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4月7日　交通安全市民決起大会
8日　愛知文教女子短大入学式
9日　臨時議会

議員総会 煽㌢

11日　県市議会議員野球大会
18日　県市議会議員野球大会（ベスト8）
20日　消防団観閲式

植木まつり開場式
21日　石橋浄水場新設配水池竣工式
22日　稲沢地区区長会
30日　下水道対策特別委員会

5月6日　尾張大国霊神社例祭参列
7日　平野区陳情（水道企業団）
9日　平野区陳情（市役所）
15日　地方自治経営学会（東京・市ヶ谷）
16日　水道臨時会

下水道対策特別委員会
18日　稲西小地区子ども会

ソフトドッジボール大会
19日　会派研修
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（花巻市・白石市・名取市）

稲沢地区まちづくり推進会議総会

委員協議会（文教経済委員会）
下水道対策特別委員会
議員総会
稲西小地区体育振興会懇親会
大成中学・高校創立記念祝賀会
稲西中後援会総会
委員協議会（国民健康保険）
6月定例議会（開会）

開会
日本公共政策学会

（京都大学）

青少年健全育成市民大会
稲沢市国際友好協会総会
新人議員研修会
小鳩保育園竣工式

各員の甘味

鼻ヤお見貴い
ヤL上げます

梅雨が過ぎ、暑い貢がやって来ました。今年は
冷夏だと言われておりましたが、毎日35℃を越す

猛暑が続いておi）ます。しかし、後援会の皆様に
おかれましては元気にこの夏をお過ごしのことと

思います。私もこの暑さを吹き飛ばして、稲沢市
の発展に貢献できるよう頑張ってまいi）ます。

この暑い夏は私にとって忘れることのできない
季節です。7月28日で私は27歳になi）ます。ちょ

うど2年前、国府宮駅の街頭で立候補に向けた街
頭演説をしました。若いボランティアスタッフと

共に約50分間、政治に対する思いをうったえまし
た。青い職を持ち、白いポロシャツを着て毎日街

頭で活動を続けました。あれから2年が経とうと

しています。本当に早いものだと感じています。こ
れを機会に私自身のこれまでの議員活動を自問自
答してみようと思います。

2年間の議員活動で一番感じたことは、行政と市
民が共有する共通の情報があまりにも少なすぎる

ということです。21世紀は情報化社会です。情報、

いわゆる広報公聴活動の徹底が最大課題となりま
す。私は広報公聴活動の拡大を一般質問で何度も

指摘してきました。それで、やっと市役所の一階
のロビーで各種パンフレットの棚の設置が実現し

ました。しかし、まだ広報公聴活動の必要性に対
する認識が私と行政の間では差があります。今後

も広報公聴活動の必要性を指摘し、行政と市民が
共有する共通の情報を作る整備を行っていきます。

もうすぐ議員活動の折i）返し地点に辿りつこう
としています。返し地点に辿l）つく前に、スター

ト地点の気持ちをもう一度確かめ頑張i）ますので
宜しくお隙い申し上げます。

市議会議員　野々部尚昭



6月6日に開会し、14日間の会期で平成9年度

一般会計補正予算案、平成9年度稲沢市公共下水

道事業特別会計補正予算案など9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1億5384万5千

円を歳入歳出予算総額の256億2000万円に追加し
たもので、歳入歳出予算総額を257億7384万5千

円としたものです0主な歳出は高御堂保育園跡地

を障害者福祉施設、児童遊園として利用するため

の整備費、訪問介護ステーション設置の支援、交

通安全の啓発と施設整備に伴う経費などです0
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】

◎稲沢中島都市計画稲沢下水道受益者負担に関

する条例を制定しました。

恋路下
【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。

