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ののべ尚昭経過報告
4月5日 国際友好協会理事会
6日 消防団任命式
稲沢地区まちづくり推進協議会決算総会
7日 愛知文教女子短大入学式
8日 議会運営委員会、議会だより編集小委員会
東海政策研究会
12日 EM研究会（三宅川浄化運動）
15日 議員総会、臨時議会
20日 植木まつり開場式
21日 山口県光市議選：応援（西村憲治議員）
24日 稲沢地区区長会
26日 EM研究会（三宅川浄化運動）′
30日 土地開発公社理事会
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5月10日 東海若手市議会議員の会研修会（静岡県掛J一価）
エコパ（ワールドカップ競技場）見学
11日 全国若手市議会議員の会役員会（東京）
13日 桜木区陳情
14日 伊藤博幸市議（宮城県塩釜市）稲沢市訪問
16日 稲西小教育後援会評議委員会
稲西小地区体育振興会理事会
18日 稲西中後援会総会
20日 議会運営委員会、市民クラブ政策会議
21日 委員協議会（総務委員会）
24日 地方自治経営学会（東京・市ヶ谷）
25日 稲沢地区まちづくり推進協議会総会
稲西小地区体育振興会懇親会
26日 稲沢市消防換法大会
21日 議員総会
28日 池都区陳情
浅野史郎宮城県知事と会談（宮城県庁）
29日 個人視察：仙台市教育委員会（2学期制について）
個人視察：宮城県塩釜市（まちづくりについて）
30日 議会運営委員会
地域政治行政研究会（広島市）
31日 山口県防府市（前原田洋介市議訪問）
個人視察：島根県津和野町（国際交流について）
6月4日 定例議会（開会）
I

19日 閉会
7日 ホセイン医師来稲
！ （バングラデシュ：あいち病院院長）
8日

23日 桜木区虫祭
24日 細江茂光岐阜市長と会談（岐阜市役所）
25日 国際友好協会総会
28日 EM研究会（稲西小）

会員の皆棟
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。
改革を訴えた小泉内閣が誕生し、早1年が
経ちました。当初、内閣支持率が90％あった
ものの、今ではその半分以下まで下がってし
まいました。これは国民の期待が大きかった
分、改革がなかなか進まない苛立ちが数字に
表れたものだと思います。
改革しなければならない課題が山積する中、
国会はあらゆる疑惑のオンパレードです。大
事な審議時間はまさに与野党の政治家のため
の争いに費やされ、国民からすれば本当に議
論してほしい問題は後回しです。こんなこと
では改革は一向に進むはずはあ／りません。ま
た、これだけ疑惑が相次ぐと政治に対する信
頼がますますなくなるばかりです。私も一政
治家として虚しくなります。
今こそ政治家がしっかりしなければならな
い時代です。「良いことは良い。悪いことは悪
い。」とはっきりものの言える政治姿勢を貫き
たいと思います。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。

