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7日
11日
12日

日本政治学会（名古屋大学）
管内視察（建設委員会）
衆議院議員会館訪問（細野豪志議員）
バングラデイシュ大使館訪問
13日 決算特別委員会（総務関係）
16日 決算特別委員会（厚生関係）
17日 決算特別委員会（建設関係）
19日 決算特別委員会（文教経済関係）
22日 稲沢地区老人クラブスポーツ大会
23日 戦没者追悼式
24日 全国若手市議会議員の会役員会（名古屋市）
25日 行政視察（建設委員会）
長崎県世保市、福岡県小都市
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10月1日 稲沢西校区運動会
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合眞の皆様
新年明けま

ののべ尚昭経過報告

ございます

ノし

行政経営フォーラム（三重県伊勢市）
森山賀文君激励（奈良県橿原市議選）
30日 衛生議会
11月1日市政記念式典
2日 東海若手市議会議員の会研修会（静岡市）
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ふじのくにNPO活動センター視察
日 地域政治行政研究会（広島修道大学）
日 広島修道大学同窓会支部長会議、同窓大会
日 バングラデイシュ海外医療ボランティア
【あいち病院顧問相談役就任】（ダッカ市）
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5

日 都市計画審議会視察
関西学術研究都市、京都府宇治市

9

市民クラブ政策会議
委員協議会（建設委員会）
下水道対策特別委員会
平野町新嘗祭
議員総会
「活力の会」講師：市町村合併について
■

日日

1
5

屋良栄作議員激励（那覇市議選）
定例議会（開会）
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閉会
都市計画審議会
叙勲祝賀会
坂上議員（市民クラブ会長）受賞記念祝賀会
地域政治行政研究会（広島修道大学）
予算要求（市民クラブ⇒市長）
一宮興道高校表敬訪問
22日 障害者施設慰問（尾西市）
26日 年末夜警激励
28日 障害者施設慰問（尾西市）

明けましておめでとうございます。記念すべ
き21世紀を元気に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。
いよいよ新世紀、21世紀の幕開けとなりま
した。私たちは20世紀から21世紀に素晴らし
い橋をかける期待と責任があります。
21世紀には新しい時代の波がやってまいり
ます。高度情報化（IT革命）、少子高齢化、国
際化、そして地方分権化と時代の変革が求めら
れます。私はこのような大きな時代の流れの中
で、自分の強い信念を持ち時代の荒波を乗り越
えていきたいと思います。
21世紀には、稲沢市は発展度ナンバー1の
都市です。自分たちの子どもが「世界中のどこ
よりもやっばり稲沢市に生活してよかった」と
感じることができるまちづくりを目指します。
そのためには長い目で物事を考え、幅広い視野
で活動しなければなりません。今年もしっかり
研究活動を継続し、稲沢市繁栄のために頑張り
ます。皆様方の温かいご理解とご協力をよろし
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、新年のご挨拶と敦します。

娩壊買解々外為串

青年部
広田暁之

後援会会長
加藤進一

青年部
吉川直城

後援会最高顧問
水野初彦
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世紀の輝かしい希望に満ちた新春をお迎えのこととお
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慶び申し上げます0昨年はののべ議員の政治活動をご支援して頂き、本当にありがとうございま
した。心より感謝申し上げます0
ののべ議員は昨年、議員5周年を迎え充実した政治活動を送った1年でした0初当選以来稲沢
市議会に新風を吹き込み、今までの市議会議員には帥幅広い活動を続けてまいりました0稲沢
市発展のため、世界、日本の独自のネットワークを駆使し 地球視野の地域人 を目標に走り続け
ました。
また、昨年夏には全国若手市議会議員の会事務局長、東海若手市議会議員の会会長に就任しま
した。今後も若者の政治参加の推進と稲沢市議会の活性化を図ってくれるものと信じています021
世紀に軋ののべ議員のような政治をしっかりと勉強して立候補した議員が必要です0彼のすば
らしい政策立案能力と幅広い活動を稲沢市政に反映させるため、私たちもしっかりとののべ議員
を支えていく所存です。
今年も後齢活動におきまして、皆様方の温かいご支援ご協力をお願い申し上げ、新年のご挨
拶とさせて頂きます。