◎稲沢市非常勤消防団貞道職報償金の支給に関

する条例の一部を改正しました0

◎稲沢市国民健康保険税条例の一部を改正しま

した。

【意見書】

◎郵政事業の現行経営形態の堅持を求める意見

書を提出しました0

（現在、郵政事業のあり方が議論されている
が、郵便局は郵便、貯金、保険の3事業の公

的サービスを通じて、地域社会に密着した

‡諾言霊讐慧‡予言Eも竺警浣志孟妄墓芸（
牌性を重視した民間に移行されることにな
ると、事業収益の高い都市部に集中し、過疎

地城、不採算地域では切り捨てられることが

考えられる0
また、地方ではインフラ整備が立ち後れて

ぉり、財政投融資を適切に活用することによ

り、遅れている地方の社会資本整備を、一層

促進することが必要であると考える。
よって、政府に対し、郵政事業の果たす公

共的、社会的役割の重要性に鑑み、郵政3事

業の現行経営形態を堅持するよう強く要望し

ました。）
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◎遺伝子組み替え食品の表示と大豆などの国内

生産・自給率の向上を求める意見書を提出し

ました。

（次の3点を強く要望しました。

1．遺伝子組み替え農産物及びこれを原料と

して用いたすべての食品について、消費

者が選択できるように表示を義務づける

こと。

2．遺伝子組み替え農産物及び含有食品につ

いて、安全が確認されるまでは、輸入を

認めないこと。

3．大豆などの農産物の国内生産を励まし自

給率を高めるために、国内振興策をはか

ること。）

◎地域住民の生活に必要不可欠な公共交通機関

の維持確保を求める意見書を提出しました。

（次の5点を強く要望しました。

1．バス・鉄道に関する需要調整規制の見直

しにあたっては、公共・公益に特性を重

視し慎重に対処すること。

2．社会的に守られるべき安全で安定した交

通網の維持と、良質な輸送サービスの確

保のため、社会諸施策を強化すること。

3．地域住民の生活に必要不可欠な、鉄道・

乗合バスの生活路線の維持方策を、福祉

政策と位置づけ、諸制度を確立するとと

もに、関係者の意見・要望などを十分反

映できる中央・地方レベルでの協議会等

を設置すること。

4．事業者の資質の確保と継続性の観点か

ら、安易な新規参入・撤廃を防ぐための

基準の確立を図ること。

5．需給調整規制の見直しにあたっては、上

記の諸条件整備等が確立された後にする

こと。）

◎第6次定数改善計画完結をはじめ文教予算確

保に関する意見書を提出しました。

（義務教育費国庫負担制度から学校事務職貞・

同栄養職員を適用除外しようとする動きは従

来よりあった。それに加え、現在進行中で平

成10年度に完結すろ予定の第6次定数改善

計画を2年間延長して、教職員定数の削除を

図ろうとすることまでも明らかになった。こ

の動きは、教育の機会均等と教育水準を維持

していくうえで、大きく危倶されるところで

ある。

また、21世紀を担う子どもを健やかに育て

ることは、すべての国民の願いであり、一人

ひとりにゆきとどいた教育を保障するには、

十分な教職員定数を確保する必要がある。

よって、政府に対し、平成10年度の予算概

算要求にあたり、第6次定数改善計画を早期

完結するため、十分な文教予算を確保される

とともに、次期定数改善計画の早期策定に向

けて取り組むこと、並びに義務教育費国庫負

担制度から学校事務職員・同栄養職員を適用

除外することがないよう強く要望しました。）

宮城県白石市を訪問して！白石市では今ま

での悪い習慣を打破して新しい考えを取り入

れようと“良いものは良い”というキャッチフ

レーズでまちづくか）を進めている。



≪議会を傍聴して！≫

6月11日（水）、ののべ尚昭議員の一般質問の
時間（11：20～14：20）に後援会の皆さんを中心に
27名の方が傍聴にみえました。
今回はサラリーマンの方、自営業者の方、主婦

