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ののべ尚昭経過報告
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4月9日
10日
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24日

各員の曹操
嘉すお鼻音ヽ−
申し上げます

愛知文教女子短大入学式
臨時議会、議員総会
県・市議会議員野球大会
県・市議会議員野球大会（ベスト4）
植木まつり開場式
消防団観閲式
委員協議会（厚生委員会）
稲沢地区区長会総会

5月11日 愛知文教女子短大記念式典
15日 赤峰市経済友好訪問団歓迎レセプション
16日 地方自治経営学会研究大会
会員の皆様におかれましては暑さ厳しいとは
‡
（東京・私学会館）
いえ、一層のご自愛とともにご健勝にお過ごし
17日

19日 水防・防災訓練＿
20日 個人研修
‡
北海道（釧路市・帯広市・苫小牧市）
22日

（

24日 中国経済連合会（広域行政部会）
にオブザーバーとして出席
25日 稲沢地区まちづくり推進会議総会
28日 委員協議会（厚生委員会）
29日 下水道対策特別委員会
31日 議員総会
6月4日 委員協議会（国民健康保険）
7日 6月定例議会（開会）
i

20・日 閉会
15日 青少年健全育成市民大会
21日 稲沢市国際友好協会総会
28日 石橋浄水場新設配水池築造工事起工式
水道議会会議

のことと思います。昨年の9月に皆様の多大な
るご支援を受け・当選させて頂いてから、はや10
カ月がたとうとしています。議員活動も役々慣
れてきてようやく自分の居場所や役割が見つけ
られるようになりました。初心を忘れず皆様の
信頼と負託にこたえられるよう、より一層の努
力をする覚悟でございます。
さて、本市は色々な行政課題、特に都市基盤
整備の問題をかかえています。財政状況も芳し
くなく税収の伸び悩みも深刻です。こんな時こ
そ必要なのが、r市長のリーダーシップJとr市
民との対話』だと思います。r市民との対話jは
情報公開から始まります。現在、稲沢市に一番
欠けているのがこの情報公開です。現在行って
いる情報公開とは物事が決定した「後」のお知
らせとしての「広報情報」であって、物事が決
定する「前」の「政策情報」ではないのです。
『今、どのような事が話し合われているのかJが
公開されてはじめて、市民・市職員・議員・市
長が同一情報で議論することができるのです。
そうすれば、『市民との対話jができ、市民参
加型の政治が実現できます。
私は情報を公開し、市民の皆さんと議論をし
てよりよい稲沢を創っていくことを肝に銘じな
がら、厳暑のご挨拶とご報告に代えさせて頂き
ます。

市議会議員 野々部尚昭

拶彪諜会

◎公的介護保険に関する意見書を可決しま
した。（費用負担を地方に転嫁させること
なく、国の責任において公的介護保険制
度を実施するよう強く要望しました。）

【同意】

、

6月4日に開会し、14日間の会期で本年度
一般会計補正予算案など6議案を原案通り可
◎人権擁護委員の遠山孝博氏と日下英之氏
決しました。なお、本年度一般会計補正予算
が平成8年11月30日に任期満了のため、
額は1億1，597万1千円を歳入歳出予算総額
引続き遠山孝博氏（附島町）と新たに加賀
の249億5，500万円に追加したもので、歳入 文雄氏（奥田町）を推薦することに同意し
歳出予算総額を250億7，097万1千円とした ました。
ものです。これらの財源は国庫補助金976万
◎稲沢市監査委員の桜井恒三郎氏が平成8
円、市債990万円、繰越金8，156万円等によ
年7月19日に任期満了のため、織田俊信
り措置しました。
氏（日下部中町）を選任することに同意し
また、一般質問を行った議員は14名で過去
ました。
最多になりました。（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。
◎稲沢市消防団貞等公務災害補償条例の一
部を改正しました。
◎稲沢市病院事業の設置等に関する条例の
一部を改正しました。

【決定】
◎愛知県尾張水害予防組合組合会議貞を下
記のとおり決定しました。
服部開一氏（松下）
安井文比呂氏（下津片町）
柴山孝之氏（日下部中町）
箕浦敵夫氏（天地東町）
水谷守男氏（奥田町）
※順不同

