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各其の塔緒
ののべ尚昭経過報告
1月12日
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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

新顔のlヨ々
いかがお過ごしですか

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 委員協議会（国民健康保険）
13日 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

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

◎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
3月5日に開会し、21日間の会期で新年度一般会
例の一部を改正しました。
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。
◎稲沢市手数料徴収条例の一部を改正しました。
なお、平成9年度稲沢市一般会計当初予算の歳入
◎稲沢市立児童厚生施設の設置および管理に関す
歳出総額は256億2，000万円、特別会計は131億
る条例の一部を改正しました。
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
◎稲沢市心身障害者医療費支給条例の一部を改正
した。
しました。

そして、平成8年度一般会計補正額は、2億5，577
◎稲沢市精神障害者医療費の助成に関する条例の
万2千円を歳入歳出予算総額の253億7，186万1千円
一部を改正しました。
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。
◎稲沢市戦傷病者医療費の助成に関する条例の一
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。

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。

◎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。

◎稲沢市立学校設置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。

◎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。

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

◎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。

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

′■ヽ

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。
／′■■ヽ
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老 人保 健
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稲沢 西土 地 区画整 理事業 ■
農業 集落排 水事 業
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企業合計（稲沢市民病院事業）
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2，000万円
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216万 2千 円
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