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会員の幹線

7月1日 桜木区生産組合・虫祭
5日
9
〜
2
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全国若手市議会議員の会
ホームページ事業会議（兵庫県）
全国若手市議会議員の会総会（愛知県）
特別講演：、田中康夫長野痕知事（岐阜県）
参議院選挙応援

紅紫の日々
いかがお過ごしですか

〜

日

8

2

日

1

7

議員インターンシップ学生受入れ面接
（岡田君、児玉さんの2名合格）
18日 衛生議会視察
（大阪湾広域臨海環境整備センター
泉大津処理場）
8月

3日 都市計画審議会

稲沢市子ども議会
12日 横地区夏祭り
19日 三世代ふれあい大会
26日 稲沢市防災総合訓練
日本三大奇祭■火祭見学
（山梨県富士吉田市）
29日 市民クラブ政策会議
9日
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東海若手市議会議員の会総会（名古屋市）
【ののべ尚昭議長会長再任】
30日 委員協議会（建設委員会）
31日 下水道対策特別委員会
9月1日 日本地方自治研究学会（広島修道大学）
【共通論題■パネラーとして発表】
3日 市民クラブ政策会議
4日 議員総会
8，9日 日本評価学会（玉川大学）
11日 定例議会（開会）
●

i

28日 閉会
15日 敬老式
中部修大会搾古屋市）
22日 稲西小運動会
26日 稲西中体育祭
30日 稲西校区体育祭

暑い夏が過ぎ、紅葉め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。
昨年の9月11日は東海豪雨で忘れることの
できない災害に見舞われました。ノそして今年
は同じ日に米国で同時多発テロという大惨事
が起きました。私はこの事をうけ、我が稲沢
市でも有事における危機管理意識をあらため
て認識しなければならないと感じました。国
民の生命と財産を本当に守れるのかというこ
とは日本でも考えなくてはならない問題です。
このテロは米国だけでなく、民主主義を信
じる全ての国家国民に対する挑戦です。国際
政治を学んだ1人として、地方議員であって
も少しでも世界平和に寄与できる政治家にな
りたいと思います。今後とも会員の皆様の変
わらぬご支援とご理解をお願いいたします。
最後にこのテロで亡くなられた方々や残さ
れた遺族の方々に対し、心からお悔やみ申し
上げます。

解々外為箪

豪渓努警誓㍉

9月定例議会

【同意】

◎人権擁護委員．
・苅谷ヤエ子氏（陸田本町）
◎教育委員会委員
服部義逸氏（横野町）
9月11日に開会し、18日間の会期で平成13年◎監査委員 ‥‥．
・申出口喜代治氏（東緑町）
度一般会計補正予算案など12議案を原案通り可
………加藤光男氏
決しました。
（議会選出、新生同志会）
また、本年度一般会計補正額は1億6906万9
【決定】
千円を歳出歳入予算総額の283億300万円9千
円に追加したもので、歳入歳出予算総額を284億
◎決算特別委員会を設置し、委員を下記のとお
7707万8千円としました。同時に人権擁護委員
り決定しました。また、委員長は星野茂子氏、
の推薦、教育委員会委員の任命、監査委員の選任
副委員長は安井利彦氏に決まりました。
についての同意案についても可決しました。最後
・鈴木純氏（新自民クラブ）
に議会の新役員を選出しました。（詳細は次ペー
・玉田欽也氏（新自民クラブ）
ジを参照）
・仙石稔氏（新自民クラブ）
また、一般質問を行った議員は10名でした。
・正村洋右氏（市民クラブ）
（後にののべ尚昭議員の一般質問の詳細を報告）
・星野茂子氏（市民クラブ）
・今井公平氏（新生同志会）
【条例改正】
・箕浦敏夫氏（新生同志会）
◎稲沢市総合計画審議会条例の一部を改正しま
・茶原孝子氏（日本共産党稲沢）
した。
・安井利彦氏（公明稲沢）
◎稲沢市税条例の一部を改正しました。
◎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。