一宮興道高校
後援会
笠井美紀（4回生）

女性部
内藤孝子

平野ソフト
クラブ監督
水野祐吉

広島後援会
初田昭彦

広島後援会
藤田一

へ

12月定例議会

◎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。
12月5日に開会し、16日間の会期で平成12年
◎稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理
度一般会計補正予算案、稲沢市交通安全に関する
に関する条例の一部を改正しました。
条例、稲沢市青少年問題協議会条例を制定する条
例案など33議案を原案通り可決しました。
◎稲沢市下水道条例の一部を改正しました。
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また、一般会計補正予算額は補正予算第4号
◎稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関す
で2408万2千円を歳入歳出予算総額の297億
る条例の一部を改正しました。
5225万千円に追加したもので、歳入歳出予算総
額を297億2816万8千円としました。その後、
◎稲沢市特別職の職員の給与、勤務時間その
補正予算第5号で8万6千円を歳入歳出予算総額
他勤務条件に関する条例の一部を改正しま
の297億2816万8千円に追加し、歳入歳出予算 した。
総額を297億2825万4千円に再度補正しました。
◎稲沢市教育委員会の給与、勤務時間その他勤
同時に、固定資産評価審査委員会委員の選任に
務条件に関する条例の一部を改正しました。
ついての同意案についても可決しました。
◎稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正
また、一般質問を行った議員は13名でした。
しました。
（後にののべ尚昭議員の一般質問の詳細を報告）

【条例制定】
◎稲沢市交通安全に関する条例を制定しまし
た。
◎稲沢市青少年問題協議会条例を制定しまし
た。

【条例改正】
◎議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補
′￣＼

償等に関する条例の一部を改正しました。
◎稲沢市職員退職手当支給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。
◎稲沢市非常勤消防団員退職報償金の支給に関
する条例の一部を改正しました。
◎稲沢市手数料徴収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。
◎稲沢市災害弔慰金の支給等に関する条例の一
部を改正しました。

【意見書】
◎「地震防災対策特別措置法」の改正に関する
意見書を衆議院議長、参議院議長、内閣総理
大臣、大蔵大臣、文部大臣、厚生大臣、農林
水産大臣、運輸大臣、建設大臣、自治大臣、
国土庁長官に提出しました。
◎食料の安定供給の確保についての意見書を衆
議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、大蔵
大臣、農林水産大臣に提出しました。

