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ののべ尚昭経過報告

7月5日　新人議員研修会
7日　稲西校区グランドゴルフ大会
30日　行政視察（水道議会）
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西宮市・大阪市

全国中学・高校ディベート選手権
（千葉・東京）

稲西中（東海ブロック代表）を応援
個人研修（長野県諏訪湖周辺6市町村）

～市町村合併のあり方～

行政視察（下水道委員会）
枚方市・大阪市

個人研修（茨城県水戸市・常北町）
～市町村合併のあり方～

23日

27日　全国若手市議会議員の会（大阪市）
犬猫骨灰供養（祖父江斎場）

28日　委員協議会（厚生委員会）

9月1日　防災訓練
3日　議員総会
10日　9月定例議会

！

1日　閉会
28日　広島修道大学法学部20周年記念式典
29日　稲西小運動会

後援会会長と日本に留学に来た少年と！

会員の皆様

初心を忘れず

頑張ります

暑い夏が過ぎ、紅葉の美しい秋の訪れを感じる
ようになりました。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。10月でちょうど市議会議員になり1

年になります。がむしゃらに市政に取り組んで、気
がついたらすでに1年が経っているという現状で

す。常任委員会も10月から文教経済委員会に移り、
初心を忘れず何事にも挑戦していこうと思ってお
ります。

さて、昨今では政治や行政に対して国民の不信

感がつのり、民主主義の危機的状況にあると認識
しております。そんな中、政治・行政不信は広が

るばかりです。私は政治家として政治が市民に信
頼されるようになるためにほ、まず私たち議員自

らしっかりしなければならないと肝に銘じており
ます。そのためには、私たち市議会議員の姿をもっ

と知って頂かなくてはならないと思っております。

そのまず第一歩として、後援会の皆様に議会傍聴
を呼び掛けております。

これからは『地方の時代』と言われると同時に、
『地方議会の改革』が必要と考えております。今ま

で以上に1人でも多くの皆様に議場に足をお運び

頂いて、『生の政治』を見て私たちや行政を判断し
て頂きたいと思います。私は議会のオープン化を
進め、市民の皆様との対話を確かめながら、初心

にかえり、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



9月定例議会

9月10日に開会し、22日間の会期で本年度一般

会計補正予算案など7議案を原案通り可決しました。

なお、本年度一般会計補正額は4億1，973万6千円を

歳入歳出予算総額の250億7，097万1千円に追加し

たもので、歳入歳出予算総額を254億9，070万7千

円としたものです。これらの財源は地方交付税8，963

万8千円、国県支出金5，412万円、市債1億6，670

万円などにより措置しました。

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。

◎稲沢市非常勤金消防団貞退職報償金の支給に関

する条例の一部を改正する条例を改正しました。

【意見書】
／

◎病原性大腸菌0－157による食中毒対策に関する

意見書を可決しました。（今後の対策に対して、

国は特別の措置を講じると同時に、予算に反映

させるよう強く要望しました。）

◎道路整備の促進に関する意見書を可決しました。

（稲沢市においては、春日井・稲沢線をはじめと

する主要幹線道路の整備が急務であり、これら

の整備には公共事業による採択が強く望まれて

います。よって、政府は平成9年度予算編成にあ

たり、道路整備費の大幅な拡大確保を図り、か

つ、ガソリン税などの道路特定財源諸税の現行

税率を堅持し、全額を道路整備費に投入するよ

う強く要望しました。）

【同意】

◎教育委員会委員の泉聖氏と高木加代子氏が平成

8年9月30日に任期満了のため、奥村孝道民

（石橋）と服部晴子氏（野崎町）を任命することに

同意しました。

◎人権擁護委員が1名増員のため、山田多恵子氏

（井之口）を推薦することに同意しました。

◎監査委員（議会選出）の渡辺享保氏が平成8年9

月30日に辞職するため、近藤春市民（井堀）を