【意見書】

東緑町封肴再任︑
出の同委員に加藤光男氏
︵鎚︶を選任することに

◎国際テロ事件根絶に関する決議案を可決しま
した。

◎下水道対策特別委員会を廃止しました。
◎稲沢駅周辺整備特別委員会を廃止しました。
◎市民病院建設特別委員会を設置しました。

三期日︒建設委員長︑

【決議】

【廃止t設置】

同市松下︒また︑市民病 意するなどし閉

◎道路整備の促進と財源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、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、経
済財政政策担当大臣に提出しました。
◎地方税財源の拡充と地方交付税の見直しに
関する意見書を衆議院議長、参議院議長、内
閣総理大臣、総務大臣、財務大臣に提出しま
した。
◎学級規模の縮小・多様な学習が可能となる教
職員配置と義務教育費国庫負担制度の堅持を
求める意見書を衆議院議長、参議院議長、内
閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務
大臣に提出しました。

※順不同、括弧内は会派名

『中日新聞』尾張版（9月29日）より抜粋
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各委員会委員が決定

しま

した
特別委員会

常任 委 員 会
総務委員会
所管 議会事務局・
市長公室・
総務 所管
部・
会計課・
選挙管理委員会
事務局・
監査委員事務局・
他
の常任委員会の所管に属さ
ない事項

◎脳

厚生委員会
市民福祉部 ・
市民病院

市民病院建設特別委員会
所管 市民病院の建設に関する調
査・研究

◎ 河村三朗
○ 大河内明
玉田欽也
仙石稔
松田俊彦
山田宗康
星野茂子
山本平和
飯田瑛−

◎箕
浦
敏
夫

○ 茶原 孝子
加賀 盛勝 ￣
平手 久志
河村 三朗
山由 宗康

○ 鈴木 純
玉田 欽也
加藤 鐘−
内藤 和秀
正村 津右

柴山 孝之

安井 利彦

建設委員会
文教経済委員会
所管 建設部・
都市開発部・
下水道 所管 教育委員会・
経済環境部・
農
部
業委員会事務局
◎ 石田 茂
◎ 仙石 稔
○ 山本 平和
○ 今井 公平
飯田辰男
松田 俊彦
桜木 琢磨
加藤 光男
服部 開一
星野 茂子
大河内 明
坂上 国弘
飯田 瑛一
飯田 勇

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

◎委員長

◎ 坂上国弘
○ 飯田瑛一
飯田辰男
加賀盛勝
松田俊彦
桜木琢磨
加藤光男

山本平和

′ヽ ○副委員長
＼・

鈴木 純
稲沢市外二町衛生
組合議会議員

稲沢中鼻 水道企業
．
団議会議員

稲沢市ほか二町消
防組合議会議員
尾張西部農業共済
事務組合議会議員

石田 茂
桜木 琢磨
内藤 和秀
仙石 稔
加賀 盛勝
箕浦 倣夫
鱒部 開一
玉 田 欽也
飯 田 辰男
山田 宗康
河村 三朗
山田 宗慶
河村 三朗

一部 事 務組 合 等
； ．甜
茶原 孝子
柴 山 孝之
加藤 光男
大河内 明
坂上 国弘
飯 田 瑛一
正村 洋右
星野 茂子
山本 平和
柴 山 孝之
大河内 明
飯 田・
瑛−