◎稲沢市国民健康保険税条例の一部を改正
しました。

【決議】
◎中国の核実験即時中止を求める決議を可
決しました。（中国の核実験強行は、各国
が包括的核実験禁止条約交渉の妥結に向
1ナて努力している中、国際社会の努力に
逆行する行為であり、稲沢市も非核宣言
自治体として許すことができない。中国
は、9月までにあと1回核実験を行う予
定であるが、即時中止し、核実験を無期
限停止するよう中国大使館あてに求めま
した。）

【意見書】
◎第9次治水事業5か年計画における大幅
な事業費の確保に関する意見書を可決し
ました。（特に、五条川、青木川の早期改
修が強く望まれています。）

／￣＼
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動銑鯵疇轟金一−
4月10日に1日間の会期で、条例改正など
の議案を可決しました。

【条例改正】
◎稲沢市税条例の一部を改正しました。
◎稲沢市都市計画税条例の一部を改正しま
した。

市議会は、市民の意見を代表する機関として十分に活動できるよう、い
くつかの重要な権限を持っています。その主なものには、次のようなも
のがあります。
r

【議決権】
市議会の最も代表的な権限で、条例の制定や改廃をしたり、予算を定
めたり、決算を認定したり、特定の請負契約の締結及び財産の取得や処
分の決定などを行います。

【調査権】
市の事務を自主的に調査し、必要によって関係者の出頭や証言を求め、
記録の提出を請求することができます。

【検閲・検査及び監査請求権】
市政が市民の期待どおり適正に行われているかどうかを監視するため、

′￣＼

市の事務に関する書類や計算書の検閲、市の事務管理や金銭出納の執行
状況の検査、市の監査委員に対する監査請求など、市民代表として執行
状況を監視することができます。

【意見書提出権】
市の公益に関することがらについて、国などの関係機関に対して意見
書を提出することができます。

【その他の権限】
市議会議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ選挙権、市長が助役、収
入役、監査委員、教育委員会委員、人事委貞会委員などを選任するにあ
たり議会として同意を与える同意権、市民から提出された請願・陳情の
受理権などがあります。

今回の傍聴者数

《議会を傍聴して！》
6月11月（火）、ののべ尚昭議員の一般質問の
●
ののべ議員の質問内容は今の時代にマッ
時間（14：10〜16：10）に後援会の皆さんが22名傍
チしており同感できるものばかりだった。特
聴にみえました。
に行政能力に対する考え方は良いアイデアだ
今回は特に女性の方が多く、議会傍聴の率直な
と思った。この事に対する理事者側の答弁に
感想を届けていただきました。
は飽きれてしまった。例えば、ののべ議員が
「民間への職員派遣」を提案すると、理事者
側は「優秀な職員を送ると市の業務に支障を
● 仕事の間に時間を作って始めて議会を傍聴
きたしてしまう。そうでない職員を送ると民
しました。ののべ議員は先輩議員に負けない
くらい堂々とした態度に見えました。質問内
間に笑われてしまう。」と思われるような答
弁をしていた。こんなような答弁では市役所
容はあらかじめ知っていましたが、私には内
の中には優秀な職員があまりいないと言って
容が難しすぎてあまり理解することが出来ま
いるようなものです。昨今では公務員の採用
せんでした。それだけののべ議員が勉強して
は倍率がかなり高く、合格するのが非常に困
いるということだと思います。また、理事者
難だと聞いております。このような状況なの
側も遠回しに答えるだけで答弁になっていな
で、優秀な人材を採用しているはずです。そ
いような気がしました。
うであるならば自信をもって民間に職員を派
初めて議会を傍聴するということで、自分
遣して新しい人材を育成するべきではないで
なりに緊張して傍聴席に座ったのですが、議
しょうか。
場の様子を見て「がっかり」という感じでし
女性・54歳
た。ののべ議員や市長が話をしているのに、
居眠りをしている人や私語をしている人があ
まりにも多すぎるということです。他の議員
● 理事者側や他の議員の中で、また、親子
に注意を受けている議員もいました。市民の
ほど年齢差がある中でよく頑張っていると ／（
かたも一度傍聴席に足を運ばれて、自分が大
思？た。これからも大いに若い感性で行政の
切な一票を入れた議員の質問や議会に対する
チェックをしてください。自分の息子のよう
取組み姿勢などを見に行かれるとよいと思い
な気持ちでいつも応援しています。
ます。議会のビデオ化、オープン化を反対さ
女性・48歳
れるのが分かる気がします。
私はののべ議員に投じた一票が 生かされ
ている と感じ、同時に嬉しく思いました。
ののべ議員は行政学や世界の国々の地方自治
の比較を専門に研究されているので、ニュー
タイプの政治家として市議会に旋風を巻き起
こして欲しいです。ののべ議員、一晩中語り
あかしたあの日を忘れず、稲沢市のため、稲
沢市民のために頑張って下さい。
板津 和博