【同意】
◎固定資産評価審査委員会委員
…加藤平信氏（北市場町）

9月定例議会〜補足〜

《議会を傍聴して！》

今回の傍聴者数

12月8日（金）、ののべ尚昭議員の一般質問の
時間（10：10〜11：45）に後援会の皆さんを中心に
27名の方が傍聴に見えました。
今世紀最後の議会傍聴でもあり老若男女問わず
．ののべ議員の遠海している「政令指定都市」
大勢の方が傍聴に駆けつけました。今回も傍聴者
建設の発想は画期的なものだと思いました。
の方から議会の生の声を届けて頂きました。皆様
尾張西部（一宮市から海部津島まで）の19
も是非一度足をお運び下さい。
市町村が合併して7つの区を創設する全国
15番目（さいたま市を含む）の政令指定都市
「仮称尾張市、中京市」を目指すという事は、
● 今回もまた、ののべ議員の一般質問を傍聴
市長をはじめ誰もが考えつかないことだと感
しに来ました。
心敦しました。
私はののべ議員を応援する者の一人とし
それに伴う苦労、弊害はあると思います
て、また、東海若手市議会議員の会の同志と
が、今後十分に調査、研究する価値ある提言
してののべ議員の頑張っている姿を観るのを
だと思いました。行政側は固定概念にしばら
とても楽しみにしています。
れず、新しい意見も含め慎重に合併論議を進
ののべ議員の一般質問を傍聴しているとと
めていってほしいと思います。
ても勉強になり「こんな考え方もできるんだ
3項目目の少子化対策については、これか
な」といつも感心させられます。議員として
らの少子高齢化時代に対応した問題だと思い
誇りを持って、稲沢市発展のために市民の立
ます。私は女性として、また子どもを育てる
場にたって新しい発想で行財政改革を求めて
親としてとても気になる問題でもあります。
いく姿はとても素晴らしいと思います。
不況の中、若い世代にとっては出産や子育て
今回の質問は大きく次の3項目でした。
は非常に不安があります。また、環境ホルモ
ンなどの影響で不妊に悩んでいる夫婦の方も
1．行財政改革について
大勢みえると聞いています。そんな状態で悩
2．市町村合併について
んでいる方たちに市が手助けするということ
3．少小化対策について
は、これからの21世紀を担う子どもたちを
育てていくためにも実施しなければならない
1項目目の行財政改革の中の「男女共同参
対策だと感じました。このように時代にあっ
画社会」については、女性としてとても共感
た提言や質問を、ののべ議員はきちんと整理
致しました。男女共同参画基本法も施行さ
し発言してくれます。傍聴者として大変分か
れ、これから女性の社会進出を積極的に応援
りやすく、新たな関心が生まれ、とても参考
してくれることを願っています。
になります。
世の中には有能な女性もたくさんみえま
す。女性が参加することによって、いろんな
分野でソフト面の改革が進むと思います。こ
れからもっと女性の活躍できる場所が増える
ことを期待しています。
2項目目の市町村合併については、さすが
ののべ議員だと発想の大きさに感動致しま
した。現在自治省は市町村合併を推進してお
り、県が策定する合併パターンまで押しつけ
ようとしています。自分たちの住む地域の事
をよく考え、市民の誰もが安心して生活でき
る環境をつくっていかなければなりません。
合併したからといって環境が悪化したり、
生活が不便になってはいけません。市民の声
を行政に届ける議員がいなくなっては市町村
合併の意味もなくなると思います。その点、

これからもののべ議員には市民の立場か
ら、どんどん問題点を指摘し、マンネリ化し
た行政を改革してほしいと願っています。21
世紀の政治の担い手として若者らしく、新し
い発想で行財政改革を行い、誰からも信頼さ
れる素晴らしい故治家となるよう応援してい
ます。
前岩倉市議会議員須藤智子
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度会活動＃告

12月定例議会
【ののべ尚昭質問】

少子化対策について
、、、＼

〜子育て支援政策〜

／｛＼

【現状】服部市長の政治姿勢−3本柱（福祉・環境・活力）
福祉に力を注いで特に高齢者福祉は充実してきた。高齢者福祉は時代の流れによってサービ
スが多様化し手厚くなる。その反面、児童福祉はあまり充実していない。予算が限られてい
るので、何かを増額すれば何かを減額しなければならない。
私は今の福祉の現状を考えると高齢者福祉政策はほぼ安定してきたと患う。今後は高齢者
福祉のサービスを削ってでも児童福祉に力を入れるべきではないのか。是非、若者や子ども
に希望や夢を与える市政運営にシフトを変えて頂きたい。そして来年度の予算に反映して頂
きたい。

