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ののべ尚昭経過報告

4月　2日　海外ボランティア医療活動

i　（バングラディシュ）
6日　　現地マスコミからインタビュー
7日　愛知文教女子短大入学式
8日　国府宮郵便局竣工式
11日　臨時議会

13日　地域政治行政研究会（広島修道大学）
道州制、市町村合併について

18日　ロータリークラブ例会出席
一宮興道高校表敬訪問

23日　東海若手市議会議員の会研修会

ICETT［アイセット］（四日市市）視察
25日　稲沢地区区長会
26日　愛知啓成高校野球場竣工式

5月12日　東北公益文化大学（酒田市）視察
施設見学、和田研究室訪問

▼14日　ホセイン医師と稲沢市長表敬訪問

（バングラディシュ：あいち病院院長）
15日　稲沢緑ライオンズクラブ例会出席

（海外ボランティア医療活動の説明、通訳）
16日　衛生組合臨時議会

日本バングラデイシュ大使館訪問

（ジャミル特命全権大使と会談）
17日　参議院議員会館訪問

（浅尾慶一郎議員）
17日　地方自治経営学会（東京・市ヶ谷）
19日　稲沢地区まちづくり推進会議総会

21日　委員協議会（建設委員会）
桜木区陳情

25日　池部区陳情
下水道対策特別委員会
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29日

全国若手市議会議員の会役員会（名古屋市）
義貞総会

稲酉小地区体育振興会懇親会

定例議会（開会）

閉会

日本公共政策学会（東京一中央大学）
東京都議選応援

高木啓候補（北区・36歳）
山本へるみ候補（港区・34歳）
天目石要一郎候補（東村山市他2市・33歳）

議員研修会（中部空港建設予定地視察）
会派研修（市民クラブ）
北海道千歳市、小樽市

金員の幹線
暑中お見舞い

申し上げます

暑い夏がやって来ました。後援会の皆様
におかれましては元気にこの夏をお過ごし

のことと思います。私もこの暑さを吹き飛
ばして、稲沢市の発展に貢献できるように
頑張ってまいります。

4月に小泉内閣が誕生し、政治が色々な意
味で注目されています。国民支持率が85％
まで上昇し、大きな期待が懸けられていま

す。国民がこの内閣を支持している大きな

原因は小泉総理のリーダーシップと「改革」
に対する意欲が伝わるからだと思います。
また、国民に対して「痛み」もうったえ

ています。まさに国、地方と大きな借金を
背負った今日、改革と同時に必ず痛みが伴

います。その痛みを少しでも軽くするため
に思い切った行財政改革が必要です。
私は初当選以来、この間題を毎議会取り

上げてまいりました。地方分権下における
この稲沢市のあり方を考えると避けては通

ることのできない課題です。
また、行政だけでなく、地方議会の改革
も余儀なくされます。今後とも改革に意欲
を持ち、地域活性化のため全力で頑張って

まいります。会員の皆様の変わらぬご支援
とご理解をお願いいたします。

為嵐分線買斬々外為解



6月定例議会

6月4日に開会し、15日間の会期で平成13年

度一般会計補正予算案など8議案を原案通り可決

しました。

また、本年度一般会計補正額は1億2800万9

千円を歳出歳入予算総額の281億8000万円に追

加したもので、歳入歳出予算総額を283億800万

9千円としました。

また、一般質問を行った議員は12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。

◎稲沢市非常勤消防団貞退職報償金の支給に関

する条例の一部を改正しました。

◎稲沢市都市公園条例の一部を改正しました。

【同意】

◎人権擁護委員…山田美子氏（横地）
◎監査委員…下方幸夫氏（陸田）

董澤要望葵轡
『中日新聞』（尾張版）6月9日より抜粋

稲沢市分煙化
稲沢市庁舎が分煙になりました。市民の皆様、ご協力お願いいたします。

次回（9月定例議会）の一般質問の日程予定

9／14（金），17（月），18（火），19（水）
※詳細は市役所（議会事務局）まで
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《議会を傍聴して！》
6月8日（金）、ののべ尚昭議員の一般質問の時

