方分権の実現を求める意見書を可決し

ました。

◎学校週5日制の完全実施に相応する学習

指導要領の改訂等についての意見書を可

決しました。

◎「食糧・農業・農村に関する新たな基本法」

の制定を求める意見書を可決しました。

【同意】

◎渡辺健治氏が平成8年3月31日任期満了

のため、公平委員会委員に同氏を再任す

ることに同意しました。

◎田中勝見氏及び服部哲夫氏が平成8年4

月30日に任期満了のため、固定資産評価

審査委貞会委員に小棒貴志雄氏及び星野

文雄氏を選任することに同意しました。

【決定】

◎選挙管理委員会委員及び補充員を下記の

とおり決定しました。

委員　　鵜野春義氏（大塚）

川口勝春氏（井之口）

近藤等氏　（井堀）

角田博氏　（清水町）

補充員　藤田嘉美氏（駅前）

太田保氏　（奥田）

奥田ひろみ氏（福島町）

加藤晶氏　（船橋町）

※順不同
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《議会を傍聴して！》

（
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3月8日（金）、ののべ尚昭議員の一般質問の時

間（9：30～10：30）に後援会の皆さんが17名、その

他の時間に3名、合計20名の方が傍聴にみえま

した。

これは前回と同様に、ののべ尚昭議員に期待す

る表れではないかと感じます。そこで、今回も実

際傍聴された方々の声をお届けしたいと思います。

●　先日、稲沢市の議会を傍聴しました。議会

を傍聴した中で、一番印象的だったのは、議

＼会に出席していた議員や市職員の個々の議会

に取り組んでいる姿勢の違いです。

あらかじめ用意して来た紙を読んで済ませ

る議員や市職員が多い中、自分の経験をふま

えながら、一つ一つ丁寧に答えていた人の説

明は、難しい話でもよく理解することができ

ましたし好感がもてました。その一方で、議

員の中のごく一部に睡眠、私語、野次などマ

ナー違反的な言動があったのが残念です。こ

のようなことは開いただけでは分からないの

で、やはり傍聴に行って良かったと思いまし

た。また、見ている人が必要だとも思いまし

た。常日頃ののべ尚昭議員が「議会のオープ

ン化」をしなければ良い政治は生まれないと

言っている意味が分かりました。

稲沢市の隣、一宮市では近く市議会がケー

ブルTVで中継される予定です。放映された

議会は、今まで見に行けなかった多くの人の

目に触れるでしょう。良くも悪くも注目が集

まれば、議会はもっと活発な意見が出されて

いく所だと思います。

稲沢でも、早期に市議会を公開してほしい

と思います。ののべ議員、「議会のオープン

化」私も応援しています。

川崎美紀

●　生まれて始めて議会を傍聴しました。50

代、60代の議員が多いヰ、ののべ尚昭議員の

若さがひときわ光ってみえました。前回と連

続で一般質問を行ったそうですが、私の目に

はしっかりとした声で質問し、堂々としてい

て立派に見えました。内容も斬新なアイデア

で私たちのような若い世代の意見を反映して

おり、非常に納得のいくものでした。

特に、政治教育でまだ選挙権を持っていな

い子どもたちのことを真剣に考えている姿は

若いののべ尚昭議員にしか出来ないことだと

思いました。しかし、市職員側との世代間の

ギャップも見うけられました。このギャップを

うめるために、私もののべ尚昭議員を今まで

以上にもり立てていこうと思います。また、

女性議員が1人しかいないというのも寂しい

気がしました。

やはり、これからの政治は世代交代と女性

議員の進出が必要ですね。

松浦里美

●　私はののべ尚昭議員とは親友という間柄も

あって、始めて議会の傍聴をしました。正直

言って大変だなあという感想でした。年齢が

自分たちの両親以上の議員・職員が多い中、

25才の青年が1人だけ議場にいる姿はなん

とも不思議でした。しかし、ののべ尚昭議員

は堂々としており、他の議員にもひけをとら

ないぐらい立派でした。

30名の議員の中で1人だけズバぬけて若

い議員ですが、若者の代表として負けないま

うにエールを送ります。頑張れののべ、負け

るな尚昭。

滝知孝



二事三巨ぎ ー平成8年度当初予算が決定されました－

忍頗功汐膚尻成声才万ク手符
●　一般会計249億5，500万円

●　特別会計137億8，508万4千円

●　企業会計　82億4，945万8千円

●会計別当初予算の前年度比較

平成8年度当初予算は、
山積みする懸奏諸事業に
ついて引き続き全力を傾
注し、都市基盤を中心と
する社会資本並びに生活
環境の整備と充実を考え
たものです。さらに、高
齢社会を見据える中で住
民福祉の一層の充実を図
り、9万8千市民の負託に
応えるため限られた財源
の重点的、効率的な配分
に努めました。

会　計　名 本年度予算額 前年度予算額 前年度比（％）

一　般　会　計 249億　　5，500万円245億　　6，700万円

特　 別 ■　会　 計 137億 8，508万 4千円 136億 6，277万 3千円 100．9

内′

訳

国 民 健 康 保 険 48億 3，845万 8千円 47億 1，296万 6千円 102．7

稲涙土地区画整理事業 6，120万 4千円 6，211万 2千円 98．5

市民交通災害共済事業 1，印2万 3千円 1，834万 2千円 87．4

老　 人　 保　 健 47億 6，189万 8‘千円 46億 4，182万 1千円 102．6

公 共 下 水 道 事 業 31億 4，374万 6千円 34億 9，927方 4千円 89．8－

稲沢西土地区画整理事業 6億 3，760万 2千円 2億 4，598万 8千円 259．2

農 業 集 落 排 水 事 業 3億 2，615万 3千円 4億　　 8，227万円 67．6

企業合計（稲沢市民痛院事業） 82億4，945万8千円81億1，798万9千円

合　　計 469億8，954万2千円463億4，776万2千円
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l鱒会計

歳入

歳入の内訳で一番多いのは市税の57．6％で143

億6，940万6千円です。前年度比は104．5（％）と
なっています。市税は市民税（個人・法人）・固定資
産税・軽自動車税・市たばこ税・特別土地保有税・
都市計画税の6つの税で構成されています。

