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ののべ尚昭経過報告

1月12日　稲西校区歩け歩け大会
消防出初め式

′、　　　　15日　成人式
土光杯全日本弁論大会OB会

（サンケイ会館）
21日　予算説明会

2月2日　稲沢女性フォーラム

3日　市政調査（市民クラブ）
！　　（別府市・日向市・宮崎市）
5日

6日　下水道対策特別委員会
10日　臨時議会
12日

13日
委員協議会（国民健康保険）
個人研修（北九州市：人事制度改革）

′、

17日　水道全員協議会
19日　大鏡餅出迎え
20日　裸祭り
21日　委員協議会（文教・経済委員会）
25日　下水道対策特別委員会
26日　緊急交通安全市民決起大会

議員総会、議員研修会
28日　稲沢地区区長会

3月2日　平野町婦人会総会
5日　3月定例議会（開会）

！

25日　閉会
7日　稲西中卒業式

稲西小教育後援会評議員会
ク　地区体育振興会理事会

15日　愛知文教女子短大卒業式
平野町総会

17日　稲西中後援会報告会
18日　一宮輿道高校に表敬訪問
19日　稲西小卒業式
26日　水道議会
27日　第1回東海地区

春季中学・高校ディベート大会

（稲西中応援・稲西中優勝）
29日　五郷地区区長会

各其の塔緒

新顔のlヨ々

いかがお過ごしですか

暖かい季節がやってまいl）ました。会員の皆様
におかれましては、色寿な分野でご活躍のことと

思います。議員になってから早いもので、ちょう
ど1年半が経ちました。この後援会の会報も今回

で6号目を発行することができ、これも一重に皆
様方の温かいご支援のおかげでございます。心か

ら厚く御礼申し上げます。
この会報は後授会の若いボランティアの皆さん

と共に編集から発行まで手作りで行っております。

1年間に定例議会が4回（3，6，9，12月）あるので、
その翌月にこの会報を発送させて頂いております。

今後はこの会報を通じて市政に関するアンケート
調査などを行い、後援会の皆様との相方向メディ
アとしての充実をはかっていきたいと思っており

ます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

1年半を振り返ってみますと、6回の一般質問を
通じ色々なことを学びました。同時に様々な疑問を

抱くようになりました。特に、中央政府と地方政

府（県・市）のいびつな関係は想像以上に理解し難
いものがあります。その大きなものの1つとして、

“補助金行政”があげられます。末端自治体（市町
村）は補助金を獲得するため、実状に合わない法的

根拠のない行政指導（勧告、助言など）に従わなけ
ればならないからです。国や県は「地方の独自性

を持った自治をしなさい」という傍ら、一方では
「地方自治の芽を潰している」といえます。
私は地方の自治権をもっと明瞭に、かつ大きく

するべきだと思っております。今後も地方自治の

発展のために、地方から日本を変革していこうと
いう志を肝に命じて頑張ります。

市議会議員　野々部尚昭



3月定例議会

3月5日に開会し、21日間の会期で新年度一般会

計当初予算案、平成8年度一般会計補正予算案など

58議案を原案通り可決しました。

なお、平成9年度稲沢市一般会計当初予算の歳入

歳出総額は256億2，000万円、特別会計は131億

7，877万4千円、企業合計は84億2，881万円の総額

472億2，758万4千円でスタートすることになりま

した。

そして、平成8年度一般会計補正額は、2億5，577

万2千円を歳入歳出予算総額の253億7，186万1千円

に追加したもので、歳入歳出予算総額を256億2，763

万3千円としたものです。

また、一般質問を行った議員は11名でした。（後

にののべ尚昭革員の一般質問の詳細を報告）

【条例制定】

◎平成9年度における固定資産税に係る第1期の

納期の特例に関する条例を制定しました。

◎平成9年度における都市計画税に係る第1期の

納期の特例に関する条例を制定しました。

◎稲沢中島都市計画事業下津陸田土地区画整理事

業特別会計設置に関する条例を制定しました。

◎稲沢中島都市計画事業下津陸田土地区画整理事

業施行規程を制定しました。

【条例改正】

◎職員の分限に関する手続き及び効果に関する条

例の一部を改正しました。

◎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。

◎稲沢市地区市民センター設置条例の一部を改正

する条例の一部を改正しました。

◎稲沢市総合文化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。