選任することに同意しました。

【決定】

◎決算時別委員会を設置し、委員を下記のとおり

決定しました。また、委員長は松田氏、副委員

長は村上氏に決まりました。

飯田辰男氏（新政同志会・旧緑風会）

山本平和氏（日本共産党稲沢）

桜木琢磨氏

大河内明氏

星野茂子氏

安井利彦氏

村上秀臣民

松田俊彦氏

服部開一氏

山本秀男氏

（新政同志会・旧新生同志会）

（市民クラブ）

（無所属）

（公明稲沢）

（新政同志会・旧新生同志会）

（稲政会）

（新政同志会・旧新政会）　　〔、

（日本社会党）

※順不同、括弧内は会派

新三役決定（任期1年）

議長　　坂上国弘氏

（市民クラブ／6期日）
副議長　竹市馨氏

（新政同志会・旧緑風会／3期日）

監査委員　近藤春市氏

（稲政会／3期日）



≪議会を傍聴して！≫

当初、9月13日（金）にののべ尚昭議員の一般
質問が行われる予定でしたが、議会が空転（議事
として予定していた質疑、一般質問の発言ができ

ない状態）したため、9月17日（火）に延期にな
りました。13日には15名、ご迷惑をおかけした
にもかかわらず、17日には再度後援会の皆さん

を中心に21名の方が傍聴にみえました。

今回も議会傍聴の率直な感想を届けて頂きま
した。
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●　一般質問も4回目とあって、かなり慣れて

きた感じがしました。ただ、ののべ議員は少

し早口なので、もう少しゆっくり話すともっ
ともっと良くなるかなあと思いました。内容

はいつも良く勉強されていて、感心させられ

るばかりです。ののべ議員のおかげで、今ま

で知らなかった『ディベート教育』や『オン

ブズマン』という言葉も覚えることができま

した。

今のところ時代の最先端の考え方のののべ
議員と、保守的な考え方の理事者側との問に

大きなギャップがありますが、毎回色々な視

点で行政を刺激し続けて下さい。私たちはこ
れからもずっと応援していますよ。

女性2名

今回の傍聴者数

36j
●　議場を初めて見ました。天井が高く、円形

の議場でとても立派だなあと感じました。傍

聴席からは議員の皆さんの様子や市長や職員

の方の様子がよく見えました。ここで決めら

れたことが実際に、私たちの生活をつくって

いると思うと、ののべ議員の存在感が今まで

よりもずっと大きく思えます。

休憩中に、市長がののべ議員に何か話しか

けていたようですが、親子で話をしているよ

うで、何だか不思議に思うと同時に、議会の

アットホームさも感じることができました。

議場というのは厳粛なイメージがあります
が、行ってみるとなかなか味わえない雰囲気

があり、特に若い人には是非傍聴に行っても

らいたいです。

あいにく、ののべ議員の一般質問は議会が

空転してしまい、聞くことができませんでし

たが、友人の1人として再度傍聴に来て、応

援したいと思います。

埼玉県・小田哲也

次回（12月定例議会）の一般質問の日程予定

12／9，10，11，12
（月）　（火）　（水）　　（木）

※言草細は市役所（議会事務局）まで

【稲沢市議会勢力図】

10月1日から新進系の3会派が合併して、市議会の勢力構成が下記のように変わりました。

（ののべ議員は今までどおり市民クラブです。）
新政同志会（旧新生同志会・旧緑風会・旧新政会／14名）、市民クラブ（4名）、稲政会（4名）、日本
共産党稲沢（3名）、公明稲沢（2名）、自民クラブ（1名）、日本社会党（1名）、無所属（1名）



地方分権下での行政システムについて

～政策立案の強化について～

地方分権下での市政として政策立

案能力のUPが必要になる。そこ

で、現在の企画部門をシンクタン

ク的なものにし、市長や助役のス

タッフとしての独立した権限を持

たせたらどうか？

平成6年に機構改革を行ったとこ

ろであり、職員の退職状況などを

考慮し、平成9年度以降に見直し

ていきます。
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【ののべ尚昭質問】
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【中央集権下での地方自治】　【地方分権下での地方自治】