の方など幅広い職種に就いておられる方々が初め

て傍聴に来られました。今軌ま初めて傍聴に来ら

れた方の感想も含めて生の声をお届けします。

●　初めて市議会の傍聴に来ました。もちろん

議場を見るのも初めてでした。ののべ議員は

どちらかというと早口だけれど、一般質問の

時はゆっくりとした口調で分かりやすかった

です。一般質問の内容については、政治教育

について、稲沢市の緑化について、市民サー
ビスとは何かの3項目は身近な問題だったの

で良く理解でき、ののべ議員の質問に同感し

ました。とくに、政治教育の中でディベート

教育を推進することを提案されていたので感

心しました。ののべ議員の言っていたように

中学生の間で、このディベート教育の授業が

生徒に人気があると聞いています。このよう

な質問は若い議員だから考えつくことだと思
います。若い力でもっともっと頑張って下さ

い。応援しています。

最後に要望ですが、傍聴する時に理事者

（市長や部長の側）の役職名が分かるような
表を議会事務局で頂けたら、もっと分かりや

すい議会傍聴になったと思いました。

女性38歳

●　私はサラリーマンで、初めて稲沢市議会の

傍聴に来ました。第一印象としてののべ議員

の熱意ある質問を聞いて、若い活力ある議員

の存在価値が目立ちとても良いと感じまし

た。しかし、ののべ議員の質問に対する答弁
がいかにも事務的で真剣みに欠けるように思

われました。

今回、市議会を傍聴してみて自分たちの選

んだ議員の方々がどんな活動をしているかを

知る良い機会であった。一般には移住地の回

りに公園ができたとか、道路が整備されたな

ど具体的に議員の活動が分かる場合もある

が、それぞれの議員の考え方や方針を知るに

は横会ある毎に傍聴しても良いように思う。

今回の傍聴者数

また、傍聴することは議員の活動だけでは

なく、答弁する側（市当局）の姿勢も知るこ
とができる。ある程度一般質問を聞いている

と、質問する側と答弁する側の言葉の中に、

本当に市民のためになるよう頑張っているか

否かを判断できる材料を見つけることができ

る。したがって、議会中継をケーブルテレビ

などのマスメディアを使って公開すべきであ

る。サラリーマンなど傍聴になかなか来るこ
とができない人のためにも是非そうしてほし

い。隣の津島市ではケーブルテレビでの市議

会中継を既に行っていると聞いています。稲

沢市でもケーブルテレビでの市議会中継が可

能だと思います。できないとすればどうして

か。また、どんな弊害があるのか。

近藤（男性）48歳

●　何回か傍聴に来るようになりました。その

お蔭で1年に定例会（定例議会）が4回ある
ことを覚えました。

ののべ議員の発言している様子を見てい

ると、政治に対する深みが段々増してくるの
が分かります。そして一般質問で市長さんや

部長さんたちに対して堂々と意見を述べる姿
は、行く度にたくましくなりとても嬉しく思

います。また、発言の仕方も分かりやすく例

をあげながら質問していくので、聞いている

側にとっても大変分かりやすく感じました。

ただ、理事者側の答弁は声が小さく、堂々と

していないので説得力に欠けるような気が
しました。やはり、ののべ議員の質問や提案

に対して、私たち傍聴者、もちろんののべ議
員の納得のできる答弁をするべきだと思いま

す。とくに、教育に関して問題が問われてい

る昨今、政治教育も大切だと思います。今回

の答弁では市政40周年（来年）に子ども議会
を開催したいと言っていたと思うので、是非

実行に移してほしいと思います。若い世代に

政治教育を訴えることのできる議員はののべ

議員が1番だと思います。ののべ議員頑張っ
て下さい。

石田冨美子75歳
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●　議会を傍聴して気づいたことですが、質問