市長の施政方針

1．都市基盤整備の推進（←土木費）

●稲沢駅周辺開発事業

●幹線道路の整備

●下水道の整備

●土地区画整理事業の推進

2．福祉の充実（←民生費）

●住宅介護支援センターの増設

●精神障害者の通院治療医療費の無料化

一般会計

歳出
民生費が67億6，197万5千円で全体の27．1％を
占めています。続いて、土木費の45億774万5千円

で18．1％、総務費の29億7，657万9千円で11．9％の
順となっています。前年度比としましては、土木費

が107．9％、総務費が106．5％で伸びていますが、教

育費は97．9％と減少しています。なお、内訳ほ下記
の市長の施政方針を基本として計上されています．。

屋点す彪康

3．衛生環境の整備充実（←衛生費）

●分別収集の全地域実施

●　ゴミ焼却施設の全面改修準備

4．教育の推進と市民文化の高揚（←教育費）

●荻須記念美術館のアトリエ復元施設オ鵬

プン

●小学校プールの改築工事

5．防災対策の充実（←総務費）

6．効果的な行財政運営の推進（←総務費）



行政改革の具体的な目標設定につ

いてどのようにしているのか？

行政改革推進計画の目標年度は平

成11年度とし、削減目標金額は約

4億円と考えている。また、平成8

年度での予算反映額は約2，700万

円です。行政改革推進本部の体制

は、市長を本部長として助役以下

課長以上が本部員、部員として、

さらには全職員が協力し合い取り

組んでいます。

行政改革2項目（『民間委託でき

る業務を見直す』、『事務事業の効

率化を図るため、総点検を行う』）

のスケジュールはどうなっている

のか？

事務事業総点検表を作成し、民間

委託への見直しも含め、現在各課

において事務事業の総点検を行っ

ています。今後、4月にその点検

表を回収し、各課ヒヤリングを実

施します。そして、見直し項目を

作成し実施計画及び予算に反映し

ていくスケジュールです。

／－‾、＼、

顔寮費。フノソ定■

〔ののべ尚昭　質問〕

事業実施には計画があり結果があ

るが、その結果の効果をどのよう

に政策評価をしているのか？

稲沢市では事業終了後における事

業効果の分析調査はしておりませ

ん。現在は、愛知県が行なってい

る市町村行財政経営診断の結果を

注意深く分析し、後年度における

事業実施の参考としています。

行政改革推進委員会の役割と委員

構成は？

行政改革大綱の策定時に意見や提

言をし、大綱策定後は進歩状況の

調査、監査を行う。委員構成は市

議会議員、税理士、商工会議所、

青年会議所、連合婦人会、連合愛

知、区長、市職員OBなどです。

職員研修はどんなものがあるか、

また、民間への派遣や見直しはあ

るのか？
ナ

ー般研修、特別専門研修、派遣研

修、職場研修の4つの部門に分け

て進めています。現在、民間への

派遣研修は行っておりません。ま

た、現在の研修を見直すために平

成8年の5月に職員研修の検討を‘

し、実施計画及び予算に反映させ

てまいります。
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尾張西部広域行政圏計画の組織及

び事業計画はどのようなものがあ

るのか？

昭和54年に一宮市、稲沢市、尾