そこで、服部市長は福祉行政の中の子育てに係わる社会的負担は稲沢市としてどう考えてい
るのか。高齢者福祉との関連性を持って答弁して頂きたい。
また、来年度の市政方針の中で、子育て支援に関し、しっかりとした理念と政策を打ち出
していくべきだと思うがどのようi羊取り組んでいくのか。

r＼

平成11年12月、国において大蔵、文部、厚生、労働、建設、自治大臣合意による「新エン
ゼルプラン」が策定され、少子化対策の基本方針が打ち出されました。これらの内容を十分
検討、研究した上で未来を担う子どもたちのための施策を考えていく必要があると認識して
います。今後は高齢者福祉だけでなく、児童福祉の充実が大切であることを念頭において、
少子化（子育て支援、児童育成など）対策を積極的に進めてまいります。来年度の予算に反
映できるように努めてまいります。

出産支援について
経済不況が出産や子育てに及ぼす影響は大きい。そこで若い世代に対し、出産の支援策を考
えて頂きたい。妊婦の健康審査の費用助成は現在2回（15回申）であり、若い世代の間には
この助成を拡大してほしいという声が大きい。現在の2回から拡大できないか。また、第2
子からはどうだろうか。
【例えば】7回助成（15回の半分）→約2500万円（5回×5千円×千人）
15回助成（15回全部）→約6500万円（13回×5千円×千人）
関係機関と協議し、検討してまいりたいと思います。

現在の結婚平均年齢は男性30歳、女性27歳。このため高齢出産、環境ホルモンの影響な
どで不妊に悩んでいる夫婦が多く、全体の約10％にもなるという。是非、稲沢市において
このような夫婦に対して不妊治療の検査助成を実施して頂きたい。

【参考】師勝町−80人、15000円の補助
【例えば】5割助成→約250万円（2万5千円×百人）
全額助成→約500万円（5万円×百人）
ヽ

蘭先進事例を研究し、どんな方法がよいかを検討し考えてまいりたいと思います。
さ
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医療支援について
共働きの夫婦が年々増加する中で、休日に乳幼児の検診を実施してほしいという要望があ
る。このような声を受け今年から厚生省が休日に乳幼児検診を行う際に補助を出す制度が始
まった。当初100の自治体を対象としているが、需要があれば今後対象を拡げ、全国の市
町村に強く働きかけていくとしている。
稲沢市でも休日に実施してほしいという声が少なくない。この制度を活用するにあたり関
係団体とも協議していかなければいけないが、来年からこのサービスを開始できないか。ま
た、予算的にはどれくらい必要か。
来年からこのサービスを開始するのは困難だと考えています。今後、このサービスを開始す
れば約300万円必要になります。
県は今年いきなり乳幼児医療の無料化を打ち切った。しかし、再度来年から無料化を実施す
ることになった。これを機会に稲沢市として「乳幼児医療」に関してしっかりと考えをもっ
たらどうか。ただ、県に追随するだけでなく、稲沢市独自の基本理念を打ち出して頂きたい。
稲沢市として最低でも6歳未満児まで制度の拡大を行って児童福祉の充実に努めて頂きた
い。是非来年度の予算に反映してほしい。
例えば、6歳未満児まで制度の拡大を行ったら、どれくらいの予算が追加で必要になるか。
無料化の場合と一部負担金制度を導入した場合。
現在の乳幼児医療制度については、3歳未満の乳幼児に対し医療費の無料化を実施していま

す。稲沢市の場合、提言の6歳未満児まで制度を拡甲ると【無料化】約1億5千万円、【一
部負担化】約1億2千万円（通院1回530円で4回まで受益者負担、入院1日1200円で1
日だけ受益者負担、それ以後は無料）が従来に比べ新たに予算が必要になります。
保育料の値上げについて（値上げの歳入分を無料医療費制度導入の為につぎ込む）
本来、弾力徴収率は70％くらいが妥当だとされていたが、平成になってからこの数値がど
んどん下がり、現在、弾力徴収率は約61％になっている。各自治体も今後上がることが予
想され、ちなみに尾西市は約71％に設定している。
稲沢市も70％くらいが妥当だと思うが、実施したらどれくらいの歳入増が見込まれ、さ
らに一番多い層の方は月額いくらUPするか。また、65％だとどうか。
現在の平均保育料は月額約1万7000円です。
今後、弾力徴収率を【70％］にすると、年間約8300万円の歳入増が見込まれます。そして
受益者の方は月額約2500円の負担増になります。ちなみに【65％】の場合は約3700万円の
歳入増、月額約1000円の負担増になります。

