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ののべ尚昭経過報告

10月1日　稲沢緑ライオンズクラブ例会出席

2日　管内視察（総務委員会）
6日　バングラデシュ海外医療ボランティア活動
‡　現地マスコミからインタビュー
10日

10日　帰国報告（⇒稲沢市長）
11日　議会だより小委員会

15日　細野豪志衆議院議員（民主党）来稲
19日　全国若手市議会議員の会事務局会議（札幌市）
20日　全国若手市議会議員の会役員会（苫小牧市）
23日　戦没者追悼式

25日　岡本太郎美術会見学（川崎市）
26日　尾張4市議員研修会
28日　稲沢地区老人クラブスポーツ大会

消防団観閲式
29日　衛生議会

30日　三宅川立会（河川管理）
一宮興道高校表敬訪問

11月1日

2日

3日

7日

9日

市政記念式典

地域政治行政研究会（広島修道大学）
広島修道大学同窓会支部長会議、同窓大会

東海若手市議会議員の会研修会（岐阜市）
岐阜市の保育政策、水道事業、国際会議場

バングラデシュ大使館（東京都目黒区）
ジャミル特命全権大使と会談

国際協力事業団（JICA）表敬訪問（新宿）
新エネルギー・産業技術総合開発機構陳情（池袋）
舛添要一事務所訪問（参議院会館）

12日　市民クラブ市改調査（岡崎市立緑丘小学校）
13日　荻須高徳誕生100年記念鑑賞

14日　行改視察（総務委員会）
‡　　　佐賀市、広島県廿日市市
16日

19日　議会運営委員会
石川県松任市議選挙：応援

大口英夫議員（36才）
20日　委員協議会（総務委員会）

稲沢緑ライオンズクラブ20周年記念式典出席
27日　議員総会

名港管理組合副議長就任パーティ

（塚本久愛知県議会議員）
12月4日　定例議会（開会）

J

18日　閉会

5日　議員インターンシップ説明会（名古屋大学）
6日　叙勲祝賀会
7日　一宮興道高校訪問

9日　第15回バトンフェスティバル（東京都荒川区）
予算要求（市民クラブ⇒市長）

20日　個人視察（岡崎市立緑丘小学校）
26日　年末夜警巡視激励
27日　障害者施設慰問r尾西市1

会員の皆橡
新年明けまして

おめでとうございます

明けましておめでとうございます。2002年

の新年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。

昨年は同時多発テロにより国際社会に大き

な衝撃を与えた年でした。また、景気の低迷、

金融不安、失業率の急増など暗いニュースが

多い1年でした。そんな中でも、名古屋大学

の野依教授のノーベル化学賞受賞、愛子内親

王のご誕生など明るいニュースで締めくくら

れた年でもありました。まさにこれは今年に

つながる明るい未来に向けた希望の架け橋に

なると思います。

こんな時代だからこそ政治がしっかりしな

ければなりません。それには政治家自身が国

民から信頼される存在にならなければなりま

せん。私は21世紀に活躍する子どもたちが胸

をはって故郷を語れるまちづくりをしたいと

思っています。私は厳しい時代の中で、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。皆様方の温かいご理解とご

支援をよろしくお願い敦します。

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。

娩儀買解々外為婦



謹　賓　新　年

青年部 後援会会長　　　　　後援会最高顧問
広田暁之　　　　　加藤進一　　　　　　水野初彦

青年部

吉川直城

明けましておめでとうございます。2002年の輝かしい希望に満ちた新春をお迎えのこと

とお慶び申し上げます。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。

ののべ議員は昨年、議員6周年を迎え充実した政治活動を送った1年でした。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ない幅広い活動を続けてまいりまし

た。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、昨年夏には東海若手市議会議員の会会長に再任、さらに議員インターンシップを受

け入れるなどJ若きリーダーとしてますます指導力を発揮しています。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。新しい時代にはののべ

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。彼のすばらしい故策立

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。
今年も後援会活動におきまして、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

