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各ゑの皆嫁

新手胡けまして

ぢわでとう　ごぐいます

昨年は新人議員として皆様方に温かく見守って
頂き、議員活動を努めることができました。心か

ら厚く御礼申し上げます。
昨年は厚生省の汚職事件、全国的な官官接待な

ど政・官・業の癒着が国民に怒りを与えた年となり

ました。このような事件は行政や政治の不透明さ
から生じたものと思われます。国際化・情報化・高

齢化社会を迎えて時代は変わりつつあります。今
年も情報公開をし、時代の変化に対応できる政治

を目指してまいります。
さて、稲沢市におきましては、昨年よりJR稲

沢駅東西自由通路の工事がスタートしました。こ
の自由通路が完成すると稲沢駅が東西両側から利

用できるようになり、一体的まちづくりのカケハ
シとして、多くの市民から熱い期待が寄せられて

います。今後は、この自由通路の建設が起爆剤と

なり、駅周辺開発事業が促進すると考えられます。
そして、この地域が尾張西部地域の中核的な都市
拠点として発展することを私も熱望しています。

今年も地方分権下の行政システムを目指し、「行

政改革の推進と責任ある政治」を視点に、新年の
抱負とし、稲沢の発展と皆様のご健勝を心よりお

祈り致しまして新年の挨拶と敦します。

市議会議員　野々部尚昭



崩磯豪農
謹んで新春のお慶びを申し上げます

ご家族おそろいでお健やかに初春をお迎えのことと存
じます。
後援会が発足して後援会活動も円満に定着して早一年

が過ぎましたことは、ひとえに皆様方の温かいご支援の
おかげと心より感謝をしております。本当にありがとう
ございました。
ののべ議員もー年生議員ながら議会での活躍は毎回一

般質問をし、後援会の皆様方にも（私もですが）議場に足
を運び傍聴して頂きました。これも今までにない光景で
すので、多方面からの良い刺激になり徐々に議会の活性
化になってきている一年と思いました。
これからも後援会活動におきましては皆様方の今まで

同様変わりない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。

後援会会長・加藤進一

新年明けましておめでとうございます

皆様おそろいで輝かしい新年をお迎えのことと存じま
す。

旧年中は後援会活動にご協力を頂き誠にありがとうご
ざいました。ののべ尚昭議員誕生から二度目のお正月を
迎えたわけですが、私たちの本年度の抱負としましては、
より充実した後援会活動を行い、大きな輪に発展するよ
うガンバル所存でございます。
皆様方の益々のご理解とご協力をお願い申し上げまし

て新年のご挨拶とさせて頂きます。

婦人部・内藤華子

新年明けましておめでとうございます

ののべ議員が誕生してから早くも2回目のお正月を迎
えることができました。また、後援会も日ごとに大きく
なり、ののべ尚昭議員の成長と同時に後援会も成長して
いった昨年でした。
青年部では月1度、ののべ尚昭議員と勉強会を開き、市

政、国政を問わず政治のあり方について色々議論をして
まいりました。そして、この後援会の会報の作成から発
送までを20代の男女を中心に担当して、ののべ尚昭議員
の活動を皆様方にご報告してまいりました。会報を読ん
でお分かりの通り、ののべ議員は毎回一般質問をして登
壇し、’市政に対して厳しくチェックをしています。また、
若い斬新なアイディアを市政に吹き込んでいます。今年
もこの若さとバイタリティーでののべ尚昭議員が活躍で
きるよう応援していきます。

青年部・広田暁之

謹んで輝かしい新春の
お慶びを申し上げます

ご家族お揃いで輝かしい新年をお迎えのことと存じま
す。
昨年もサラリーマンにとっても農家にとっても非常に

厳しい年でした。同時に稲沢市においても財政的に厳し
く、今は耐える時だと思います。そんな中、ののべ尚昭議
員は元気良く活動をして会報を通じ情報公開を積極的に
しております。今年もののべ尚昭議員をもり立てて、稲
沢市のリーダーとなることを期待して、応援していきた
いと思います。

平野ソフトクラブ監督・水野祐吉
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12月定例議会
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12月6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19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2億5，917万7千円