土地開発
公社

監事
理事

都市計画審議会
委員
国民健康保険運
営協議会公益代
表委員

加藤 光男
石田茂
平手 久志
桜木 琢磨
鈴木 ・
純
加賀 盛勝
飯 田 辰男
今井 公平
仙石 鱒
玉 田 欽也
箕浦 倣夫

●
i ． 迅l
顕l
安井 利彦
正村 洋右
飯田 勇
飯 田 瑛一
星野 茂子
茶原 孝子

今回の傍聴者数

《議会を傍聴して！》
6月14日（金）、ののべ尚昭議員の一般質問の
時間（9‥30〜10：30）に後援会の皆さんを中心に20
名の方が傍聴に見えました。
今回は若い世代の方々、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。
初めて傍聴された方が多く、傍聴席は活気に満ち
あふれていました。今後も1人でも多くの方がの
のべ議員の一般質問の傍聴に来て頂けることを期
待します。
今回は若い世代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。
● 「めざすは地球視野の地域人です」これは、
ののべ議員の名刺にも書き込まれているのの
べ議員のキャッチフレーズです。今回の質問
は、この言葉に込められた野々部議員の政治
にかける思いが、いっにも増して伝わってく
る内容でした。質問の中で、ののべ議員は紫
外線対策について取り上げられたのですが、
環境問題というと国や国際機関レベルで取り
組む問題で、地方政治にはあまり縁のない問
題と考えていた私には、はじめは意外に感じ
る質問でした。
しかし、少し立ち止まって深く考えてみる
と紫外線の影響は、どんな地域に住んでいて
も多かれ少なかれあります。特に、子どもた
ちのことを考えると身近な生活の問題とし
て、きっかけさえあればとりくむ市民は多い
のではないでしょうか。あとは、どのような
対策を講じることができるのか、地方自治体
の行政の中でどれだけの施策が打てるのか、
よいアイデアが出せるかが問題です。紫外線
の問題についてののべ議員は、1000円程度
で購入できるカードで紫外線の情報をだれで
も確認できることなど、行政が情報の提供と
普及に努めれば、市民一人一人が身近な問題
として簡単に取り組めることを主張していま
した。コストが大幅にかかるわけでもないか
ら、行政がリーダーシップさえ発揮すれば、
すぐにでも実施することができることを提示
します。
ののべ議員の質問に接していていつも感
じることの一つに、構想力の豊かさがありま
す。地球的視野に立って地域において実現性
がありl、夢のある政策を打ちl出しうったえて
いく中で、市民に自らの政治家としての姿を
印象づけていると思います。そんなののべ議
員の質問スタイルからは、 「めざすは地球視
野の地域人です」という言葉の意味が伝わっ

てきます。行政を安易に叩くことや人目を引
くパフォーマンスに走って市民の一時の注目
をひくのではなく、本当の意味で市民に期待
される政治家であろうとされているののべ議
員の姿をこれからも議会傍聴を通じて見てい
けたらと思います。
NPO法人職員青木研輔・23歳

● 今回はじめて稲沢市議会を傍聴させていた
だき、ありがとうございました。冒頭に、今
回の9月11日のアメリカ同時多発テロに対
しての、野々部さんの言葉から始まり、大き
く3点についての質問でありました。
色々な市町村の議会をみさせていただくこ
とによって、地方地方によって色々な問題が
あること、また、全国的に共通した問題があ
ることを再認識でき、今後の私の活動にとっ
ても大変貴重な議会傍聴でした。
さて、傍聴させていただいた感想なのです
が、実に切れ味の鋭い、先見的な質問なんだ
とただただ感服するばかりでありました。質
問するだけなら、今までの議員たちでもでき
ますが、これに提言をプラスするという前に
前にという質問姿勢が感じとれました。
また、質問内容がどうしてあんなに分かり
やすいのかということを考えてみたのです
が、起承転結のしっかりとしたまとめがして
あるということだと思いました。これだけ
しっかりとした質問をされれば、執行部側と
しても、しっかり答えようという気にもなる
のでは、とも感じました。
私自身も当市の定例会において初めて質問
をしましたが、野々部さんのように力強い質
問ができるよう、また勉強させていただきに
参ります。野々部さん、市民の皆さんの幸せ
のために働けるように私もがんばります。今
回は非常に良い刺激になりました。
各務原市議会議員浅野健司・29才
● 先日、初めて議会の傍聴に行ってきました。
傍聴席をつめて座るほど人の多さにびっくり
しました。こうして市民が積極的に政治に参
加することは望ましいことなのですばらしい
なと思いました。また、議会の様子も想像し
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ていたようなヤジを飛ばす人がいたり、居眠
りをする人がいたりするものではありません
でした。むしろ厳粛でまじめな雰囲気で、傍
聴しがいのあるものでした。ののべ議員の一
般質問の内容は「市民の足確保について」、
「行財政改革について」、「エコシティ稲沢を
目指して（パート6）」の三点でした。これら
の質問には共通点があると思います。まず、
質問をすることについてしっかり調べてある
ことです。「市民の足確保について」は、巡回
バスの欠点や他の自治体例などが具体的に分
かりやすく挙げられ、紫外線対策についても
紫外線の種類や現状などが提示されました。
そのような詳細にわたる調査によって主張が
説得的になるのだと思います。また、質問は
どれも漠然としたものではなくはっきりして
いて分かりやすいことです。焦点の明らかな
質問が多いので、明確な答えが返されるので
あり、そのようなやりとりによって、行政側
の姿勢が明らかになるのだと思います。
さらに、質問は段階を追った一貫性のある
ものだということです。私は傍聴するのは今
回が初めてですが、議会報を見てみると質問
が一貫していることが分かります。特にISO
認証取得については、現段階の状況を把握す
るための論点を適格にとらえたするどい質問
であったと思います。
このように質問されることによって、市民
にとって理解しやすいものになるのだろうと
思いました。今回の初めての傍聴は大変有意
義であり、勉強になったと思います。ののべ
議員には若さを活かしていっそう活躍なさる
ことを期待しています。
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名古屋大学法学部2年児玉美和子・19才
● 朝早く、また突然の豪雨にも関わらず、議
会にはたくさんの人が集まっていました。私
もののべ議員の質問への期待に胸を膨らませ
ながら傍聴席に着きました。これまでに何度
か市政や質問予定項目について、ののべ議員
に直接レクチャーしていただいたので予備知
識もあり、行政の反応はどうだろうかなど開
会前から興味津々でした。