平野ソフト

女性部　　　　クラブ監督　　　広島後援会　　　広島後援会

笠井美紀（4回生）　　　内藤季子　　　水野祐吉　　　　初田昭彦　　　　藤田－
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12月　定例議会

√、＼

′‾、

12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、稲沢市職員の公益法人等

への派遣に関する条例を制定する条例案など39

議案を原案通り可決しました。

また、一般会計補正予算額は補正予算第3号で

4億6056万4千円を歳入歳出予算総額の284億

7707万8千円に追加したもので、歳入歳出予算

総額を289億3764万2千円としました。

同時に、青少年健全育成基本法の早期制定を求

める意見書案、助役の■選任についての同意案につ

いても可決しました。

また、一般質問を行った議員は11名でした。

（後にののべ尚昭議員の一般質問の詳細を報告）

【条例制定】

◎稲沢市職員の公益法人等への派遣に関する条

例を制定しました。

【条例改正】

◎政治倫理の確立のための稲沢市長の資産等の

公開に関する条例の一部を改正しました。

◎稲沢市職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部を改正しました。

◎稲沢市地区市民センター設置条例の一部を改

正しました。

◎稲沢市公告式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。

◎稲沢市立児童厚生施設の設置および管理に関

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条例の一

部を改正しました。

◎稲沢市武道館の設置及び管理に関す条例の一

部を改正しました。

◎稲沢市弓道場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正しました。

◎稲沢市勤労青少年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。

◎稲沢市勤労青少年体育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。

◎稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正しました。

◎稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する

条例の一部を改正しました。

◎稲沢市教育委員会委員長の給与、勤務時間

その他勤務条件に関する条例の一部を改正し

ました。

◎稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正

しました。

【意見書】

◎青少年健全育成基本法の早期制定を求める意

見書を衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚

生労働大臣に提出しました。

【同意】

◎助役…吉川昭氏（稲葉）

【設立】

◎稲沢中島広域事務組合を設立しました。

『中日新聞』尾張版（12月19日）より抜粋
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《議会を傍聴して！》
12月7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21名
の方が傍聴に見えました。