●

全体的にもっと意見のやりとりがあると
思った。ののべ議員の質問内容はよく勉強し
ているせいか、私にとっては難しかった。理
事者の方々は本当に理解して答弁をしている
のか疑わしかった。また、検討中と答弁する
ことが多いような気がしたが、本当に検討す
るのかなあと率直に感じた。

女性・48歳

●

6月議会でののべ尚昭議員の一般質問を傍
聴してきました。毎回の事ですが、自分で調
べた山のような資料を手に、色々な質問をす
るののべ尚昭議員を見ると議会に対する意気
込みを感じます。また、限られた時間の中で
いつも内容ある質問がされていて感心させら
れます。
ののべ尚昭議員の質問は、質問内容が明確
で、聞いていてとてもよく分かります。それ
は地方分権、行政改革、福祉行政など難解な
言葉が出てきてはいても、行政の変化と新し
い政治を大きなテーマとして市にとっては何
が必要なのか、それをどうしたら実現できる
のかという、自分の意見をはっきり出してい
るからだと思います。その意見はアイデアに
あふれていて、同世代のものとして共感でき
るものがたくさんあります。
また、今回はある議題を説明するのに、画
用紙に書いた自作の図を使うなどして、前回
よりももっと分かりやすく工夫された質問内
容でした。こういうののべ尚昭議員の努力や
熱意は、年の離れた行政代表者にも議会その
ものにも何か新しい変化を与え始めてヤ、る気
がしました。
「若さとパワーで政治を変える」「地域から
日本を変える」、そういう国府宮駅前での街
頭演説を聞いてから、もうすぐ1年が経とう
としています。今回の議会の反応を見ると、
今ののべ尚昭議員は稲沢市議会の中で確実に
その存在を大きくし、変化を起こさせる中心
人物になっていっていると思います。これか
らも稲沢をよりよく変えていくため頑張って
下さい。
川崎美紀

● 3人共初めての傍聴なので今までとは比較
することは出来ませんが、ののべ議員のよう
な25歳の若い議員さんが入られ色々な面で変
化がある様子が伺える議会だと感じました。
質問や答弁中に寝ている人がいると聞いてい
ましたが、実際に寝ているのは理事者側より
も議員さんの方が多かった。答弁に入って市
長さんや担当部長の方が起立をして、また机
のランプが付いているのが傍聴席からも見え
たので、誰が答弁しているのかが分かった。
ののべ議員は質問だけでなく理事者側の答
弁に対して、自分の考えと違っている点を明
確に指摘され再度答弁を求めて、外国との比
較（良く勉強されていると感じました）や自
分で作ったパネルで内容を示されたり、その
姿に大変熱意が伝わりました。テレビの国会
中継でも若手議員はパネルを使い、他の議員
にも分かるように説明している姿を見るこ
とがあります。今回ののべ議員の一般質問を
傍聴し、少しは稲沢市議会も新しい方向に向
かっていることを肌で感じることが出来まし
た。一市民として一票を投じたことに意義が
あったと3名の意見が一致しました。
また、議会の傍聴をしてきたと友人に話し
たら、自分の支持している議員からはそんな
呼びかけは一度も無いと言い、一度傍聴して
みたいと話していた。ののべ議員のように各
議員さんは自分の支持者に呼びかけて、少し
でも自分の仕事振りを見てもらったら有権者
は次回の投票にも「一票」を大切に感じるこ
とができ、ふさわしい候補者選びができると
思う。
これからも私たちの代表として健康に留意
しながら市民のために頑張って下さい。
女性3名

次回（9月定例議会）の一般質問の日程予定

9／1阜叩†皐1サ
※詳細は市役所（議会事務局）まで