◎稲沢市行政財産の目的外使用に関する使用料条

例の一部を改正しました。

◎稲沢市手数料徴収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。

◎稲沢市心身障害者医療費支給条例の一部を改正

しました。

◎稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例の

一部を改正しました。

◎稲沢市戦傷病者医療費の助成に関する条例の一

部を改正しました。

◎稲沢市国民健康保険条例の一部を改正しました。

◎稲沢市産業会館の設置及び管理に関する条例の

一部を改正しました。、れ
曹

◎稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に

関する条例の一部を改正しました。

◎稲沢市道路占用料条例の一部を改正しました。

◎稲沢市都市公園条例の一増βを改正しました。

◎稲沢中島都市計画稲沢西土地区画整理事業特別

会計設置に関する条例の一部を改正しました。

◎稲沢中島都市計画稲沢西土地区画整理事業施行

規程の一部を改正しました。

◎稲沢市痛院事業の設置等に関する条例の一部を

改正しました。

◎稲沢市立学校設置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る条例の一

部を改正しました。

◎稲沢市民会館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正しました。
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◎稲沢市総合体育館の設置及び管理に関する条例

の一部を改正しました。

◎稲沢市勤労福祉会舘の設置及び管理に関する条

例の一部を改正しました。

◎稲沢市営プールの設置及び管理に関する条例の

一部を改正しました。

◎稲沢市球技場の設置及び管理に関する条例の一

部を改正しました。

◎稲沢市陸上競技場の設置及び管理に関する条例

の一部を改正しました。

◎稲沢市立学校の施設開放に関する使用料条例の

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る条例の一

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。

◎稲沢市勤労青少年ホームの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正しました。

◎稲沢勤労青少年体育センターの管理に関する条

例の一部を改正しました。

◎稲沢市美術館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正しました。

【同意】

◎岩田三千寿氏が平成9年7月14日任期満了の

ため、人権擁護委員に蜂須賀崇晃氏を推薦する

ことに同意しました。

◎大津千明氏が平成9年4月10日に任期満了の

ため、公平委員会委員に同氏を選任することに

同意しました。

◎内藤兼義民が平成9年3月31日に任期満了の

ため、固定資産評価審査委員会委員に田島莫氏

を選任することに同意しました。

2月臨時議会

2月10日に1日間の会期で、予算関係議案（平成

8年度稲沢市一般会計補正予算）1件を可決しまし

た。この議案は1月31日に国会で可決された緊急

防災対策等に関連する国の平成8年度補正予算を受

け、稲沢市の道路改良事業を行なうため、予算の補

正をしたものです。

内容は、農村総合整理事業において木全町及び日

下部町地内の集落道の舗装改良整備を、交通案全施

設等整備事業において天地町地内の市道の道路舗装

改良整備を、それぞれ平成9年度にかけて行なうも

のです。

補正額は歳入歳出総額252億7，849万9千円に歳

入歳出それぞれ9，336万2千円を追加し、歳入歳出

総額を253億7，186万1千円としました。ヶ

市民の7割～8割が住みやすいと感じている

宮崎県日向市を訪れて！



一平成9年度当初予算が決定されました

忍静名家∠ノ窄万≠i円
●　一般会計256億2，000万円

●　年寺別会計131億7，877万4千円

●　企業会計　84億2，881万円

●会計別当初予算の前年度比較

平成9年度の当初予算は、
都市基盤整備と市民の福
祉の向上を図ることを基
本に編成しました。また、
、9万9千市民により良い
行政サービスを提供でき
るよう、事務事業の能率
化や合理化を進め、行政
改革を推進していきます。
予算全体としましては、
前年度と比較すると約6