初姶族買解々外為覇
憫r珊鰹野

や均

′／

転】
姜

ナ．

▼

＿■ゝ二・∴．＿＿
．．＿＿．‥．｝く・1∴＿∴、▲㌧JJ、・−・1■−∴・■■

→

−・▼

二

jここや＝●￣ ●

￣

6

∴−1ト■

月定例議会

《議会を傍聴して！》

6月10日（金）、ののべ尚昭議員の一般質問の時間
6月4日に開会し、16日間の会期で平成14年度（10：45〜11：45）に後援会の皆さんを中心に19名の
一般会計補正予算案など6議案を原案通り可決しま
方が傍聴に見えました。今回は大学生、ボランティ
した。
ア団体、他市の市議会議員の方など、幅広い層の皆
また、本年度一般会計補正額は5651万6千円を さんが傍聴にみえました。今後も1人でも多くの方
歳出歳入予算総額の271億3000万円に追加したも
がののべ議員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生の声を届けて
ので、歳入歳出予算総額を271億8651万6千円と
しました。
頂きました。皆様も是非一度足をお運び下さい。
また、一般質問を行った議員は11名でした。（後
● ののべ議員の質問を聞きながら強く感じたの
にののべ尚昭議員の一般質問の詳細を報告）
は、まちの発展を考えるときには既存の価値観
【条例改正（議員発議）】
ややり方に捕らわれずに政策を考えなければい
けないということでした。
◎稲沢市議会政務調査費の交付に関する条例の一
新しい施設を建設したり、企業を誘致すると／「
部を改正しました。
いったことは確かにまちに活力を与えると思い
ます。しかし、不況が長期化し自治体の財政状況
【条例改正】
が悪化する中では、仮にリーダーが強力なリー
◎稲沢市非常勤消防団貞退職報償金の支給に関す
ダーシップを発揮しても、なかなか実現が難し
る条例の一部を改正しました。
いのではないでしょうか。
◎稲沢市都市公園条例の一部を改正しました。
この点に関してのののべ議員は、観光行政た
ついて触れた質問の中で大変示唆にとんだ提案
【同意】
をなされていました。
「立派な観光案内を作製していながら、観光
◎人権擁護委員
客の目に触れやすくする努力がなされていない
‥・遠山隆博氏（附島町）
点を改善する」、「人名のついた冠美術館のネッ
・‥加賀文雄氏（奥田町）
トワーク化を進めることで互いに認知度等につ
・‥奥村素英氏（六角堂東町）
いて底上げを図る」、「稲沢市荻須記念美術館に
カフェレストランを設け訪れた観光客がゆっく
メヽ
りできる環境をつくる」。また、「画家荻須高徳
はパリを中心に活躍した画家であることから、
その縁をコアとしてフランスとの交流をすすめ
4月15日に1日の会期で開催し、2議案を原案ど
て、稲沢市に足を運べばフランス文化の香を感
おり可決しました。
じることができるまちづくりをすすめる」。こ
うした施策の提案は「交流人口」を増やすこと
【条例改正】
が稲沢市の発展につながるという考えに基づい
◎稲沢市税条例の一部を改正しました。
てなされたものです。
すでにまちにある資源をもっと有効に活用す
◎稲沢市都市計画税の一部を改正しました。
ることで、多くの人がまちを訪れてまちが発展

4月臨時議会
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する。自分たちのまちにある魅力的な資源を発
掘し活かすことの重要性に気づかされたすばら
しい質問でした。
私自身がこの春に稲沢市に引っ越したことも
あり、これまでよりも身近に稲沢市の問題を感
じるようなりました。次の9月議会を傍聴する
と、私の稲沢市議会傍聴歴も2年を数えること
になります。これからも傍聴を続けることはも
ちろんですが、今まで以上にののべ議員の政治
を応援していきたいです。
NPOサポートセンター職員青木研輔・24歳

′■■、＼

（
ヽ＿

● 今回、稲沢市に行く機会があり、それと共に
議会の傍聴ができるということを聞き稲沢市議
会の傍聴に行ってきました。県議会の傍聴は何
回かしたことがありましたが、市議会の傍聴は
今回が初めての体験でした。市議会は県議会と
は違い、市民との距離が近く感じられるところ
でした。
市議会で話す内容も県とは違い、身近な議題
（話題）ばかりでした。実際に傍聴しなければ、
気づかないような事が市議会で議題として取り
上げられていました。私は、今まで市の政治に
触れることはなかったのですが、今回市の傍聴
をする機会を得ることができ、市というものが
どれだけ、国よりも県、県よりも市というよう
に、一番国民にとって近い存在であるかがわか
りました。そして一番国民の意見を反映してい
るのが「市」そして「市議会議員」ではないか
とも感じました。もちろん、市議会議員に注目
が集まる分、大きな期待を背負っているのは間
違いないと思いました。その中で、こういう形
でののべ議員の仕事を見ることができてよかっ
たのではないかと思います。
こうして実際に政治の世界を見て、今まセ知
らなかったことを学び、また私自身が体験する
ことで、改めて政治と私たちの距離は近いと感
じることができました。今まで、政治に触れる
機会は限られていましたが、こういった機会を
得て、また得ることにより政治がどれだけ私た
ちに関わりがあるのか知ることができました。
これからも、身近な政治について、もっと勉強
していきたいと思います。そして、市から県、
そして国の順番でいい日本を創りあげていきた
いなと思います。ののべ議員頑張って下さい。
愛知学院大学4年安藤なるみ・21歳