間（11：00～13：30）．に後援会の皆さんを中心に34
名の方が傍聴に見えました。

今回はスポーツサークルの方々、他都市の市議

会議員の方など、幅広い層の皆さんが傍聴にみえ

ました。席がほぼ満席になり座るところがないく

らい多くの傍聴者で溢れていました。1人でも多

くの方がののべ黄点の一般質問の傍聴にきて頂け

ることを期待します。

今回も傍聴者の方から議会の生の声を届けて頂

きました。皆様も是非一度足をお運び下さい。

●　稲沢市議会を傍聴させていただくのは、今

回で3回目になります。6月の稲沢市議会本

会議は、いつにもまして熱気で一杯に感じま

した。後で聞いてみたところ、傍聴者の数は

記録的な人数だったそうです。私はののべ議

員が登壇する直前に傍聴席についたのです

が、席が足りなくなりかかっていたほどでし

た。もともと稲沢市議会は傍聴者の数が多い

議会だと思います。とはいえ、今日はどうし

ていつも以上に多くの人が傍聴に来ているの

だろうと不思議に感じていたのですが、のの

べ議員の質問を聞いて疑問が解けました。の

のべ議員が市町村合併に関して質問をする予

定であった土とが、傍聴者が増える呼び水に

なったのではないかと思います。

市町村合併については、最近埼玉県で「さ

いたま市」、が誕生し注目されたことや国が

国策として市町村合併を推進していること

もあって、国民的関心が高いといえます。日

頃、中央の政治の動きに関心のない人でも、

自分の暮らしている自治体の変化には関心を

持つのではないでしょうか。慣れ親じんでき●

た自分の住むまちの名前が変わるという点だ・

けをとってみても、そのまちに暮らす市民一

人一人が大きな意味を感じるのでiまないかと

思います。

ののべ議員は質問の中で、国の方針は人口

30万人規模わ都市を行政指導による合併で

作って行く方向にあると指摘レ、国や県の方

針は別として、稲沢市としての市町村合併に

今回の傍聴者数

34窮
対する見識を持って自主性を打ち出すべきだ

と述べていました。尾張地域だけでなく全県

的な視野に立つ必要があると訴えてみえま

した。

ののべ議員は、市町村合併についての質問

だけでなく、行財政改革やNPO支援、教育

改革といった分野についての質問をされまし

た。一貫しているのは具体的な提言をおこな

いつつ、行政がそれに対してどういう姿勢、

方向性をもって取り組むのかを問うというス

タイルで質問をされているということです。

例えば、NPOについて質問の中で市長が

NPOに何を求めて、NPOとの協働に取り

組むのかと、まずその姿勢を質してから、ボ

ランティア休暇や保険の整備、NPO活動を

コーディネートするコーディネーターの必要

性といった具体的な政策を提言するといった

質問の仕方です。どんな形の稲沢市を目指す

のかという視点を常に持ちながら、そこに到

達するための手段を考えていくバランス感覚

がののべ議員の持ち味なのだなあと改めて感

じさせられました。
ヽ

政治家には大きな理想をもって、夢を語っ

てほしいと思います。′へ

まずは、市民に期待感をもっでもらうこと

が重要なのではないかと思うからです。小泉

首相の支持率が歴史的な帝さにあるのも、多

くの国民が小泉首相甲・政治姿勢に日本社会
■

■　の改革の可能性を感じて、期待しているから

ではないでしょうか。特に今回の質問では強

く感じたのですが、私ほののべ議員の質問に

は、多くの市民が期待を持つような力がある

と思います。これからも、稲沢市議会を傍聴

する中で、ののべ議員の理想に触れていけた

らと考えています。

青木研輔・23歳



行財政改革について

6月定例議会
［ののべ尚昭質問］

～小泉総理のリーダーシップについて（改革と痛み）～

国民の支持率が85％という驚異的な小泉総理から学ぶものがある。それは強いり⊥ダーシッ

プに国民は期待を寄せているからである。小泉総理の所信表明演説の中には「改革」と「痛

み」という言葉がたくさん使われました。

一方、服部市長も3月の所信表明演説の中で「改革」という言葉が11回使われていまし

た。何かを変えるという意気込みが感じられますが、市長は何を変えて改革したいのか、ご

質問します。

また、改革には小泉総理は「痛み」が必要と訴えています。服部市長の言葉に置き換える