「

僻予

〜ソフト改革について〜
政策評価について
【現状】今、行革を進めて行く中で「事務事業の見直し」はその中心である。そのためには評価シ
ステムを導入する必要がある。このことは既に各部長も認めているが一向に進まない。その
大きな原因は「評価システム」そのものの勉強不足ではないかと推測する。
事務事業を見直すために「どの」事業を「どのような」車法で行うかということを明確にし
なければならない。そこで稲沢市にはこの「どの」事業をまず明確にするために政策体系
（理念一政策一施策一事務事業一末端事務事業）の見直しと把握が必要である。稲沢市
にはこの改策体系の数は各レベルにおいてどれくらいあるのか。また、その政策体系の中の
タテ、ヨコの関連性は適合しているのか。また、この適合具合を点検したことはあるのか。
＝＝≠政策体系の整理が必要
・
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【参考】川崎市
政策（方向性5・課題25）→政策評価（3役）
施策（方向性104・課題296）→施策評価（部課長）
事業（大281・中936・小2000卜→事務事業評価
総合計画に基づく政策体系の基本理念は「活力あふれ文化の香る緑の都市」です。基本政
策は5、施策は大項目13、中項目68、小項目255です。小項目に事務事業を含めた形が政
策体系の全体と理解しています。事務事業で現在把握しているのは、平成12年度の実施計
画ベースで194事業です。

男女共同参画社会について
男女共同参画の考えは今後行政全体に関わってくる課題である。男女共同参画社会に関する
取組はやはり、教育委員会ではなく、行政内部に部署を置くべきであると思うが如何か。ま
た、どの部にも属さない「男女共同参画社会」担当を部長または参事職などを設けて対応で
きないか。1つの部で考える問題ではないと思う。＝＝≠市長に質問
教育委員会内で取り組んでいきます。また、どの部にも属さない組織の創設も現在は考えて
いません。
9月議会の継続だが、各種諮問機関の委員の女性の積極的登用に関して、私は40％位を目標
にしてほしいが、2005年まで待たずに、次の改選期（4月）までに最低30％を達成するとい
う数値目標を設定してほしい。＝＝争助役に質問

8月に各部課長に女性にリストを作成し、今後の女性委員登用における選考の参考にするよ
う指示しました。庁議などを通じ、年度変わりを目指して積極登用を図ります。
男女共同参画の推進をしていくには特に社会全体で取り組んでいかなければ実現しない。市
民は基本法が制定されたことをほとんど知らないし、行政側も今後各種諮問機関の委員をお
願いすることが多くなる。市民にこの事に理解を求めるために男女共同参画基本条例を制定
して、それに基づいた行動計画を作る必要はないのか。
愛知県を含め、各市町村の動向や、先進都宙を参考にして調査、研究していきたいと考えて
います。
／√

〜ハード改革について〜
市営プールのあり方
行革の中で学校プールの開放と市営プールの統廃合について庁内関係課、学校と協議をして
いく（問題点の整理）とあるが、庁内関係課とはどこか。具体的に「いつ」「だれと」「どの
ような」協議をしたのか。そこで「どんな」問題点がでたのか。
庁内ではスポーツ課、学校教育課、企画課で話し合いました。また、校長会の中で意見を聞
き、管理方法、更衣室・ロッカー・トイレの増設、自転車置場の設置など、管理面と施設面
の話があり、多くの問題をクリアする必要があり困難でした。
現在西町地区が区画整理事業のため、西町プールが移転する計画がある。これを契機に市営
プールの必要価値を考えるべき時期にきていると思う。西町プールがなくなり、実際に1つ
新しいプールを作るのであれば、西町プールを含め現在5つある市営プールを廃止して、1
つ大きなジャンボプールをつくったらどうか。また、廃止と同時に学校のプールを開放した
らどうか。なぜできないのか。
市営プールの統廃合は実施計画の中で検討しましたが、地域の実情にあったプールであり、
調整は難しいと考えています。
′−＼
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【現状】昨年9月「市町村合併推進要綱検討委員会」設置
11月「市町村合併推進要綱検討委員会」（42パターン）＝⇒県に提言
12月 県が「合併推進要綱」作成
1月 住民への啓発活動
合併パターンは市町村に押しつけるものではなく、議論の素材として提供をするとしている
が、事実上強制に近い（住民や、マスコミを先導するという意味で）、あくまでも県の立場
から見た内容である。