今回も老若男女問わず大勢の方が傍聴に駆けつ

けました。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。

●　私にとって稲沢市議会の傍聴は、インターン

（職場体験）中であった8月に引き続き2度目
になります。前回は、質問予定項目について

ののべ議員が直接レクチャーして下さいまし

た。今回は前回と違い、ほとんど予備知識も

ないままだったので、きちんと質問内容を理

解できるか不安もありました。

しかし、いざ一般質問が始まってみると、そ

のような不安は一掃されました。今回の質問項
目は、「学校教育について」と「エコシティー

稲沢を目指して（パート7）河川浄化について」
の2点です。いずれにおいてもののべ議員は、

まず現状認識を明らかにすることから始めま

す。次にののべ議員は現状の問題点を浮き彫

りにした上で、その解決のための提言をされ

ます。そのため、何の予備知識もない傍聴者
でも順を追って内容が理解できます。

私は今回さらに、ののべ議員がいかに自分

の目と耳を使って直接情報を集めているかを

知り、大変すばらしいことだと思いました。学

級崩壊について行政側が「市内の小・中学校

では学級崩壊の事例は一件も無い」という見

解を示したのに対し、ののべ議員は「私が様々

な人の話を伺う限り、一件も無いとは言い切

れない」とはっきり指摘されました。

また、河川浄化問題については、有効な先

進事例として岡崎市の緑丘小学校の活動を詳

細に報告されました。これらは、いずれも行
書　政の発表などの間接情報にだけ頼るのでなく、

現状の正しい認識を自分自身で見極め、様々

な先進事例を自ら学び、それを活用しようと

いう積極的な姿勢と熱意の表れだと思います。

政治参加には、（1）現状を正しく知る、（2）
自分なりに問題意識や考え方を持つ、（3）実際
に問題解決に向けて活動する、の3つの段階

があると思います。ののべ議員にとってこれ

は、（1）情報を集め、（2）問題への解決策を考

え、（3）それを議会で提言し実現に導く、とい

今回の傍聴者数

う3つの段階に当てはまるのではないでしょ

うか。今後の活躍にもなお一層期待していま
す。がんばって下さい。

名古屋大学法学部3年岡田正大・21歳

●　先日、ののべ議員の一般質問を傍聴してき

ました。私が議会を傍聴するのは2回目です。

初めて傍聴した時に感じた雰囲気と阿じよう

に、今回もやはり稲沢市議会は厳粛で望まし
／

い雰囲気を作り出していました。傍聴者も多

く、稲沢市民の政治への関心が高いことを改

めて感じさせられ、感心するばかりです。ま
た、傍聴者の多さはののべ議員への信望の厚

さを示しているとも思います。

今回のののべ議員の質問の内容は、「学校教

育について」と「エコシティー稲沢を目指し

て（パート7）」の2点でした。まず「学校教
育について」ですが、その内容は非常勤講師

の活用と不登校・いじめ・学級崩壊の対策に
ついてでした。学校教育については、これま

でに何度もののべ議員が質問なさってきた問

題であることを議会報から知りました。

今回の非常勤講師の活用についてがそうで

すが、質問されるごとに新しい論点を提示さ

れています。教育問題をいろいろな角度から

多面的に捉えることによってよりよい教育を

目指しておられる姿勢をうかがうことができ

ます。

不登校・いじめについて、私は社会問題で

あるという認識はありますが問題が慢性化し

ているために、あまり意識されなくなりこれ

といった対策がなされていないというイメー

ジを持っていました。ののべ議員は以前にも

この問題について質問されたことがあり、そ

の取り組みはそのようなイメージを崩すもの

であると思いました。決して慢性的な問題で

はなく、解決策があることをののべ議員の質
問を聞いて知りました。

「エコシティー稲沢を目指して（パート7）」
は河川浄化についての質問でした。そこでな

された提案は、具体例にもとづいた分かりや

すいものであると同時に、斬新性を備えたも

「
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のでした。特に河川浄化と学校教育を関連さ

せて提案されたことは、包括的に現状を捉え、

広い視野で物事を考えておられることの表れ
であると思いました。

今後も議会傍聴を通して、ののべ議員の活

躍を見ていきたいと思います。ののべ議員、こ
れからもがんばって下さい。

名古屋大学法学部2年児玉美和子・19歳
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喜享書享享≡享≧≡芋茎葦≡
期
中う鱒．、学費な氏公正誇

圭享享≡享享≡き登睾詳報繭霧

『中日新聞』尾張版（12月8日）より抜粋

感遠軽群顎



議会　活　動　報告 12月定例壬生∠ゝ自我Z三

［ののべ尚昭質問］

～非常勤講師の活用について～

【先進事例】埼玉県新座市：小学校1年生対象に1学級2人制

園
［
凰
園
［
凰

少人数学級、1クラス2人制などの授業体制の現状はどうなっているのか。

現在、1クラスの児童生徒をおよそ半分ずつに分けて、2人の教師で指導しています0時に

は1クラスに2人の先生が入って進めるティームティーチング方式をとる場合もあります0

犬山市は約8000万円（14校）で市単独教員を増員し、きめ細やかな授業になるように工夫

している。稲沢市でもモデル的に数校でもいいので、市独自で教員の増員をできないか0

様々な制度を活用しながら、モデル的に実施できるよう予算要求してまいります0

～不登校いじめ学級崩壊の対策について～

昨年度の不登校・いじめ・学級崩壊の現状と原因についてお尋ねします0

不登校・いじめは下記のとおりです。なお、学級崩壊はないと認識しています0

【不登校】小学校28人、中学校108人、合計136人（全体の1・5％）

主な原因：無気力、遊び非行、情緒的混乱など

傾　向：増加傾向

【いじめ】小学校37人、中学校36人、合計73人（全体の0・8％）

主な原因：言葉によるもの、仲間外れ、持ち物を隠すなど

傾　向：若干減少傾向

これらの現状に対して学校はどのように対応しているのか。

各校毎に組織するいじめ・不登校対策委員会全体で組織する生徒指導主事連絡会、スクール

ヵウンセラー・心の教室相談員との連携、民生委員、児童相談所、稲沢警察署など関係団体

機関と連携を図りつつすすめています。

いじめや不登校対策はあきらめてはいけない。やはり色々なデータで浮かび上がる解決策や

ヒントがある。長期休暇の問題、学期、学年、学校別の調査・分析をしたらどうか0
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そのような細かな調査・分析をして対応していきます。