。と「ご理解とご協力」という言葉になると思います。服部市長は10万市民にどんな「痛み」

を必要としているのですか。

改革：健全財政の堅持と市民サービスの維持です。

痛み：各団体に対する補助金の見直し、市職員の削減、報酬及び管理職手当ての一定期間の

カット、議員定数の削減などです。

～バランスシート作成について～

稲沢市でも作成中だと思うが作成内容はどんなものか。いわゆる自治省モデルのシートなの

か。貸借対照表だけでなく、行政コスト計算書、キャッシュフロー（資金）計算書も含まれて
いるのか。

また、作成時期は9月の決算時までに間に合わせるべきだがどうか。そして、市民にわか

りやすく公表するべきであるがどのような手法を考えているか。作成後の活用方法はどのよ

うか。

内容：旧自治省方式を採用します。行政コスト計算書、キャッシュフロー（資金）計算書は含
まれていません。

時期：9月議会の決算認定に間に合わせます。

公表：市広報、マイタウンなどに財政状況などをふまえて公表してまいります。

活用：類似団体との比較、人口1人あたりの負債額などの比較検討を行います。

～補助金の見直しについて～

回
［
凶

補助金等検討委員会でどのように補助金の見直しを行ったか。

昨年5月に財政課長をはじめ各部の職員9人で設置レ、8月までに7回にわたって補助金の

整理、適正化について検討しました。そこで「補助金見直し基準」を稲沢市行革本部会議で

承諷を得ました。見直し基準の主な事項は、補助金はその目的の事業に対するものとし、団
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体育成等の定額的な補助金については5年以内で事業費補助とすることを基本にしました。

補助金については終期を設定し、補助対象経費の支出禁止項目を定めました。補助率につい

ても補助内容に応じた補助率を決定する基準を定めました。

実際に今年度の予算にどれくらいの変化が出たのか。

前年度から4件を見直し、261万円の削減となりました。今後も引き続き補助金支出団体に

対して、本趣旨にそって補助金支出の適正化などに理解を求めながら進めてまいり一ます。

～陳情行政について～

回
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現在の陳情件数（行政区数）の過去3年間の状況は。

平成10年度は138行政区、11年度は149行政区、12年度は149行政区です。今年度（6月
4日現在）は142行政区です。

陳情が形骸化してないか。今のあり方をこのまま継続していくのか。

陳情行政は計画行政に反するので、基本的に消極的に考えています。しかし、行政側から

区へのお願いも多くありますので、各役員さんとの懇談の場、市行政のPR、コミュニケー

ションを深める機会であるとも考えています。

実施するなら秋ごろに実施して翌年度の予算に反映させるべきではないのか。

時期的な問題ですが実情を考えると難しいのではないかと思います。市は財源を考慮しなが

ら採択分のご理解をお願いしているところです。

陳情をいただき来年の事業に計上することは、計画行政に反するものでありかえって陳情

行政を助長することを危慎します。陳情行政のあり方は今後も改革していかなければならな

い課題だと認識しています。

～市町村合併について～ トノ

【現状】
経済財政諮問会議では人口30万人以上の合併にすべきだと発表。全国300自治体に合併。

それ以下は公共事業や社会保障、教育などの事業を担わせず、都道府県の直轄に移すとして

いる。＝＝＞合併特例法2005年3月で時限切れ。

与党3党、民主党、自由党も同じ見解＝⇒今後この考えが主流になると考えられる。

合併は地方の自主性に任せると言いながら中央または県からの強引な圧力によって今後進

められる。国や県の言いなりでよいのか。大きな圧力が来る前に自主性を出すべきではない

か。市長は合併は必要と感じているのか。

1市2町、3市3町、それ以上の枠組みと選択肢があったが、現状では人口30万人の合併

を行政指導で行ってくる。このような現状で選択肢は狭くなった。市長の見解を問います。
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合併は必要と感じています。合併は県の言いなりではなく、関係する市町村が決定していく