政治教育について
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政治の体験学習について稲沢市も

是非実施すべきだと思うが、県下

における小中学生による模擬議会

の状況はどのようになっているの

か？また、市議会の傍聴ぐらい教

育の一環としてできないのか？

昨年の12月7日に尾西市で小学生

による模擬市議会を開催し、大変

好評だったと聞いております。県

下31市で実施している市は、岡

崎市、尾西市、瀬戸市の3市であ

ります。なお、一宮市は市政75周

年記念事業の一環として開催され

たことがあります。市議会の傍聴

は時間をあわせてできるだけ可能

な方向で対処していきます。

政治教育は、実際に体験させるこ

とが一番だと思う。その一つとし

て児童会・生徒会の選挙がある。今

後の政治教育の啓蒙活動として、

児童会・生徒会の選挙の際に、小中

学校で実験的に投票箱やポスター

掲示板などを借用したらどうか？

現在、政治の仕組みや運営につい

ては、教育活動の中で児童会・生徒

会活動を通じて体験させていると

ころでございます。ご提言は、実

際に政治の仕組みや運営について

体験できる良い方法と思いますの

で、一度投票に必要な道具（投票

箱・記載台等）を借用し、模擬投票

を体験させたいと考えています。

若年層の政治離れが進む中、議論

のできる子どもを育成するため

に、近年では通産省と文部省が

「ディベート教育」を推進してい

る。稲沢市でも、稲沢西中の生徒

が今年の8月、第1回全国中学・高

校ディベート選手権に東海ブロッ

クの代表として出場している。そ

こで現在、市内で「ディベート教

育」を実施している状況は？

ディベート教育を実施している学

校は、千代田中学校と稲沢西中学

校の2校であります。千代田中は

2年生で国語の中で「表現」とい

う単元があり、授業の活性化、思

考を深め表現力を養う、資料の活

用能力を養う目的で実施している

ところでございます。また、稲沢

西中では、3年生が選択科目の国

語科の中で取り組んでいます。

下水道科学館（大阪市）を視察して概要説明

を聞いている様子（一番右がののべ議員）。



情報公開と市民参加の
まちづくりについて

稲沢市は全国で11番目に情報公

開制度をスタートさせたが、平成

7年度の利用件数と内容はどのよ

うなものか？また、市民に対して

本制度のPRはどのように行って

いるのか？

下記の通り公開件数の合計は

1，345件、うち市内は346件です。

【行政情報申請件数内訳】
内 容 件 数

2500分 の 1都 市計 画 図 974

人 口 ・世帯 調べ 191

入札 指名 業者 名 37

入札 （見 積）調 書 5畠

500分 の 1現況 図 ， 21

自己情 報 6

予算 書 24

総合計 画書 ・実施計 画書 2

続計資 料 5

そ の他 38

合計 1，345

また、PRにつきましては、市広

報、マイタウン、全戸配布した「暮

らしの便利帳」で周知しています。

なお、「暮らしの便利帳」について

は、市政40周年時に全戸配布を

予定しております。これらの媒体

を使い、より広く市民の皆さんに

周知するよう努めていきます。

情報公開制度の利用方法
公開請求　直接各課の窓口で申請

公開場所　各課窓口

時　間　執務時間内

公開方法　閲覧（無料）

視聴取（無料）

（費用）　コピー（1枚100円）

情報化時代に向けて、広報広聴は

市民参加のまちづくりを推進する

にあたり重要な意味を持つように

なる。そこで、市民1人当たりの

広報費は県下でどれくらいか？ま

た、市政モニターが本市にあるが、

実際に機能しているのか？その状

況はどうなっているのか？

市民1人当りの広報費（平成8年

度当初予算比較）は、′本市は424

円であり、県31市中21番目で低

くなっています。市政モニターに

より、最近実現した主な事項は分

別収集の実施、予防接種の会場変

更、自転車等放置防止条例の施行

などがあり、機能していると認識

しています。

広報板を活用し、市民が知りたい

情報（例えば、老人福祉状況など）

を提供したら良いと思うが、現在

の活用状況は？

現在、広報板は市内に229基あり、

行政として、納税ポスターや各種

まつりなど年間約30枚のポスタ

ーを貼付して活用しています。

′ヽ
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稲沢市では、過去から現在に至り、

色々な情報の提供や収集をしてき

た経緯があるが、現在においては、

情報提供のあり方に問題があると

考えます。そこで、今までどのよ

うな方法で南民の意見を収集し、

情報提供を行ってきたか？また今

後の対応は何かあるのか？

意見を取った手法としては「市長

への手紙」、「広聴ボックス制度」

がありましたが、いずれも現在は

中止しています。また、情報提供

としては、電話による24時間テ

レホンサービスをしておりまし

たが、平成5年度に中止しまし

た。また、今後の対応としまして

はCATV、インターネット等の新

しいメディアも視野に入れて研究

課題として取り組みたい。

現在、市民の皆さんからの要望と

して、行政の情報をとるのに非常

に困難という声があります。そこ

で、庁内に市民情報ルームを作っ

たらどうか？

現在は、チラシ、パンフレット等

を各課のカウンターに配置してお

りますが、施設内の空間地を考慮

に入れて研究していきます。

モニター制度の内容

行政改革推進について
～職場の活性化について～

職場の活性化として、職員の能力

UPの評価のための制度（能力給

など）づくりが問題になっている0

これからの対策についてどう考え

ているのか？

6月よりご提言頂いているもので

ございますけれど、北九州市で類

似の政策を実施しておるとのこと

なので、一度調査して報告をしま

す。

職員研修の充実を図り、活性化に

努めていくようだが、内容や実施

期間は決まっているのか？

民間派遣についてはまだ無理です

が、平成9年度から県の方へ順次

派遣していきます。また、尾張近

隣の市と相互に職員の派遣をする

ことについて検討しています。

新人職員を1年間決まった課に配

置せず、遊軍として忙しい課に年

間を通して配属したらどうか？

今までにないご提言ですので今す

ぐには無理と思いますが、研究す

る価値はあると思います。
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…要≡③ 市 が行 う市政 に関す る調査 、 展示 ・発 表す る ③市 が行 う生 活排 水対 策事 業に