現在、中学校では心の相談員（5校）、スクールカウンセラー（2校）臨床心理士を配置して生
徒の悩みや相談を聞いている。今の現状では充分でないと認識するが、教育委員会として、

心の相談員の増員を考える土とはできないか。

また、学校まで来ることができない生徒を対象に稲沢版フリースクールの設置について具体

的に取り組んでいただけないか見解を求めます。

現在のところ心の相談員の増員は困難だと考えています。しかし、稲沢版フリースクールの

設置に関しては方法や内容など議論しながら、来年度の予算に反映できるよう努力してまい

ります。

（
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エコシティ稲沢を目指して（パート7）■河川浄化について

～現状の認識について～

【河川の二大機能】

・癒し

・親水空間

・環境教育

【市民意識の向上】

近年、福田川（3か年）、大江川など市民の力によって河川の浄化運動がされ

取り組みは市民の環境に対する意識が集結した結果であ

状況下で行政はどうしていくのかが問題

担当として河川の水質は一般的に法的にクリアーされているのか。定点調査においてはたと

えOKだとしても、他の場所においてはさらに汚れている可能性がある。ます、このことに

関する見解を問う。

6河川9地点で毎年、定期的に行っています。年々数値的には水質浄化が図られ環境基準は

クリアしています。しかしながら、住宅密集地を流れる小河川においては浄化が進んでいな

いのが現状です。生活排水水質調査としましては5河川10地点で調査していますが、環境

基準をクリアする地点が平成7年度では2地点、平成12年度では4地点にとどまっていま

す。今後さらなる河川浄化をすすめていかなければ高ナないと認識しています。

～今後の取り組み計画について～

蘭稲沢市は今後莫大な予算を投入して下水道整備を行っていく。下水道整備の大きな目的の1

つとして河川の浄化が求められる。河川を汚す原因として汚水と家庭排水がある。確かに汚

水は下水道整備で対応できる。しかし、今河川を汚す大きな問題は家庭排水にある。各町内

でも定期的に川ざらえを行ったりしている。こういった現状を無視して行政は何もせず、見

ているだけではいけない。そこで、河川の浄化に関する今後の計画はあるのか答弁を求める。

市内の河川の実態を調査し、市民とリンクした取り組みをどう構築していったらよいのか検

討していきます。本格的な施策に関しては平成14年度及び15年度で取り組む環境基本計画

において盛り込む課題であると認識しています。

～EM活用について～
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河川浄化の先進事例として岡崎市の六斗目川を市民クラブで視察してきた。EM活性液を活

用し見事に河川浄化に成功した。もちろん河川をきれいに保全するには地域の住民の協力が

ないとできることではないが、この事例は大変参考になった。是非、稲沢市でもモデル河川

（稲沢公園西の三宅川）を作って実施したらどうか。是非来年度の予算に計上して取り組ん

でいただきたいが見解を問う。（市長、経済環境部）

モデル実施する河川についても候補地を設定して今後実施にむけて検討してまいります。

治水対策を行っていく上で河川環境についてどう考えているか（建設部）に見解を問う。

河川環境については水の浄化と河川整備における水辺空間の創出が重要な役割を果たすもの

と考えています。水の浄化に関して県下で様々な事例があると聞いていますのでこういった

事例を調査しながら研究していきます。また、水辺空間の創出については、平成9年度に愛

知県が日光川地域河川空間管理計画を策定し、河川空間の整備に関する基本方針を定めてい

ます。その中で稲沢市内の河川（三宅川、福田川、目比川、光堂川など）においては「田園
ブロック」に位置づけされています。今後、県とも協議する中で河川環境の整備に努力して