質問項目のうち、特に「行財政改革につい
て」に関心を持ちました。これはさらに以下
の2項目に分けて質問されていました。
（1）評価システムについて
（2）若者との交流（インターンシップ制度）
について
まず（1）ですが、ののべ議員はこれに関し
て何度も質問されています。今回終始強調し
ておられたのは、早く実行に移してほしいと
いうことでした。

今日、国民は「特殊法人」の天下り問題や
「外務省」の機密費問題などの影響で、税金
の使途について不信感を募らせています。市
民が政治・行政に対して漠然と抱いている不
信感を払拭するために、評価システムの導入
とその結果の公開は積極的に進めるべきだと
思います。そして、それにいち早く着目され
たののべ議員は、市民のニーズに敏感なのだ
と感じます。
次に（2）です。ののべ議員はインターン生
（職場体験）の受け入れなどについて、私たち
の活動も参考に質問してくださいました。実
際にインターンシップ制度に協力しているの
のべ議員の質問に対し、市長はややためらい
がちだったように見受けました。しかし、若
者の中には身近な社会問題に関心を持ちなが
ら、自分には何もできない、変えられないと
思いこんでしまっている人が大勢います。こ
うした若い世代の意見を聞くことは大変参考
になります。行政は是非若者との交流を積極
的に深め、若者に政治参加の希望を与えて欲
しいと思います。
ののべ議員の発言は要点が的確です。今自
分が行故に何を求めているのかをはっきりと
明示します。また、行政側が「検討します」の
一言で済ませられないよう、継続して同じ議
題について追求されます。これらによって内
容が引き締まり、また意味のあるものになっ
ています。私が誘った友人も真剣に傍聴して
いました。次回も傍聴したい、と感じさせる
素晴らしい内容でした。
名古屋大学法学部3年岡田正大・21歳
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一歩前進■行政情報コーナー設置

『中日新聞』尾張版（7月31日）より抜粋／−ヽ

「日本地方自治研究学会」活動報告
9月に日本地方自治研究学会がののべ議員
の母校・広島修道大学で開催されました。
ののべ議員は今回、メインシンポジウム「地
方分権と地方議会」のパネラーとして発表し
ました。現場を知る研究者として鋭い切り口
で北欧（スウェーデン）の政治と比較しながら
日本の市町村合併などについて熱弁を振るっ
ていました。
当日は広島県下の自治体職員や議員が大勢
参加し、盛大なシンポジウムになりました0

左端は司会の本田弘先生（日本大学）。
中央がののべ議員。

専門の比較政治（スウェーデン）と市
町村合併になると熱弁を振るう。

客席からの質問にも的確に答えるののべ議員
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9月定例議会
［ののべ尚昭質問］

三三≡衰蓄蚕￣＿三、一三￣こ享蓋‡
【現状】全国各地で赤字路線におけるバスの廃止や交通弱者に対する交通手段の確保が叫ばれてい
る。稲沢市においてもなんらかの対策を考える時期にきていると認識する。私はこの現状
をふまえて、巡回パスの否定→市民要望→各自治体例→早期実現と整理しながら質問
をいたしました。まず、私の考え方をここで提示しておきます。

国土交通省がバス事例の成功例、失敗例を来年度からデータベース化し、自治体やバス会社
に情報提供する検討を始めたようです。是非、なんらかの方策をこうじて市民の足確保を早
急に実現して頂き、いち早く市民ニーズを把握し利用しやすい制度を実現してほしいと考え
るが、市長に答弁を求めます。
■