に対して答弁側の発言の方法に少し疑問を

持って聞いておりました。全体的に質問に対

してそれr替れの担当の分野での参考書類を

見て答弁するのもいいのですが、ほとんど書
類から目を離すことなく答弁が終っているよ

うに見受けました。その態度を見ていると本

当に答弁する方は自分の担当分野での仕事に

対して勉強し、理解して毎日仕事に取り組ん

でいるのか一市民として少し不安になりまし

た。同じ内容の答弁でも書類を読み上げるの

と自分の言葉で答弁するのでは相手に対して

信頼感が違います。これからはもう少し力強
い態度でお願いしたいものです。

稲沢市という大きな会社（民間企業に例え

て）の一員である職員の方々は目まぐるしく
変化している時代を追うのではなく、自分た

ちの発案に時代がついてくるよう各分野での
仕事に対して勉強、研究、理解して毎日の仕

事に取り組んでほしいものです。

今回傍聴して、ののべ議員が立候補の時打
ち上げた“地球視野の地域人”“外から稲沢

市を見つめよう”のスローガンが改めて思い

起こされました。転勤、または学生さんなど

他県での生活をしている方々が稲沢市にみえ

た時、やっぱり稲沢市は活気があり何か心が

引き付けられるものがある市と感じる市で
あってほしいものです。このような魅力ある

市になることを市民の方々は望んでいると思

います。

そのためにもののべ議員は政治・行政など
に関する書類を多方面から読み勉強、研究し

ていることが今回の質問で大変良く分かりま

した。とくに、ののべ議員は一般質問で一貫

して行政改革を取り上げていますが、地方自

治法をひもとき、法律の第～条というところ

まで掘り下げて質問をしていました。大変素
晴らしく、政治や行政を専門に勉強した方の

質問だと改めて感心しました。

稲沢市がますます住みよく誰からも好かれ
る市になるようののべ議員が努力して頑張っ

ている姿をみて感心しました。

女性50歳

北九州市役所の広報課（市政相談コーナー）。
たくさんの情報が自由に収集できるよう1階

のロビーにコーナーを設置しています。稲沢

市にとっても参考になる取り組みです。

次回（9月定例議会）の一般質問の日程予定

9／16，17，18，19
（火）　（水）　（木）　（金）

※詳細は市役所（議会事務局）まで



稲沢駅周辺地区

「事業計画のあらまし

土地区画整理事業 設計図（案）
イメージ／トス

尾張西部都市拠点地区事業計画懐）の概要
①事　業名　称

②施　行　者

③施行地区の位置

㊨施行　面積

◎新前鮎桝用礪表

◎事　業　費

⑦事業施行期間
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相沢中島都市計画事業

尾張西軸市拠点地区土地区画整理事業

住宅・都市整備公団

樽沢市下津南山町ほか地内

約43．45h8

別表参照

約230億円
娩

過払扉璃

自平成9年月　日（事業計画認可の別

霹至平成21年3月31日（清算期闇5年を含む）

施行前後土地利用対照表

区　　 分 施　 行　 前
施 行　 後

∠ゝ

公
共
用
地

道　　　 路
3．05 蔓 ・・

ア．0

地頑 （ha）

11 61

割合 （％）

26．7

3．7

1．0

31．4

50．5

18．1

■■■■■■■－■■
00．0

す。

公 認 ・緑 地 ノ 一－■■■■■■－ 一－■■－■嶋■－■■■●■ 160
水路 （調整池） 0 66 1 5

計 ■
3．71

●
8．5 0．43 ＿

13 64

宅

地

民
再
地

農地 （琶 ・畑） 6．53 15．0 ●

21．94

地　 等 ‾4．95 11 4
小　 針 11．48 26⊥4

公

■専
鳩
等

市　 有　 地 0．01 0．1

・日本国専鉄道清

算事集団所専地
28、11 白4．7

田　 軒

保 、留 ■ 地

　 ■
39．60 91．2

灘 職 ■■■■－ －－■－－－－－－－－■■■ フ．87

　 圭　 増

合　 計

0．14

43．45

0．3
－■■■■－－■■■－■

100．0 43．45

漸平 均減 歩 率 44．8％

（公 棚 番 率 25・0鱒 、保 留 地 減 歩率 ・ 19．純 ）

民 宅地 の 減 歩率 につ い て は 、・市 施 行 と同 程 度 とい 圧 し