を歳入歳出予算総額の250億1，932万2千円に追加

したもので、歳入歳出予算総額を252億7，849万9

千円としたものです。そして、平成7年度一般会計

決算など9件を認定しました。

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】

◎稲沢市特別職の給与及び旅費に関する条例の特

例を定める条例を制定しました。

【条例改正】

◎稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例の一部

を改正しました。

◎稲沢市消防団条例の一部を改正しました。

◎稲沢市立保育園の設置及び管理に関する条例の

一部を改正しました。

◎稲沢市職員の給与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。

【意見書】

◎義務教育費国庫負担制度の維持に関する意見書

を可決しました。（国は昭和60年度より義務教

育費国庫負担対象の見直しを行い、義務教育諸

学校の教材費、旅費などを国庫負担の対象から

除外する措置を行ってきた。さらに、今後は学

校事務職員及び学校栄養職員の給与費等を国庫

負担の対象から削減する意向であると伝えられ

ている。よって、政府はこれらの意向をとどめ、

現行の義務教育費国庫負担制度を維持するよう

に強く要望しました。）

【認定】

◎平成7年度稲沢市一般会計歳入歳出決算を認定

しました。

◎平成7年度稲沢市国民健康保険特別会計歳入歳

出決算を認定しました。

◎平成7年度稲沢中島都市計画稲沢土地区画整理

事業特別会計歳入歳出決算を認定しました。

◎平成7年度稲沢市民交通災害共済事業特別会計

歳入歳出決算を認定しました。

◎平成7年度稲沢市老人保険特別会計歳入歳出決

算を認定しました。

◎平成7年度稲沢市公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算を認定しました。

◎平成7年度稲沢中島都市計画稲沢西土地区画整

理事業会計歳入歳出決算を認定しました。

◎平成7年度稲沢市農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算を認定しました。

◎平成7年度稲沢市稲沢市民病院事業会計歳入歳

出決算を認定しました。

11月臨時議会

11月15日に1日間の会期で、稲沢駅東西自由通

路整備委託工事協会の締結についてなどの議案を可

決しました。また、これに伴い、一般会計補正予算

を歳入歳出予算の総額254億9，070万7千円から歳

入歳出それぞれ4億7，138万5千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を250億1，932万2千円としました。