西市、木曽川町、祖父江町、平和

町の3市3町でこの行政圏は発足

しました。具体的な活動事業は、

この広域行政圏の周知もふまえて

平成5年度から3市3町の史跡・

施設めぐりを実施し、同時に圏域

のイラストマップを作成しており

ます。

衛生（ごみ、し尿）・水道・消防な
どの一部事務組合の合併を必要と

考えるが、どう考えているのか？

行政改革推進計画の中で一部事務

組合の統合について関係機関に要

請することにしているので、今後

調整をしていきたい。

平成7年4月1日から市町村合併

特例法の改正が行われました。そ

の中で、有権者総数の50分の1

以上の連署をもって、当該市町村

長に対し合併協議会の設置の請求

をすることができる「住民発議制

度」が新設されました。このこと

に対して、どのように認識してい

るのか、また、稲沢市で合併の動

きはあるのか？

駁

生活圏の拡大により広域性が求め

られるのは時代の流れと感じてお

ります。合併に村する「住民発議

制度」については、住民自治の反

映の1つの良い方法と思っており

ます。なお、稲沢市においては、

現在のところ直接請求の動きはあ

りません。

学校における政治教育について、

参加型の教育が必要と考えられ

る。将来、議論のできる人材を育

成するために『ディベート教育』

を取り入れてはどうか？

小学校6年の社会科授業や中学校

3年の公民分野で住民の政治参加

の必要性を学習しております。ま

た、『ディベート教育』をしている

クラスは少数あり、今後積極的に

取り入れていきたいと考えており

ます。

政治の体験学習（模擬議会や議会

の傍聴）をするつもりはあるか？

模擬議会、議会の傍聴については

今のところ考えておりませんが、

参加型の政治教育は必要と考えて

おります。



市民と市議会

市民の意見を市政に反映していくため、市民と市議会には次のような

関係があります。

【選挙権】
市政の運営を託する市民の代表者である市議会議員や市長を選ぶ権利

があります。

【直接請求権】

市民は、自らが選んだ代表者による市政の運営に異議がある場合には、

一定の署名をもって、次のような直接請求をすることができます。

●条例の制定や改正、廃止の請求

●事務の監査請求

●議会解散の請求

●議員や市長などの解職の請求

【請願・陳情】
市政についての意見、希望を表明する方法の一つとして市議会に対し

文書により請願・陳情を行うことができます。

請願については、議員の紹介を必要とします。

また、受理された請願は、関係する委員会に付託され、慎重に審査さ

れます。
ヽ

【会議録の閲覧】

本会議の議事を記録した会議録は、市民センター、市立図書館、市議

会事務局などで閲覧することができます。

【市議会の広報】

市議会事務局では、市民の皆さんに市議会の運営や活動の様子を知っ

ていただくために「議会だより」を発行しています。

【傍聴】
市議会の本会議は公開され、傍聴規則に反しないかぎり傍聴券の交付

を受けて誰でも傍聴することができますが、傍聴を希望する人が非常に

多い場合には、傍聴席の関係上人数を制限することがあります。
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