億4千万円（1．6％）の増
加になります。

会　計　名 本年度予算額 前年度予算額 前年度比（％）

般　会　計 256億　　2，000万円249億　　5，500万円

特　 別　 会　 計 131億 ・7，877万 4千円 137億 8，508万 4千円 95．6

内

訳

国民健康保険 50億 4，667万 7千円 48億 3，845万 8千円 104．3

稲沢土地区画整理事業 6，107万 2千円 6，120万 4千円 99．8

市民交通災害共済事業 1，602万 3千 円 1，602万 3千円 100．0

老人保健 53億 8，119万円 47億 6，189万 8千円 113．0
公共下水道事喪 18億 4，422万円 31僚 4，374万 6千円 58．7

稲沢西土地区画整理事業 ■ 4億 2，272万 3千円 6億 3，760．万 2千円 66．3

農業集落排水事業 3億 2，470万 7千 円 3億 2，615万 3千円 99．6

下津陸田土地区画整理事業 8，216万 2千円 皆 増

企業合計（稲沢市民病院事業） 84億2，881万円82億4，945万8千円

合　　計 472億2，758万4千円469億8，954万2千円
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一般会計

歳入

歳入の内訳で一番多いのは市税の59．3％で151億

8，061万6千円です。昨年と比較すると約8億円

（5．6％）の増加になります。中でも、個人市民税
が約4億3千万円、法人市民税が約1億9千万

円、固定資産税が約1億3千万円の伸びを示し

ています。一方、都市計画税は約1億6千万円の

減少となっています。自主財源比率は前年度より

0．4％マイナスの72．6％です。それでも、全国では

3割自治といわれる中、稲沢市は7割自治を維持

しています。

市長の施政方針

1．都市基盤整備の推進（←土木費）

●稲沢駅周辺開発事業

・幹線道路の整備（春日井稲沢線など）

●下水道の整備

●土地区画整理事業の推進

2．福祉の充実（←民生費）

●障害者福祉の充実

●子育て支援センター間設

一般食宇汁

歳出
民生費が69億7，091万5千円で全体の27．2％を

占めています。続いて、土木費の45億6978万8

千円で17．8％、総務費の28億8，657万5千円で
11．3％の順となっています。前年度比としまして

は、農林業費が137．6％、公債費が108．6％で高い

伸びを示していますが、総務費が97％、教育費が

97．6％と減少しています。なお、内訳は下記の市

長の施政方針を基本として計上されています。

畳点∂彪贋・3事業

3．衛生環境の整備充実（←衛生費）

●　ゴミ焼却施設の全面改築

4．教育環境の充実と市民文化の高揚（←教育費）

●小、中学校におけるOA教育の推進

5．防災対策の充実（←総務費）

●一時避難所表示看板設置

6．効果的な行財政運営の推進（←総務費）

1国際交流の推進－オリンピア市との姉妹都市提携10周年事業
2地域情報化の推進－コンピュータ通信の活用

3市政40周年事業（平成10年度開催、9年度中に内容の決定）



≪議会を傍聴して！≫

3月10日（月）、ののべ尚昭議員の一般質問の

時間（9：30～11：30）に後援会の皆さんが17名傍
聴にみえました。

今回は特に若い世代の方が多く、若者の政治離
れが叫ばれる中大変喜ばしいことだと思います。

今回はその若い世代の声として若い方々を中心に

議会に対する率直な感想を届けて頂きました。

●　今日、私たち2人は広島と神戸から初めて

稲沢市に来ました。また、市議会を傍聴する

のも生まれて初めての体験でした。私たちの
住んでいる広島市と神戸市の議会の傍聴すら

したことがない2人にとっては、稲沢市議会

の傍聴は貴重な体験となりました。

以前から、野々部さんの議員としての活躍

ぶりをうかがっていました。今回その様子を

まのあたりにして、やはり、評判通りの方だ

とあらためて感じました。ののべ議員の一般

質問は多岐にわたり、意欲的に取り組まれて