【意見書】

◎民主主義を守りテロ行為の根絶を求める意見書

を可決しました。



～行政改革推進計画について～

平成8年度の進捗状況はどうか？

次の3つに分類して答弁を求めま

す。

（1）実施できたもの

（2）平成8年度中に実現の可能性
のあるもの

（3）平成8年度中に実現できない

と判断したもの（平成8年度

以降なら実現可能なもの、ま

たはそれ以降でも不可能なも

の）

平成8年度からの推進計画項目と

しましては19項目あります。こ

のうち、（1）実施できたものは16

項目、（2）8年度中に実施予定の

ものは1項目、（3）今後さらに研

究していくべき項目については2

項目です。

～職場の活性化について～

“行政は人なり”という言葉がある

ように、稲沢市も人材育成により

職場を活性化しなければならな

い。そこで市長と若手職員の懇親

会を開いて、21世紀を担う若い職

員から斬新な意見交換をしたらど

うか？市長の答弁を求めます。

12月定例議会
【ののべ尚昭質問】

私も、このような市行政が大変厳

しい時期、若手の職員の意識を聞

くということは、重要なことだと

理解しておりますので、行う方向

で検討していきます。

「ふるさと創生1億円事業」は市　ノ′‾、

民にとって大変関心のある事業で

あり、何を行ったのか知りたいと

いう声が多い。そこで、実際、こ

の事業で稲沢市は何をしたのか？

昭和63年度に国が提唱したこの

事業は、「自ら考え自ら行う地域

づくり」事業を各地方自治体に展

開させることとし、その経費とし

て昭和63年度に2000万円、平成

元年度に8000万円の計1億円が、

全国の市町村に一律に措置された

ものです。

稲沢市は平成2年度の大塚性海寺

歴史公園整備事業に約4300万円

使いました。残りは地域づくり事

業基金としています。

平成2年度以降にも「地域づくり

事業」や「ふるさとづくり事業」

という形で毎年約1億2000万円

が国から交付されているが、活用

はどうしたのか？
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基本的に昭和63年度から今まで

の措置額は約9億円で「地域づく

り事業基金」として残してありま

す。平成5年度の市政35周年記

念事業の「夏祭り」や「はだか祭

サミット」などに約3500万円、平

成6年度の市民会館記念事業に約

2000万円、平成7、年度の荻須画

伯アトリエ復元建設事業に約3300

万円を基金を取り崩して活用しま

した。

基金の今後の活用予定はあるのか？

平成8年度末の基金の残高は約8

億2000万円となる見込みです。活

用方法としては稲沢駅周辺整備事

業を中心に利用していく予定です。

主なものとしては、多目的広場基

本設計、地域交流センター実施設

計などです。また、平成10年に迎

える市政40周年の記念事業にも一

部活用する予定です。

【県下の主なふるさと創生事業】

市　　　　　事業内容　　　　　事業額

豊橋　二川宿本陣改修　　　　　1億円

岡崎　三世代宅地供給　　　　　1億円

一宮　大江川縁道整備　　　　　1億円

瀬戸　駅前広場モニュメント設置　　2100万円

半田　国際交流基金設置　　　　2000万円

春日井　道風記念館の充実　　　　8000万円

豊川　文化のまちづくり基金　　1億円

津島　天王川公園池浄化　　　　1億円

碧南　文化振興基金積立　　　　3500万円

刈谷　図書館・美術館周辺歩道整備　1億円

豊田　自然観察の森整備　　　　5800万円

安城　安祥城公園整備　　　　　8000万円

西尾　総合体育館建設　　　　　1億円

蒲郡　電飾看板設置　　　　　　5000万円

犬山　桃山公園モニュメント整備　　9850万円

江南　地域情報センター設置　　8100万円



現在、稲沢市には審議会・協議会

などの諮問機関はどれ位設置され

ているのか？

12月1日現在、56の諮問機関を

設置しています。

これら56の諮問横関の活動状況

を知りたいが、年間活動日数など

を把握しているのか？当局として

まとまった資料はあるのか？

ありません。早速調査いたし、後

日報告させて頂きます。

設置の見直しをたえずしていると

9月定例議会でも答弁があったが、

どのような見直しをしているのか

分からないのが現状である。そこ

で、数ある諮問機関を将来も今ま

で通り存置しておこうと考えてい

るのかどうか？初期の目的を達し

たものについては、廃止をするな

り統合をするなりの見直しをする

時期にきていると思うが、市長の

所信を明らかにして頂きたい。

審議会などによっては定例的に開

催するものや、審議事項があれば

随時開催するものとありますが、

条例や要綱の設置の有無について

はたえず見直しを行っております。

審議内容の公開について、公開請

求があればどこまで公開できるの

か？

稲沢市行政情報公開条例では、条

文の中で公開しないこととする行

政情報が規定されており、公開す

ることにより審議、検討、調査研

究などに著しい支障が生じるも

のや特定の個人が識別されるもの

については非公開となっている。
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≪議会を傍聴して！≫

12月9日（月）、ののべ尚昭議員の一般質問の

時間（9：30～11：00）に後援会の皆さんが15名傍
聴にみえました。

今回も女性の方が多く、また幅広い年代の方々

から率直な感想を届けて頂きました。
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●　私は40代の主婦です。この度、娘に誘わ

れて初めて市議会を傍聴させて頂きました。

まず驚いたことは、議場が円形だったことで

す。市役所は時々用事で出かけます。議場が

どこにあるのかしらと思っていました。また、

傍聴帝がとても高いところにあり、質問する

ののべ議員の顔は見えるけど、他の議員さん
は見えませんでした。

さて、議事に入り、ののべ議員は多方面に

わたりたくさん勉強されていることに感動

しました。それなのに、市長さんの答弁です

が、国会答弁のように私はてっきり回答は用
意されているもの、と思っていました。しか

し、残念に思ったのは、質問に対して回答が
無いものがあった事です。誠意ある答弁をし

て欲しかったと思いました。

これからも、ののべ議員には色々な事を勉

強して、稲沢市をもっと良くして頂きたいと
思いました。宜しく、お願い致します。

女性40代

●　初めて議場というところに入りましたが、

テレビでみる国会中継より全体の様子が良く

分かり、大変興味深く聞かせて頂きました。

ののべ議員は熱心にかつ爽やかに質問をして

みえました。それに対して、市長をはじめ市

側の方たちは的をはずした答弁をして、議長
ヽ

から注意を受ける場面もあり、のらりくらり

といった印象は拭えませんでした。

今回の傍聴者数

15壬
何はともあれ、ののべ議員の立派な仕事ぶ

りに感動しました。ののべ議員はまだ独身

だと聞いております。お嫁さん候補には、本

人に会わせる前にまず議会の傍聴をして頂く

のが一番良いのではと老婆心を起こした次第

です。

一宮市・中津敏子

●　議会を傍聴するのは、今回で2度目になり

ます。

議会へ足を運ぶと、いかに自分が国の事、

そして稲沢の事を知らなかったかを思い知ら

され、とてもいい刺激になります。例えば、

今回ののべ議員が、市長・関係部長に対して

「ふるさと創生1億円事業」について質問を

していましたが、まず私自身は、ふるさとを

活性化するために各市に1億円ものお金が交

付されていた事さえ知りませんでした。この
ように、自分が住んでいる市の重要な事であ

るにもかかわらず、無関心でいたことを恥ず

かしくも思い、また、市から市民への情報発

信の不足が、こういった結果をもたらしてい

るのではないかと考えさせられました。

最後に余談ですが、最近ちょっとマンネリ

化しているご夫婦、カップルの皆さん、時間

があれば議会の傍聴をしに行ってみてはいか

がでしょうか。お互い一緒に稲沢の現状や未

来について話し合ういいきっかけともなり、

知的デートスポットとしておススメします。

松浦里美

次回（3月定例議会）の一般質問の日程予定

3／10，11，12，13
（月）　（火）　（水）　　（木）

※詳細は市役所（議会事務局）まで



議会傍聴室入り口にて後援会の

皆さんと記念撮影。皆さんもぜ

ひ議会の傍聴にお越し下さい。

尾西市で開催された子ども議会

の風景。ののべ議員も稲沢市で

子ども議会を行う必要があると

一般質問で市長に要望をしてい

ます。
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今年は文教・‾麿済委員として国

際教育に積極的に取り組みま

す。21世紀に活躍する子ども

たちが健やかに育つ環境を創っ

ていきます。今まで以上に教育

問題に取り組んでいきます。