質問の趣旨は十分理解しております。何らかの方法でいち早く市民ニーズの把握に努め、早
い時期に具体化できるように進めます。

〜評価システム〜
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【質問の基本的な考え方】
現在の定数管理の考え方ではなくて、市役所内の総仕事量をこなすのに一体にどれくらいの人
数が必要なのか。それをはっきり把握するためにはまず、1人の仕事量を把握しなければならな
い。そして、現在の行っている仕事の質も問われてくる。まず、そのことから始めたらどうか。
【参考事例】
札幌市：非常に分かりやすい対系図を市民に公表している。ホームページでも公表。
川崎市：川崎新時代2010プラン
5政策−25政策目標−104の方向性・296施策
−281の方向性・936基本事務事業
−2000事務事業
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評価システムについて県内の導入状況はどのようか。

豊橋市、瀬戸市、半田市、豊田市、大府市の5市です。施行中の市は豊川市、新城市、東海
市、高浜市の4市です。
施策事業体系の明確化が必要。以前質問したがはっきりと答えがでなかった。是非、整理し
て来年の施政方針に盛り込んでほしい。
まず、施策事業体系の明確化に取り組んまいります。

■l

何らかの評価システムは市長以下、管理職の方も必要と感じていながらいっこうに調査、研
究が進んでいない。実際にどのように導入してよいか分からないのだと思う。評価システム
の導入で何が一番大切かはまずやってみるという姿勢である。そこでやってみるといっても
素人ばかりではダメ。やはり評価システムのプロを雇用した方がうまくいっている。来年度
の予算に計上して取り組んで頂きたい。もはや、調査、研究の時ではない。実行の時である。
t

導入の調査事例を進め、稲沢市としてどの分野でどんな時期に導入していくかについてよく
内部調整をしながら進めていきます。今後さらに研究して、早い時期にこの評価制度のシス
テム化を図ってまいりたいと思います。

〜若者との交流インターンシップ制度〜
21世紀のまちづくりには若者と女性がキーワードになる。とくに若い世代が夢や希望をもてるよう
なまちづくりをするためには行改も若い世代との交流が必要である。
【参考】大学やNP？団体が職場体験として、さまざまなインターンシップ制度を活用0
【現状】私も現在2名の大学生を受け入れている。（詳細は後のページを参照）
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【感想】先日、インターンシップ生が市長と約1時間くらい話す機会があった。学生は非常に有意
義であったと感じており、市長に対して非常に良い印象を持ったと話していました。また、
市政が身近に感じ行政に関心が高まったとも言っています。

長の同行体験へ

山であすから

活動内容を体験する︑
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年の春日雅史さん れているかを学び丸
名舌癌市東区芳野 い﹂︑春日さんば﹁民出
二人が選ばれた︒ 非営利団体︵NPO︶止
市長インターンシップ 動について学んでおり︑

『中日新聞』尾張版
（8月23日）より抜粋

今後社会を担っていく世代と接点をもつことは大きなメリットがある。このインターンシッ
プは行政に対して関心を持たせる良い機会であり、自治意識の向上に大きく貢献する事業で
あると思う。公務員希望の学生にとってはさらに良い機会になる。また、今後市長もまちづ
くり、特に行財政改革に関して今後社会を担っていく世代が何を考えているのかを聞く良い
情報収集の場になるのではないか。
犬山市長さんの例もお聞きしております。若い世代の方々との情報交換の必要性は感じてい
ます。そうした機会はなかなかありませんし、機会があれば積極的にお話をさせていただく
ように努めていきたいと思っています。ご提案のインターンシップ制度についても有意義な
制度と感じておりますが今後の課題とさせていただきます。

エコシティ稲沢を目指して（パート6）
〜ISO認証取得について〜
●

【今までの経過】
平成10年6月議会で稲沢市議会で初提案。2期目の選挙公約の1つ。計画策定から約1年半か
かってはいるが一定の評価に値する事業だと認識している。
【8月2、3日一初動審査9月4、5日一本審査】
ISO取得前までに本審査があり、その前に初動審査がある。本審査の前の初動審査で何点か
指摘を受けるがその状況はどうであったか。また、それを受け本審査が今月初めに行われた
が問題はなかったか。