いる様子が想像できます。そして、その内容

からして多くの資料を収集し、必要とあらば

遠方であろうとすぐに足を運ぶ熱心さと行動

力がうかがえました。また、市（行政）側の答
弁に対して鋭く反応する態度は、とても26

歳には見えない程頼もしく、傍聴する私たち

も聞いていて気持ちのよいものでした。

ところで、市側の答弁内容について気に

なった点が2つありました。

1点目は行政改革推進について、ののべ議

員が組織の見直しの必要性をうったえたとこ

ろ、「中央省庁の動向を参考にして…‥。」

といった答弁がなされたことです。中央省庁

の在り方が問題とされている今、なぜそれを

参考にするのでしょうか？

2点目は人事制度改革に関して、市民の市

政に対するマイナスイメージをいかにプラス

に転換していくかの具体的対応策についての

のべ議員が質問したところ、「職員の言葉遣

い、建物構造、各部署の設置場所の分かりに
くさなどがマイナスイメージの要因と思われ

ます。よって、来年度から…‥。」といった

答弁がなされたことです。マイナスイメージ

の要因がわかっているなら、即、実行にうつ
すべきではないでしょうか？

今回の傍聴者数

17丘

このような素朴な疑問や問いかけに対し、

真聾に耳を傾け、議員という仕事に対して情
熱を注がれる方はそんなに数多く見かけるこ

とはありません。ののべ議員は政治に興味を

持っていない人たちに政治を分かりやすく説

明してくれます。その結果、政治がおもしろ

くなり、政治が身近に感じることができます。

最後に野々部さん、これからも熱意と責任

感を持った議員として頑張って下さい。

女性2名（23歳・広島市／23歳・神戸市）

●　初めて市議会を傍聴しに来ました。何が起

こるのか全然分からないうちに開会のベルが

なりました。恥ずかしい話ですが、ののべ議

員が質問して市側が答弁するということを知
りませんでした。後で、ののべ議員に聞いた

のですが、「市議会では市民から税金を集め

た市（行政）、もっと簡単に言えば、市の職員
に対して、税金をどのように使って何をして
いるのかをチェックするのが議員の役割なん

だよ。そのことを公の場で市長や関係部長に
質問するのが一般質問だよ。」と敢えてもら

いました。

また、一般質問の内容のなかで「しもん」

「ちんじょう」という言葉がよく出てきまし
たが、私はこれらの言葉の意味があまりよく

分かりませんでした。このことについても後

で、ののべ議員に敢えてもらいまた。私たち

のような若い世代にとってはあまり聞き慣れ

ない言葉だと思うのですが…。

しかし、議会がどのように行われているの

か、大体の雰囲気は感じ取ることができまし

た。また、私たちのような若い世代にとって

ののべ議員はどんな簡単なことでも気軽に
教えてもらえるので、これからも若い感性で

どんどん活躍してほしいです。頑張って下さ

いね。

女性・23歳

（

（
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●　毎回、ののべ議員の一般質問を傍聴させて

いただいております。今回で3度目の議会傍

聴となりますが、議会の雰囲気や運営方法が

少しづつ分かってきました。やはり、「百聞

は一見にしかず」です。今回の議会の傍聴席

にはののべ議員の後輩の方々の顔が見られ、
若い人も少なからず政治に関心があるのだと

思うと安心しました。

今回の質問内容は高度で私にとって理解す
るのはちょっと難しかったです。しかし、の

のべ議員の言っていることは毎回首尾一貫し

ており、自分自身のはっきりとした考え方を
持っているのだなあと再認識しました。のの

べ議員の考え方は若い世代の人たちだけでな

く、幅広い世代の人たちに受け入れられると

思います。それは自分の考え方を一方的にお

しつけるのではなく、必ず複数の選択肢を提
示ながら自分の意見を述べられるからです。

最後に私の感じたことですが、小、中学校

の社会見学などで、クラス単位でもいいから
市議会の見学をするのもおもしろいかなあと

思います。教科書だけでなく、実際自分の目