下津陸田地区事業計画（案）の概要

①事　業　名　称

②施　　行　　者

◎施行地区の位置

㊨施　行　面　積

◎施行前後士朗用対照表

◎事　　業　　費

⑦事業施行期間

稲沢中島都市計画事業下津陸田土地区画整理事業

稲　沢　市

稲沢而下津南山町ほか地内

約19．78ha

別表参照

約60億円

自　平成9年　月　日（事業計画認可の日）

至　平成21年3月31日（清算期闇5年を含む）

施行前後土地利用対照表

区　　 分
施　 行　 前 施　 行　 後

地積 （na） 謂 ・・ 地積 （ha） 割合 （％）

公
共
用
地

道　　　 路 3．39 17．1 6．12 30．9

公　　　 園 ●　●● 3．1

水品（調整池） 0．49 2．5 0．20 1‾．0

計 3．88 19．6 6．92 35．0

宅

地

農地（田 ・畑） 11．78 59．6
12．36 62．5

宅 ・地　 等 4．11 20．8

計 15．89 80．4 12．36 62．5

保　 留　 地 0．50 2．5

＿測　 暮　 増 0．01 0．0

合　　　　 計 19．78 100．0 19．78 100．0

料平均減歩率　22．3％
（公共減歩率19．1％、保留地減歩率　3．2％）

（注）土地利用計画はNo．8事業パンフレ、ソト参照

イメージパース

（注）施行後の公共用地地積は図上で求めた
ものです。事業認可後、街区確定測圭
により多少の面積変動ガ生じます。

凡　　　　 例

施行地区界 － ■■■■－■■■■■■■

都市計画道路

区画道路

特殊道路

公　 園 雷■二′‾－…＝…‾≡≡

緑 地

調 整 池

公共公益業務用地

商業業務用地

計画住宅地

パンフレット「グリーンスパーク稲沢21

稲沢駅周辺地区のまちづくり（No．9H．9．4）」
を一部修正して抜粋
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～子ども議会の開催について～

嘗鮒貰．凋轟料先登怒鳶顔蔦封鹿ギ

6月定例議会
【ののべ尚昭質問】

平成8年9月の定例会で「子ども議会などは必要であり、しっかり考えてい

かなければならない問題である。そして、なんとかやってみたいという方向で

考えている。」という答弁をいただいている。その後、どのような対応をした

のか。

来年度の市政40周年を契機に、実現に向けた手順や内容の検討を進めていき

ます。

～ディベート教育推進について～

平成8年9月の定例会で「研究、検討、そして授業の中で取り入れていくよう

一度援助してみたい。」と言う答弁をいただいている。その後、どのような研

究、検討をしたのか。また、稲沢市内での現在の状況はどのようか。

教科指導の立場にある教務主任に対して、指導技法の一つとしてディベート教

育を紹介し、ディベート大会の参加を進めている。稲沢市内での現在の状況は

／／‾、＼



稲西中、千代田中に続き、稲中、治郎丸中でも行っており、今後全中学校で取

り入れていくよう指導していきます。

稲沢市で東海地区のディベート大会を開催できないか。

授業での実戟とディベート大会開催への支援をしうる環境づくりに取り組んで

いきます。

～組織の見直しについて～

【背景】部制廃止：観音寺市，係制廃止：岡崎市、箕面市、宝塚市、福井県

′ヽ　　　鴇　　≪平成9年3月の答弁内容≫

●平成6年度に機構改革をした。

●時代に即応した組織・機構の見直しは時代の流れとともに必要である。

・職員の退職、中央省庁の再編、地方分権などの国の改革を踏まえた組織・

機構の改革について調査、研究する。

●現在の組織・機構の問題点はタテワリ行政である。中央省庁の組織の再

編も参考にして組織・機構の改革について調査、研究する。

●職員配置について行政診断をいただいている。

′ヽ

理事者側も現在の組織・機構の問題点はタテワリ行政であると認識している。

自ら係などのワクを全廃して対応したらどうか。また、組織の最小単位を課に

するとどんな問題点がでてくるのか。比較（セクショナリズムvsグループ）
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時代に対応した組織機構の見直しを平成11年に実施しますので、それまでに