まいります。

岡崎市立緑丘′J、学校でも地域あげての取り組みで校長先生が一番喜んでいることはここ数

年、この環境教育の取り組みをした結果、不登校生徒が1人もいなくなったことだと話して

います。さらに、この事業は地域を巻き込み、両親をも巻き込んで行われているのセ、学校

との信頼関係や地域とのつながりが密接になったとアピールしていました。このように、我

が稲沢市でも地域における学校のあり方を考える意味で、モデル的に学校教育の中で取り組

めないか。（教育長）に問う。

環境教育の一環として大切なことで私としましてもどのように取り組むか今後検討してみた

いと思っています。

東海若手市議会議員の会（会長：野々部尚

昭議員）では年に4回、4県（愛知、岐阜三

重、静岡）をリレーして研修会を開催してい
ます。研修会では各議員が議会報告を行い、

貴重な情報交換の場となっています。今回

は岐阜県で開催されました。（詳細は新聞記

事参照）

『岐阜新聞』県内版（11月8日）より抜粋



10月に海外医療ボランティア活動のため、バン

グラデシュに行ってきました。私は現地ダッカ市

クットラ区のあいち病院の最高顧問をしています。

今までの活動の主な内容は子どもたちに無料で診

療したり、薬の無料提供、保健教育です。多くの

方々から募金や寄付を頂いてこのような活動が継
続できてます。

今回は稲沢緑ライオンズクラブ（水野初彦会長：

ののべ尚昭後援会最高顧問）さんの絶大なるご支

援で、高度な医療機器5点（約600万円）の提供

を実現しました0現地のライオンズクラブと稲沢

緑ライオンズクラブの国際共同事業としてこのよ

うな人道的支援が可能になりました。

私たちの病院は週に3～4回ボランティアクリニッ

クをしています0しかし、医療機器の老朽化に伴

い、十分な医療サービスを提供することが困難で

した0今回の援助でさらなる医療サービスの充実

が図られました0さらに、あいち病院を中心とし

て地域医療にも貢献しています。地元医師会、日

本大使館、JICA日本事務所からも大変感謝され、

バングラデシュのマスコミからも多くの取材を受
けてきました。

今回は米国同時多発テロの関係で非常に危険な時

期に訪問しました。結果的には私たちが現地につ

いた後、米国がアフガニスタンに空爆を開始しま

した0多くの方からご心配していただきました。

本当に感謝しております。今回は私と稲沢緑ライ

オンズクラブの水野会長、大学時代の友人（広島
後援会）4人で現地に行ってきました。その時の内

容が新聞に掲載されましたので、写真とあわせて

報告いたします。

昨年春に着任した小林大使
と会談

小林大使、中村一等書記官

を囲んで記念撮影
坂本所長から日本のODA

について話を伺う

／「
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海外医療ボランティア活動inバングラデシュ

ライオンズクラブ・アイ・ホスピ

タル正面入口前（役員の皆さんと）

医療機器贈呈式典でのスピーチの

様子（あいち病院前）

医療機器贈呈式典の様子

ボランティアクリニックで子供た

ちにお菓子をプレゼント

ホセイン医師からオペの状況説明

（あいち病院内）

ライオンズクラブ（バングラ）代
表・アブドラー氏から花束贈呈

贈呈した医療機器のオープンカッ
ト

ナゴリ村の子供たちから花束歓迎

ナゴリ村の学校（ボランティアク
リニック実施場所）と生徒たち

贈呈した保育器の前で病院スタッ

フと記念撮影（あいち病院内）

アブドラーファミリーと夕食会（ア

ブドラー氏自宅）

バングラデシュ医師会との交流式

典でのスピーチの様子

ボランティアクリニックでホセイ

ン医師から説明を受けている様子

ナゴリ村の教会内（オニタシスタ
ーと記念撮影）

老朽化した医療機器対策について

議論している様子（あいち病院内）

※地球環境保護のため再生紙を使用しています。