回﹇風間﹇凶

初動審査での指摘事項は観察事項が5件ありましたが、重大、軽微となる不適合事項はあり
ませんでした。初動審査の観察事項は是正し、本審査に臨みました。本審査では観察事項が
2件ありましたが、不適合となる事項はありませんでした。
結果はいつでるのか。また取得できる見込みはどうか。

9月26日に認証登録機関による判定委員会で審査を受け認証取得が決定されます。取得で
きる自信はあります。
本庁以外の拡大計画はどうなっているのか。

来年度から順次、市民病院を除く全ての施設を対象に拡大していきます。

【ポストISOについて】
実はポストISOの方が重要
自治体における効果

自治体組織内部における効果
住民、企業に対する効果
J地球環境への効果

環境先進都市「上越市」では、ISO認証取得後に環境をテーマにまちづくりを進めていくた
めに、市職員の独自の取組として月1日のノーカーデーなどを設定している。稲沢市でも
市職員の独自の取り組みが必要となってくる。独自の取り組みはある程度の痛みがいる。今
後、市民、企業に環境に対して協力して頂くために市職員で何か目に見える分かりやすいこ
とをした方がよい。何か考えているか。
市職員の独自の取り組みとしてはエコデーなどを設定し、環境保全に配慮した活動を検討し
てまいりたいと考えています。
●

市民・企業に広めるために取得時に環境イベントを実施して勢いをつけたらどうか。また、
取得時に「地球環境都市宣言」をしてPRくらいしてもよいのではないか。市民に対する宣
伝効果のためにも、遅くても来年度の施政方針の中に盛り込んで「地球環境都市宣言」を提
唱してほしい。
「地球環境都市宣言」の提唱については認証取得が決定次第、早く方策を講じてまいりたい
と考えています。
家庭での取り組みを支援して行くべきではないのか。「環境家計簿」などを配付し、環境教
育を推進していったらどうか。
【参考事例】上越市…1万冊を配付。松戸市…小中学生を対象。
家庭でできる省エネや地球温暖化防止策として親子などで手軽にできる環境教育にもなる
「環境家計簿」などの普及に努めてまいりたいと考えています。

〜紫外線対策と情報提供〜
「
【確認】平成11年9月議会、平成12年6月議会と毎年問題提議している。オゾン層の破壊と紫外
線B（有害紫外線）の危険性について、市民の生命を守るためにはこの危険性をいち早く知
らせるべきである。
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是非、子ども、市民を守るためにこの危険性を市民に情報提供してほしい。UVインデック
ス、バーンタイム情報を市内に電光掲示板などを活用して周知してほしい。また稲沢から全
国にこの危険性を訴えるチャンスでもあり、早急に実施してほしい。
紫外線予防対策の取り組みにつきましては、数点ほどご提案がございましたが現在の状況を
踏まえて今後できる限り方策を講じて手法について検討させて頂きます。

特に幼児期の対策が必要である。保育園で何か対策はしているか。是非、スリップ（シャツ）
スロツプ（UVローション）スラップ（帽子）の徹底と教育を園長代理会などで徹底してほしい。
園長代理会などで紫外線対策の教育と情報提供を実施するよう周知徹底を図り、できること
から取り組んでまいります。
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紫外線強度測定カード（UVMETERCARD）
このカードは、瞬時に
紫外線カットの有無を
チェックしたりバーン
タイムを計ったりでき
る優れ物です。価格は
約1，200円。カナダ
製。
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2001年度（夏）議員インターンシップ
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ののべ議員の議席で記念撮影

【活動を絶えて】
名古屋大学
法学部2年
児玉美和子
実際に行われている政治がどんなもので
あるのか知りたい、そう思って議員インタ
ーンシップに応募することを決めました。
政治とは私とは関係のない遠い世界で行わ
れているものという印象をもっていまし
た。
インターンの活動を通じ、私の知りたか
った政治家はどのような活動をしているの
か、議会はどのように行われているのかな
どを知ることができました。そして、それ
はこれまで持っていた印象とは違い、身近
に感じられるものでした。議会や委員会で
は、直接市民の生活に関わることが議題に
なり、そこでなされる議論や主張は市民の
ニーズにこたえようと念入りに調査、研究
されたものだったからです。また、議会な
どの様子は教科書で学ぶような型にはまっ
たものではなく、居眠りする議員やヤジを
とばす議員もおらず、思っていたよりきち
んとしていて信頼のおけるものだと思いま
した。
活動の中で一番印象に残っているのは、
選挙の手伝いに行ったことです。手が痛く
なってもハガキの宛名書きをしたことや、