検討します。

巨大事業を多数抱えている。中でもJR跡地開発は成功させなければならない。

現在各部の調整役を助役が1人で行っているのだが、困難ではないのか。せめ

てJR跡地開発専任の助役を1人置き、助役2人別に移行したらどうか。

庁議の場を政策決定機関と位置付け、助役がリーダーシップをとり責任を持っ

て各部の調整役をします。現在の助役1人制で対応していきたいと思います。

市長の専門委員を選任したらどうか。・経営コンサルタント、公認会計士、弁

護士、大学教授（行政学、経営学）など

地方自治法をもう一度検討しながら、初めての提案ですので制度の研究をして

まいります。

【参考】地方自治法：組織158条，助役161条，専門委貝174条

窓口業務について、時間外の市民サービスはどのようにしているのか。また、

窓口業務を延長することや休日窓口の開設は本当の市民サービスになり、大変

喜ばばれると思うが、このようなサービスを行えないか。

時間外サービスを図書館（休日：10：00～16：30）や市役所の守衛室（平日：17‥15

～21：00）、（休日：10‥00～21‥00）で住民票、印鑑証明を電話予約制度により実
施しています。窓口業務を延長することや休日窓口の開設は今は考えていない

ので、この電話予約制度を活用していただきたいと思います。

このサービス（電話予約制度）は市民に周知しているのか。私はほとんどの市
民がこの制度を知っていないと思う。広報をしっかり行うできではないか。

広報をしっかり行っていきます。

この一般質問により【休日・夜間の交付受付業務の内容】を広報でPRしまし

た。広報の7月1日号の「お知らせコーナー」（10ページ）をご覧下さい！

／′■ヽ
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～緑のマスタープランについて（緑化、植樹の推進）～

今回の一般質問で緑化について以下の3点に分類して質問しました。しかし、

行政側は具体的な計画を示さない答弁をしてきました。国からの指導で緑の

マスタープランを作ったようだが、私は稲沢市独自の緑のマスタープランを作

らなければいけないと考えます。このことは引き続き行政側に問い質していき

ます。

（
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道路の緑化について

●都市計画道路は具体的にどのように緑化していくのか。

●一般市道の緑化計画によると平成22年までに0．2ha、750m延長すると

なっているが、具体的にどこの道路なのか。また、数字の根拠は。

●春日井稲沢線の緑化を子どもたちの手で植樹したらどうか。また、植木

のまちとアピールしているのだから、稲沢らしい、植木のまちらしい植

樹帯を造ったらどうか。

民有地の緑化について

●現在の緑化状況は傾向として、住宅地に比べ商業地・工業地では低い。と

くに、商業地では街路樹の緑がある程度で民有地の緑化は非常に少ない。

このように状況調査しているが、ど洪ような状況を「緑化されている」と

判断しているのか。また稲沢市が考える好ましい緑化とはどのようなも

のか。全然イメージが沸いてこない。

●現在、商店街や企業にどのように緑化を働きかけているのか。

河川の緑化について
●市内に8河川ある。この8河川の具体的な緑化計画はあるのか。遊歩道

を整備する河川の計画はあるのか。あれば、どの河川か。



ののべ尚昭議員の友人のバン

グラディッシュの赤ひげ先生、

Dr．ホセインさんが稲沢に来ま

した。市役所を訪問し、服部市

長に医療器具などの援助を要望

しました。

後援会会長の加藤さんと最高顧

問の水野さんと4人で記念撮

影。

Dr．ホセインさんと議場の見

学。ののべ議員が市議会の概要

を説明している様子。

／へ