現在、1市2町、3市3町などということがひとり歩きしているが、この提言についてのコ
メントを市長に求めたい。
市町村の区域をどのようにするかは、地方自治の根幹に係わる事項であり、市町村合併は住
民の自主的な主体的な判断のもとに実施されるべき事項と考えています。稲沢市の合併パ
ターンとしましては尾張西部広域行政圏をもとに3市3町の中核都市クラス、1市2町の都
市機能充実型が示されています。これらは地域の結び付き、実態等から見てこれまでの既成
概念から常識的に考えられるパターンと理解しています。

合併は夢がなくては実現しない。1市2町、3市3町という狭い合併の議論ではなく海部津
島、もしくは西春日井都、岩倉江南まで含め、「政令指定都市」を目指したらどうか。是非、
関係市町村にこの「政令指定都市」構想を選択肢の1つとして市長から提言して頂きたい。
市長のコメントを頂きたい。
1市2町をまず基本に考え、次に3市3町、さらには、海部津島地方、西春日井郡を圏域と
する尾張北部広域行政圏の地域も視野にいれた政令指定都市建設に合併に関すメリット、デ
メリットを具体的に研究する中で地域住民にモデルを示していかなければならないと考えて
います。いずれにしても市町村合併の提言は、地方分権の推進の中で、地方自治体の行政運
営の効率化に重点がおかれています。合併により、地域の発展など住民にとっ七大きな効果
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《尾張●西部地域の市町村合併》
【現状】自治省は市町村の自発的な合併から強制的な合併に踏み込もうとしている。例えば、この
近年で市になる条件を5万から4万、そして3万でもよいと変更。それに追随して、県が誘
導尋問的な調査を行った。私は県が市町村を管理しやすいように合併を推進しようとしてい
るとしか思えない。

参考：県の調査で以下の8のパターンが予想される。

r

49万人
（1）3市3町（一宮市、稲沢市、尾西市、木曽川町、祖父江町、平和町）
35万人
（2）2市1町（一宮市、尾西市、木曽川町）
14万人
（3）1市2町（稲沢市、祖父江町、平和町）
（4）1市12町村（津島市、佐織町、佐屋町、立田村、八開村、甚目寺町、美和町、
31万人
大治町、七宝町、蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町）

（5）1市2町2村（津島市、佐織町、佐屋町、立田村、八開村）
（6）4町（甚目寺町、美和町、大治町、七宝町）
（7）2町2村（蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町）
（8）1町2村（弥富町、十四山村、飛島村）

13万人
10万人
8万人
5万人

【境界線の思い込み】都制度の必要性はあるのか？
行政側：昔からの体制を崩したくない、あくもでもこの郡制度を活用したくなる。
市民側：住民の往来には今後この郡の繋がりが必要というのは妄想である。
ヽ一
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低いほどあまり必要なくなる。合併が完了した時には現在の50歳以下の方が多
く社会を支えていくので郡制度にあまり固執しすぎない方が良い。

出身： 出身者でない方の方が必要性なし。稲沢市内をとってみても今後どんどん出身
以外の方が増加する傾向にある。
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