今回の傍聴者数

●

私にとって、稲沢市議会の傍聴は4回目にな
ります。普通なら議会の雰囲気にも慣れ、初傍
聴の頃の新鮮さが薄れてくる時期かもしれませ
ん。しかし、ののべ議員の質問に限ってはその
ようなことがありません。それはののべ議員の
質問にいつも魅力的な提言が含まれているから
です。そして、時にそれらの提言によって私自
身が当たり前だと思って疑いもしなかった事柄
が掘り崩され、新たな視点を与えられることが
あります。
今回の質問のうち、「観光行政について」は
その最たる例といえます。私は今日民間の大型
テーマパークが大手を振っている中で、地方自
治体がそれにうち勝つような観光事業を展開す
ることはできないと思い込んでいました。実際、
物量では到底かなわないと思います。しかし、荻
須画伯にちなんだフランス文化推進事業のよう
な文化としての質を重視した事業や、NPO・学
生などの市民が企画する参加型イベントなど、
ののべ議員の提言によって人を惹きつける要素
は物量だけではないことに気づかされたのです。
ののべ議員の提言に対し、行政側の反応は例
によっていまひとつといったところでした。イ
ベントごとには、主催者の側にも「これをやっ
てみたい」といった遊び心が大切です。行政で
はそうした遊び心という点で荷が重いのかもし
れません。それならば、思い切って民間の団体
に任せてみてもおもしろいと思います。
若い人をはじめ、多くの人々が大規模で派手
な観光産業に目を奪われがちな中、ののべ議員
は地元に根付いた観光産業を育成し、人々の目
を稲沢に向けようと努力されているのだと思い
ます。そういう意味では、今回の質問は行政に
対してだけでなく、広く社会に対して勝負して
いこうとする心意気をいつも以上に強く含んで
いたように感じました。ののべ議員には、その
情報収集力と柔軟な発想を活かし、今後もます
ます地域の活性化に向けて活躍されることを期
待しています。
名古屋大学法学部4年岡田正大・22歳

6月定例議会
［ののべ尚昭質問］

観光行政について
【考え方】
観光資源

†

・自然環境を活かす・‥風景（風光明媚）
・既存のものを活かす・‥歴史文化（神社、祭り）
・意図的に作る‥・人工施設（‥館、テーマパーク）、フランス文化推進事業など

【発想の転換】−観光は風光明媚な都市だけに存在するものではない。
● これからの観光行政は「交流人口」が鍵を握る。
⇒1時間でも長く、また1人でも多く稲沢市を訪れて頂くという観点が必要。
●そのためには観光資源を最大限活かす必要がある。
まず、現在ある観光資源と今後意図的に観光資源を作るという2つの柱に分ける。

〜観光資源について〜
商工会議所が作成した「いなぎわ資源調査・開発委員会事業報告書」がある。行政として稲
沢市の観光資源はどんなものと認識しているか。また、今後新たな観光資源の開発を必要と
考えるが、何かアイデアはあるのか。フランス文化推進事業、道の駅の誘致など是非、具体
的な目標を持って取り組んで頂きたい。
国府宮のはだか祭、稲沢市荻須記念美術館、大塚性海寺歴史公園などが稲沢の主な観光資源
と認識しています。商工会議所が作成した報告などを参考にしてソフト、ハードともに新た
な観光資源の開発に努めてまいります。
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〜イベントの充実について〜
交流人口を増加させるために、イベントの充実は不可欠である。現在稲沢市の主なイベント
（祭り）はどんなものがあるか0それに参加している人口はどれくらいか。イベント、祭り
はまさに交流人口増加のメインです0交流人口100万人計画など大きな目標を持って、遊び
心をもたせる計画をたててほしい。
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稲沢桜まつり、いなぎわ植木まつり、稲沢あじさいまつり、稲沢夏まっり、稲沢まつり、国
府宮はだか祭などが主な市内のイベントです0過去3年間の平均は約62万人（はだか条を
お茶会までの期間を含めると約90万人）。
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今後新たなイベントが発掘されれば稲沢市に活力が生まれるが、そのような取り組みは市民
にあるか0もしあれば行政として積極的に支援していくべきであると思うが見解を求める。
また、NPOや学生たちと交流人口の発掘をするチームを創ったらどうか。
現在、市内に新たなイベントが計画されているという情報はありません。今後、多くの市民
や団体の方と交流を図り、行政も積極的に支援していきたいと考えています。