問題であると諷識しています。市町村合併の規模については、今後様々な角度から検討し、

稲沢市にとって何が望ましいかを追求していきます。

【現状】昨年度で3550団体が認定（全国）。愛知県は約100団体で少ない。

【NPOの分類】
1．保健、医療、福祉の増進

2．社会教育の推進

3．まちづくりの推進

4．文化、芸術、スポーツの振興

5．環境保全

6．災害救助活動

7．地域安全活動

8．人権擁護、平和の推進

9．国際協力活動（NGO）
10．男女共同参画社会の形成の促進

11．子どもの健全育成

12．これらの団体の運動、活動のサポート
／

【役割】●行政と協働する第二の公共サービス機関

●政策決定、公益決定過程での関わり

【市長の所信表明】

ボランティア国際年、物の豊かさから心の畳さへ。市民の皆様には今一度、稲沢のためにで

きることを自身に問いかけて頂き、市民の皆様と共に稲沢の新生を図っていきたい。

【問題提議】

●「NPOに何を求めるのか」ということをしっかり議論しなければいけない。

●そして稲沢市としてどんな分野での活躍を期待するのか。

●第二の公共セクターとして単なるボランティアと区別をはかるべきである。

●第二の公共セクターとしてNPOを位置づける。

●NPOが地方財政を助ける。

′ヽ
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～ハード整備～

支援センターの県下の状況はどうなっているか○設置場所、内容はどのように考えている
のか。

霊　′ヽ
≒

繊て

予

県下の状況は3市に設置されています0西尾市は公民館の一部を利用して官設官営、豊明市

は旧消防庁舎を改築し、その一部に市民活動室を設置し官設官営、蒲郡市は勤労福祉会館内

に市民活動ネットワーク室を設置し、官設民営で行われています。平成14年度以降は名古
屋市、瀬戸市、豊田市、犬山市で支援センターの設置が計画されています。

支援センターの場所については利用しやすい場所で、既存の施設の空き空間の有効活用が

望ましと考えています0内容については今後考えてまいります。

～ソフト整備～

庁内のボランティア休暇の内容と活用状況はどうなっているか。また、この制度をもっと職

員が活用できるようにするべきではないのか。さらに積極的に制度の活用を図ってはどうか。

平成9年に特別休暇として規定しています。内容は職員が自発的にかつ報酬を得ないで社会

に貢献する活動について1つの年度において5日の範囲内で罷めています。昨年の主な実績

は東海豪雨の時に14名の職点が休暇をとり活動したことです。災害時のみの活動で日常時

の活動はあまりありません0今後はこの制度の積極的な活用に努めてまいります。

市民がボランティア活動を行う時、事故や怪我の対応はどうしているのか。今後市民にボラ
l

ンティア活動を推進して頂くために、全市民がボランティアをしやすい環境を整備していく

べきであると思う0実際、町内会などのボランティア活動に対しては無保険である。是非全
市民に保険制度をかけていただきたい。

例えば小学生から70歳までの8万5千人を対象に1人年間300円の保険に加入すると

約2500万円で済む。是非、「市民ボランティア活動保険制度」を設立し、来年度の予算に
計上させて頂きたい。

現在、社会福祉協議会が活動拠点の手続き窓口になっています。保険料は年間300円で社

会福祉協議会に登録された個人・団体に対して、社会福祉協議会が全額負担しています。ま

た、まちづくりが主催する行事には行享保険、市が主催する行事には市民総合賠償保険に加
入しており、主催者が保険料を負担しています。

今後、市で支援センターを設置した時のボランティア保険については、現在加入している
ボランティア保険に鑑みて検討してまいります。
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市内におけるNPOの認証の取得状況はどのようか。また、今後認証取得しやすい環境整備

をすすめるために庁内に相談窓口を設置して支援してはどうか。

愛知県下では5月25日現在で97件。約半数が福祉・医療関係です。申請受理数の18件を

加えますと合計115件です。その申請受理数の中に稲沢市の「たんぽぽハウス」が含まれて

います。7月上旬には県下100番目、稲沢市では第1号のNPO法人が誕生する予定です。

支援策は今後なんらかの施策が必要と考えています。

コーディネーターの採用と学生との連携を今後どう考えているのか。

現在、市民活動支援検討委員会のコーディネーターとして1名お願いしています。各種団体

をコーディネートするには専門知識をもったコーディネーターが必要だと考えます。とくに

若い世代、市内の大学生、短大生との連携は大切なことと認識しています。今後若い世代と

の交流に力を注いでまいります。

教育行政について

～学校改革について～

【先進事例】

仙台市教育委員会…2002年度から全小中学校を2学期制に変更

今年度荒町小、東2番丁小で試験的に実施

前期4～9月、後期を10月～3月に分け

滋賀県栗東町‥・治田西小、今年度から実施

前期、後期は10月の体育の日で分け

／‾、＼

4月より学校教育法施行令改正で学期は市町村が定められます。小学校2学期制を試験的に

実施したらどうか。

2市2町（稲沢市、尾西市、祖父江町、平和町）で構成する中島地方事務協蔑会へ提案して各
市町の意見を伺っていきます。今後制度について議題にし、更なる研究をしてまいります。