窯…　 ア ンケー トな どに回答 する ③情 報 、意見 、要 望等 を提出す る 協 力 する

≡≡喜≡．④地域 の話題 を提 供す る

央：：：：

⑥生 活排 水 につい て効 果的 な対

策その他 意見 ・要 望を提出する

蕪 市　 役 ■所　 企　 画　 課 市 役所 女 性 青 少 年 課 市 役 所 環 境 交 通 課



一平成8年10月1日より各委員会委員が変わります－

常任委員会
文教経済委員会 建設委員会 厚生委員会 総務委員会

所管　 教育委員会・経済環 所管　 建設部・都市開発部・所管　 市民福祉部・市民病 所管　 議会事務局・市長公
境部・農業委員会事
務局

下水道部 院 ・室・総務部・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

◎　 飯田瑛一 ◎　 山本秀男 ◎　 安井文比古 ◎　 鈴木幹雄
○　 内藤和秀 ○　 村上秀臣 ○　 星野茂子 ○　 安井利彦
飯田辰男 箕浦敏夫 山本平和 山田宗広

野 部々 尚昭 加賀盛勝 石田茂 竹市慧

千石稔 大河内明 近藤春市 加藤光男
桜木琢磨 平手久志， 服部開一 河村三朗
渡辺幸保 松田俊彦 柴山孝之 坂上国弘

加藤鐘一
飯田勇

特別委■員芸 譲音速官委員芸
（議員政治倫理審査会兼務）稲沢駅周辺整備特別委員芸 下水道対策特別委員芸

所管　 稲沢駅周辺の開発計 所管　 下水道事業に関する 所管　 議会の運営に関する
画・都市基盤整備の 調査・審査 事項・議会の会議規
調査・研究 則、委員会条例等に

関する事項・議長の
諮問に関する事項

◎  内藤不口秀 ◎　 渡辺宰1米 ◎　 河村三朗
○　 星野茂子 ○　 安井利彦 ○　 柴山孝之
飯田辰男 箕浦敏夫 内藤和秀

山本平和 野々部尚昭 平手久志
仙石稔 石田茂 渡辺幸保
桜木琢磨 村上秀臣 安井文比古
大河内明 近藤春市 山本秀男
竹市慧 服部開一 飯田瑛－
安井文比古 鈴木幹雄
山本秀男
飯田瑛一
鈴木幹雄

加藤鐘－ ◎委員長　　　
○副委員長

一 部 事 務 ．組 合 等
尾張共立病院組合譲 安井 文比古

稲沢市ほか二町消防
組合議会議員

加賀 盛膠　　 大河内明
会議員 坂上 国弘 星野 茂子　 ‾村上 秀臣

竹市 慧　 服部 開一尾張七市三町競輪組 内藤 和秀　　　 服部 開一
合議会議員 飯田瑛－ 河村 三朗　　 坂上 国弘

稲沢市外二町衛生組
渡辺 宰保　 竹市 慧
安井 文比古　 近藤 春市 土地開発公社

監事 近藤 春市

理事
山田宗広　　 石田 茂

合議会議貞 柴山孝之　　　 鈴木 幹雄 竹市 慧　　　 松田俊彦
坂上 国弘 山本 秀男

稲沢中島水道企業団
箕浦 敏夫　 野々部 尚昭

都市計画審議委員会
飯田辰男　　 桜木 琢磨

山本 平和　　　 仙石 稔 安井 文比古　 飯田瑛－
議会議員 安井 利彦　　　 平手 久志 鈴木 幹雄　　 加藤 鐘一

山本 秀男　　　 加藤 光男 飯田勇

国民健康保険運営協 野々部 尚昭・ 桜木 琢磨 尾張西部農業共済事 箕浦 敏夫　　 村上 秀臣
議会公益代表委員 星野 茂子　 竹市 慧

安井 文比古
‾務組合議会議員 河村 三朗　　 鈴木 幹雄