で確かめた方が政治の仕組みは理解しやすい

のでは…。実際、私がそうでしたから。

松浦里美・22歳

●　ののべ議員の当壇する姿は若々しく、市議

会全体のイメージアップにもなっていると感

じました。特に、年配の議員が多い中、若い

のになかなか頑張らているなあと思いまし

た。堂々として意見をはっきりと述べる様子
は1年生議員とは思えない程立派でした。自

分より50歳も若いののべ議員が活躍してい

るのを目の前で見て、なんだか嬉しくなりま

した。ののべ議員のように若くて、政治をき

ちんと勉強して議員になられた方は21世紀
には必要です。ののべ議員の活躍を見ている

と、明日の日本に希望が持てます。また、1

人でも多くの若者が、ののべ議員のように政

治を志せば明日の日本は明るくなると思い
ます。

老婆心ながら、身体には十分留意してくだ

さい。これからも応援しています。

石田冨美子・75歳

●　ののべ議員の一般質問は普段あいまいに見

過ごしてしまうようなところを鋭く追求して

いました。しかし、質問内容は行政用語を分

かりやすく使い、聞いていて大変分かりやす

かったです。私は今まで政治に関して無関心

だったけれども、初めて市議会を傍聴してみ
て、私たちもこれからの政治の動向をしっか

り見ていかなければいけないという自覚を再

認識させられました。

話は変わりますが、先日、国会（参議院）中
継で女性議員が質問をしていました。歯切れ

がよく、ボンボンと要点をあげて大変聞きや

すかったです。国民の立ち場になって私たち

が疑問に思っていたことを代弁してくれてい

るようで、的確にポイントをついてすごく分

かりやすく、胸がスーとする思いでした。こ
れからはああでなくてはと思ってテレビを見

ていました。たまたまののべ議員の一般質問

の傍聴をした後だったせいもあってか、余計

関心があったのかも知れません。

ののべ議員のお陰で何だか政治に関心を持

つようになりました。ののべ議員は日頃から

政治参加を切実にうったえています。私たち

も積極的に政治に参加しようとする気持ちが

必要だなあと感じました。私たちも住みよい
社会を創れるよう協力をしていきます。のの

べ議員も頑張って下さい。今のような気持ち
で前に突き進めば、絶対いい議員間違いなし！

最後に傍聴していて感じたことですが、稲
沢市はとてもやりがいのある市ではないで

しょうか。

浅井明子・48歳

次回（6月定例議会）の一般質問の日程予定

6／9，10，11，12
（月）　（火）　（水）　（木）

※詳細は市役所（議会事務局）まで



3月定例議会
【ののべ尚昭質問】

稲沢市の重要課題として春日井稲沢線の早期実現があげられる。奥田線以西か

ら西尾張中央道（1．6km）までの整備を早くするべきと考えるが、どのように事

業計画をたてているのか。また、整備していく上で予期できる問題点は何か。

平成9年の秋から丈量測量を、10年度から国庫採択を受けて用地取得に着手

する予定です。道路概要は4車線、時速60kmで道路幅25m（中央分離帯、3m

歩道、植樹帯）の計画です。予期できる問題点は交差点の設置数と位置をどう

するか、また、関係5集落が同一歩調で事業に協力していただけるかが大きな

問題点として考えられます。

学校数育にOA化として市内全小学校にパソコンを導入する予定だが、導入方

法はどのようか。また、教える側の教員へのパソコン指導が問題になってくる

が、対応策は考えているのか。

1小学校に22台、2年間で設置し、年間1学級10時間程度の活用を考えてい

る。教職員に対しては、情報教育を推進する体制を組織化し、実際の指導にお

ける操作・指導マニュアルの標準化などを進めています。

稲沢市は平成10年に市政40周年を迎えます。是非、市民に公募して記念事業

を行ったら良いと思うが、記念事業の開催方法や内容は決定しているのか。ま

た、ふるさと創生1億円の残りの6000万円を予算にあてたらどうか（前回の

12月定例会で提案）。

市民ボランティアを広報などで30名公募し、職員の中からも職員プロジェク

トチームとして20名を編成しました。具体的な進め方としましては平成9年