ノ【ヽ



【ののべ調査】

教育課程審議会で「相対評価」から「絶対評価」にするという答申が出された（12月）。
これを受け、文部科学省は来春から絶対評価を導入するとしている。

／ノ■‾、

来春から「評定」が相対評価から絶対評価に変更になる。教育長の見解を問う。国からの指

導に反対できないのか。また、本当に生徒のためになるのか。

様々な問題はありますが絶対評価導入を実施していくものと考えています。
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～教科書（歴史）問題について～

【現状】7つの歴史教科書

東京書籍、大阪書籍、日本書籍、教育出版、清水書院、帝国書院、日本文教出版

【問題】

「新しい歴史教科書をつくる会」が「扶桑社」から新しい教科書を出版した。
扶桑社の教科書に137ケ所の検定意見

参考：他の7社は平均40か所、家長三郎氏の教科書400か所
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歴史教科書について問題になっているが「新しい歴史教科書をつくる会」の扶桑社から出版

された白表紙本（教科書を採択する時に表紙を白くすることからこうのように呼ばれている）
について教育長の見解を問います。

内容のコメントはできません。

採択方法や採択するメンバーは誰なのか。この間題になっている白表紙本に対して初めから

思想的に採択除外と諷識している団体や採択者は入っていることはないか。

尾張西部教科書用図書採択地区協議会規約により、構成メンバーは地区教育委員会事務局関

係者、事務協議会関係者、小中学校長代表者、教員代表、学識経験者です。初めから採択除

外と認識している団体や採択者は入っていないと理解しています。

7つの歴史教科書について、現在はどの教科書を使用しているのか。県下の状況はどのよ

うか。

県下は9地区に分れており5地区が東京書籍、4地区が大阪書籍を使用しています。なお稲

沢市内の中学校は東京書籍を使用しています。

今まで採択理由の公開はあったか。また、採択理由の要求はあったか。今回は採択した理由

などを‾説明責任を果たす上で開示していくべきであると思うがいかがか。

採択理由の公開、要求はいずれもありません。私（教育長）としては採択した理由などを開
示していくべきであると考えています。

～成人式と思い出づくりについて～

【
凹
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今年度の成人式はどのように実施していくのか。見直しをしてもいいのではないか。例えば

市民センター単位で開催したらどうか。県下の実施状況はどうなっているか。

県下の状況は豊橋市、瀬戸市、豊田市、尾琴旭市が複数会場で実施しています。本年度から
一宮市も複数会場で実施する予定です。稲沢市に関しては前年同様、市民会館1か所で実施

する予定です。

思い出づくりという意味で卒業式の歌をCD化し、成人式の時記念品として渡したらどう

か。是非、記念品の見直しをして頂きたい。また、成人式を社会教育の場として活かしたら

どうか。成人式に現役中学生を成人式に出席させ、先輩である成人にメッセージを送り、そ

の後成人式の幹事を中学校卒業時に生徒に決めさせたらどうか。そうすれば成人式や大人に

なる準備を学ぶ機会になるのではないか。

今後の参考とさせて頂きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
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東京都議運応援風景

新消防庁舎の完成予定図
′‾＼
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ー消防庁舎が新しくなります＿

霊地面芸；≡警警琵課役所西）
竣工予定：平成14年10月

供用開始：平成15年3月（予定）

総工費‥23億5千万円（用地費6億4千万円、建設費17億1万円）
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千歳市で研修。人口8万9千人の臨空都市。

小樽市で研修。人口15万人の歴史都市。

千歳市・議会棟前。

歴史的建造物でもある小樽市役所。

稲沢緑ライオンズクラブ例会に出席。あいち病院（バングラディシュ）ホセイン院長とともに活動報告。

写真は事業説明、通訳をしている風景。

ホセイン院長と市役所に表敬訪問。

中央がののべ議員、右端が水野後援会最高顧問。

バングラディシュ・特命全権日本大使

ジャミル氏と会談。

※地球環境保護のため再生紙を使用しています。