早起きしてビラをくばったこと、遊説カー
とともに自転車をこいだことなど、どれも
楽なことではなかったですが初めて経験す
ることばかりで楽しかったです。
政治的なことだけではなく、人付き合い
なども勉強になりました。ののべ議員が人
付き合いを大切になさっておられるよう
に、その大切さを見ることができました。
しかし、実際初対面の人に出会う機会も多
かったのですが、うまく人とつきあうこと
は簡単ではないと思いました。
貴重な経験をさせていただいて、ののべ
議員とその他お世話になった方々には感謝
しています。ののべ議員、これからも頑張
って下さい。応援しています。
【ののべ議員からのメッセージ】
選挙運動から始まって、今までに体験し
たことのないことばかりだったと思いま
す。児玉さんはどんなにつらい仕事でも率
先して取り組んでくれました。本当に助か
りました。
「現場の政治」を見てみたいという要望
にどれだけ奮えることができたか分かりま
せんが、大学の授業では教わらない政治を
体験できたのではないかと思います。
児玉さんは公務員志望と聞いています
が、この経験を今後の就職活動に活かして
下さい。いろいろありがとう。
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【活動を絶えて】
名古屋大学
法学部3年
岡田正大

「

「大学で教わる政治は理屈だけで物足り
ない。生の政治が見たい！」それがこの夏
議員インターンシップに参加しようとした
動機です。大学教授は様々な理論を基に現
実の政治を批判し、改革をうったえます。
しかし、職業として政治に携わっている
人々にとって、こうした理論は「机上の空
論」でしかないのではないかと感じていま
した。さらに、それを知るには「現場に飛
び込んで、生の政治家と触れ合うしかない」
と考えて決意しました。／
そんな私にとって、ののべ議員との出会
いはまさに念願にかなうものでした。のの
べ議員は手間をかけることをわずらわず
色々な場所へ私たちを同行させ、様々な体
験をさせてくれました。また、多くの人と
お話をする機会を作ってくださいました。
そして、ののべ議員は自らの信じる政治理
念から立候補した当時の心境など個人的な
事柄まで、たくさんのことを直接語りかけ
てくださいました。これらのことから多く
を学び取ることができました。
議員と一口に言っても様々です。仕事の
中身も人間性も千差万別である。私が今回
特に実感したのは、仕事の中身も人間性も
千差万別だということです。議員の仕事は
特に定まったマニュアルがあるわけではあ
りません。4年の任期の間、どのような活動

を行うかは大きく個人の裁量に任されて
います。もちろんののべ議員は精力的に活
動し、市政についての研究を怠りません。
しかし、中には当選した翌日から次の選挙
の粟国めしか頭にない議員もいると思い
ます。
私たちが投じた一票がどのような結果
をもたらしているか、それを見届けるのも
主権者である私たち市民の務めです。その
第一歩は議会へ行き、議員の仕事ぶりを見
ることでしょう。市議会の傍聴に出向いた
時、傍聴席が予想外に狭く、席数も少ない
のに驚きました。今後、自分の一票の行方
を見届けようと傍聴者が増え、傍聴席の拡
充が課題となると理想的です。
最後に改めてののべ議員に感謝いたし
ます。この夏の体験をもとに大学での研究
を続けてゆきたいと思います。ののべ議員
のますますのご活躍にも期待しています。
【ののべ議員からのメッセージ】
面接した翌日から、選挙応援を手伝うた
めに泊まり込みをしたり、いろいろ辛い仕
事をさせたりしました。よく怒ったりしま
したが、この期間で岡田君の成長ぶりは目
を見張るものでした。政治だけでなく、人
生の少し先輩としていろいろ話をし、私の
方も良い刺激を受けました。
岡田君は研究者志望ですが、是非この体
験を活かし、現場のことを大事にする研究
者になってほしいと思っています。稲沢市
民としてこれからも応援して下さい。頼り
にしています。
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一歩前進・政治参加（議員インターンシップ）

『中日新聞』
県内版
（9月4日）
より抜粋

ののべ議員の自宅前にて

議会傍聴席前にて

国府宮事務所前にて

議会だより作成作業中

日本三大奇祭・火祭見学

水野後援会最高顧問と対談

※地球環境保護のため再生紙を使用しています。
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