10月末までに、具体的な事業計画を定めます。その後は、平成10年度の記念

事業実施に向けての詳細プログラムの作成を行います。なお、一連の記念事業

開催経費については、現在のところ平成9年度から11年度の実施計画に計上

している“地域づくり事業基金”を用いる予定で、5千万円を限度額と考えて

います。

平成8年度健全財政を進めるためにどのように取り組んできたか。

／■■＼
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次の4点を特に重要視して健全財政運営に取り組みました。

1．実施計画を基本に計画的な行政運営に努めること。

2．欠員職員の一部補充、希望退職制度の導入、業務の民間委託、経常的経

費の枠配分による予算の総額規制などにより人件費、物件費等の経常経

費を抑え経常収支比率の抑制に努めること。

3．投資的事業に増大に伴う公債費比率の増加などに留意し、15％を超えな

いように配慮すること。

4．後年度に大規模事業を控えていることなどに備え、財源の許す限り積極

的に基金への積立をし、健全財政の確保に努めること。

～「市民のこえ」から学ぶ～

稲沢市では2年毎に市政に関するアンケートを実施している。大変素晴らしい

ことだと思います。その結果は「市民のこえ」という報告書にまとめられてい

ます。この結果はまさに市民の声であり、参考にしかナればなりません。次の

3項目を分析すると、一言でいえば、市政に対するイメージが悪くなっている

と判断できます。このような結果をどのように受けとめ、原因はどこにあると

考えているのか。また、今後の対応は計画されているのか。

【市政への信頼度】

1994年1996年　　差

信頼できる・まあまあ信頼できる　　40．6％　38．5％　－2．1％

信頼できない・あまり信頼できない　14．8％　19．3％　＋4．5％

【窓口対応の親切さ】

1994年1996年　　差

親切である・まあまあ親切である　52．4％　52．0％　－0．4％

親切でない・あまり親切でない　17．4％　20．1％　＋2．7％

【市役所の活気・明るさ】

1994年1996年　　差

活気と明るさがある・まあまあ活気と明るさがある　26．1％　21．0％　一5．1％

活気がなく暗い・やや活気がなく暗い　　　　30．9％　36．8％　＋5．9％
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環境審議会

環境モニター（廃止するべき）

美術館協議会

稲沢市美術館美術品収集委員会
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次のように見直しをしたいと思います。

【廃止し統合する】

●環境モニター

●住居表示対策委員会

【廃止の是非を検討する】r

●博物館建設準備委貞会

●交通安全対策会議

【続合の是非を検討する】

●障害児保育判定委員会

●適正就学指導委員会

住居表示審議会

住居表示対策委貞会（廃止するべき）

【廃止しない】

●区長・公達貞制度審議会

●通学区域審議会

●身体障害者福祉センター運営委

員会

【続合しない】

●働く婦人の家運営委員会

●消費生活モニター

●女性問題懇話会

●　まつの木作業所入所審査委員会

●美術館協議会

～陳情システムについて～

行政改革推進計画の中に、平成9年度に「陳情システム」を簡素化し、将来的

には陳情行政を廃止するという項目がある。現在の「陳情システム」の現状は

どうなっているのか。

毎年、4月の区長会で区長さんに道路、側溝などの整備で気付かれた点があれ

ば、行政区におとりまとめを願い、申し出を頂くようにしています。しかし、

地域ごとにまとまったご要望を頂くことが地域間のバランスをとり、さらには

事務上にとっても有意義であることから合同陳情をお願いしています。すでに、

千代田地区、明治地区の一部、下津4区の合同陳情を実施しています。
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