〜観光協会の設立について〜
県下の設置状況は0また、稲沢市は観光協会が存在しない02005年に愛知県で万博が開催
される0もちろん日本中、世界中から多くの人が来県されることを期待する。是非、その時
までに2004年位を目標に観光協会を設立してほしい。

d↑

県下の設置状況は26市が設置（商工会議所内4市、市役所内18市、その他4市）していま
す0設置していないのは稲沢市、尾西市、岩倉市、尾張旭市、日進市の5市のみです。稲沢
市としても観光協会の設立については長年の課題としています。早急に設立できるようにし
てまいりたいと思います。

〜おみやげ事業の推進について〜
稲沢市のお土産としての特産品は何か0また、販路や売上状況はどのようにしているのか。
市民はその特産品の存在を知っているのか0せめて、稲沢市のホームページで紹介したらど
うか。
＼

平成10年度に実施された地域特産品開発事業で銘菓ペニサザンカ、なおい飴、なおい漬け、
誕生日の木ごよみなど4点が開発され、現在18出品事業者、23品目あります。しかし、販
路や売上状況は把握しておらず、市民にはあまり知られていません。今後、ホームページな
どを活用しPRに努めます。
地域特産品等販路開拓推進委貞会という組織があるがどのような委員会なのか。設置内容と
運営状況を知らせて頂きたい0その委員会に対して行政はどのように関わっているのか。も
う一度、委員会で協議して観光行政の柱の中の1つとして行政が積極的に支援していくべき
ではないのか。
地域特産品等販路開拓推進委貞会は平成11年8月に商工会議所において設置されたもので
す0特産品のPRと販路拡大に向けて協議がなされました0今後、稲沢市としても商工会議
所と連携し、特産品のPRを観光ガイドに掲載するなど積極的に支援していきます。

〜観光PRについて〜
現在稲沢市は非常に立派な観光ガイドとマップを作成している。この媒体をどのように観光
PR材料として活用しているのか（例えば配付場所など）。さらに今年度の予算にも計上さ
れているが、冊子だけでなくCD−ROM化して作成してはどうか。また、冊子は障害者の方
に分かりやすい項目をのせて頂きたい。
各市民センターや市内公共施設など主に市内に配付しています。今後、インターネットを活
用し観光情報の提供に心掛けます。CD−ROM化に関しては今後内部で検討していきます。
ガイドに関しては障害者の方に親切な表示を盛り込みます。

〜稲沢市荻須記念美術館との連携について〜
この項目に関しては提案型にして下記のようにまとめます。

〜今後の将来計画について〜

回﹇凶 回

用地取得について
どれくらいの規模でどんな機能をもつ病院にしようと考えているのか。

今のところ内容に関しては考えていません。

井掘、駅前地区など具体的な候補地を示した噂が市内を蔓延している。なぜ、このような噂
が一人歩きしているのか。行政側から何か話題にしているのか。現在の段階では議論すら始
まっていないと認識している。このような噂があれば、それをしっかり打ち消す努力をする
べきだと思うが見解を問う。

r

2地区から誘致の陳情は受けています。しかし、質問のとおり候補地の議論は全くしていま
せん。誤解を招く噂はきちんと打ち消すように対処していきます。

回﹇凶園

設立の形態について

P

入院、外来の患者数の地域別の現状分析はどのようか。

入院の主な地域別は稲沢市71％、一宮市5％、中島郡3％、西春日井郡8％です。
外来は稲沢市75％、一宮市5％、中島郡4％、西春日井郡7％です。
設置の体系は考える余地があるのではと思うが、あくまでも市単独の公設病院を想定して
いるのか。大学付属病院、民間病院の誘致を考えてもよいのではないか。また、西春日井郡
との広域の設立も視野にいれてはどうか。ちなみに県下31市の公設立病院設置状況はどう
なっているのか。公設病院でない場合の最大のデメリットは何か。
、
今のところ公設病院（市立病院）しか考えていません。県下で公設病院を設置していない自
治体は10市です。
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【感想】とにかく知事室は広かった。浅野知事は45才で初当選。改革には若さと勇気が必要だと
教えて頂きました。きりっとしながらもソフトな感じが印象的でした。

5月28日宮城県庁・知事室にて

【感想】選挙時、私が会長を務める東海若手市議会議員の会で推薦した関係で何度も応援に行きま
した。久しぶりにお会いし、改革について熱く語って頂きました0本当に気さくで、尾張
と美濃でお互い頑張ろうと励まして頂きました。
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6月24日岐阜市役所・市長室にて
※地球環境保護のため再生紙を使用しています。

