
ののべ尚昭後援会　　　　　　　　　平成9年10月26日　第8号

藷　当　室　劫　些
発行者：後援会会長加藤進一／後援会事務所：稲沢市平野町2－8Tel．32－7199

ののべ尚昭経過報告
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日本バングラデイシュ友好協力会（JBCS）
事務局長と懇談

稲沢医師会長訪問

市長に表敬訪問（バングラデイシュの
赤ひげ先生：Dr．ホセイン氏と共に）

「たんぼぼ共同作業所を創る会」設立総会
東海若手市議会議員の会総会

行政視察（文教・経済委員会）
知多リサイクルプラザなど

水道議会視察

（徳山ダム・射水水道企業団）

ギリシャナショナル
サッカーユース稲沢訪問

民泊受け入れ
東海若手市議会議員の会メンバー

岡本市議（豊橋市）稲沢訪問
石垣フォーラム（沖経本島・石垣島）
【領土問題研究：尖閣列島について】

全国若手市議会議員の会（横浜市）
臨時議会
防災総合訓練

「環境問題」シンポジウム（多治見市）
東海若手市議会議員の会会長・

山本多治見市議主催

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
五郷地区グランドゴルフ大会

9月定例議会（開会）

閉会
敬老式
稲西中文化祭（ディベート大会見学）
稲西小運動会

谷真の皆沌

虫音の何々

いかがお過ごしですか

暑い貢が過ぎ、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2年になりま

した。4年の任期の折り返し地点です。この会報も
第8号になり、毎日たくさんの方々に支えられて

いることを実感します。議会活動としては毎回一
般質問をさせていただき、今回で8回目となりま

した。私は特に、行政改革推進、政治教育、ディ
ベート教育、情報公開、庁内改革に力を注ぎ質問

や提案をしてきました。その中で共通するテーマ
が「地方分権」です。私の取り組んでいる問題や

提案は結果がすぐに出ないものが多く、皆様にな
かなかご理解いただけない内容も多々あります。

「地方分権」をテーマに政治改革を考えると1
年や2年で結果がでるものはあまりありません。

やはり大きな視野で物事をとらえるには、どうし
ても長い期間が必要になります。このような政治

活動をするには、皆様方の温かいご支援とご理解

が私の一番の心の支えになります。今後とも長い
目で育てて下さるよう、よろしくお願い申し上げ
ます。

また、10月26日に国際政治学者の舛添要一先生
をお招きして『地方分権21世紀講演会』を開催す
ることができました。会員の皆様に多大な御協力

を賜わりました。本当にあi）がとうございました。

市議会議員　野々部尚昭



9月定例議会

9月12日に開会し、20日間の会期で本年度一

般会計補正予算案など13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2億4708万2千

円を歳入歳出予算総額の257億7384万5千円に追

加したもので、歳入歳出予算総額を260億2092万

7千円としたものです。主な歳出は庁舎CATV設

備工事費、大里西小学校屋内運動場・プール改築工

事（平成10年建設）に伴う設計料、防犯灯増設に

伴う防犯協会員負担金の追加などです。

また、一般質問を行った議員は10名でした。（後

にののべ尚昭議員の一般質問の詳細を報告）

10月臨時議会

10月20日に1日間の会期で開きました。9月定

例会では加藤光男氏が議長になりましたが、一身

上の都合により辞職の申し出があり、これを許可

しました。その後任には加藤鐘一氏が選出されま

した。

また、副議長と常任委員会委員等の改選が行わ

れました。詳細は8ページを参照して下さい。

【条例制定】

◎稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関

する条例を制定しました。

◎稲沢市特別職の職員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。

◎稲沢市職員退職手当支給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

正しました。

◎稲沢市病院事業の設置等に関する条例の一部

を改正しました。

【意見書】

◎新たな道路整備5箇年計画の策定と道路特定

財源の堅持を求める意見書を可決しました。

◎法務省出張所の統配合計画等に関する意見書

を可決しました。

◎除籍簿、除かれた戸籍の附票等の保存期間の

延長に関する意見書を可決しました。

【同意】

◎教育委員会委員…稲垣幸好氏（再任、平町）

◎監査委員…申出口喜代治氏（再任、東緑町）、

飯田勇氏（議員選出、西町）

◎人権擁護委員…大崎康子氏（失合町）

【決定】

◎決算特別委員会を設置し、委員を下記のとお

り決定しました。また、委員長は竹市民、副

委員長は内藤氏に決まりました。

箕浦敏夫氏

山本平和氏

仙石稔氏

石田茂氏

大河内明氏

星野茂子氏

安井利彦氏

内藤和秀氏

竹市慧氏

山本秀男氏

（新政同志会）

（日本共産党稲沢）

（稲政会）

（新政同志会）

（市民クラブ）

（無所属）

（公明稲沢）

（新政同志会）

（新政同志会）

（社会民主党）

※順不同、括弧内は会派

一　　　　－・・－　　　　　　　　　　　　　　　　　‾‾■　　　　　　　　　　　　‾■‾■　　　　　　■　＿　　　　　　　＿＿＿　　　　＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　‾　　　　　‾　　　　■　　　　‾　　　‾　　　　　　　　「■■‾▼‾　‾【■T「■　　　■　■　■・　－　－　－　　・　　　　‾‾‾‾‾‾「－－¶



≪議会を傍聴して！≫

9月16日（火）、ののべ尚昭議員の一般質問の

時間（9：30～11：00）に後援会の皆さんを中心に17
名の方が傍聴にみえました。

今議会から議会事務局の方で発言通告書（私た

ちが一般質問を行う内容の一覧表）が希望者に限
り配布していただけるようになりました。今まで

はののべ議員が個人的に配布してきました。少し

ではありますが、議会も変化しつつあります。や

はり、これは傍聴に来られる市民が増大した結果

であると思います。今回も傍聴に来られた方から

の感想をお伝えします。

／‾■‾■■、＼

●　今までのののべ尚昭議員の一般質問は

●行政改革推進について

●政治教育について

●情報改革について

など多岐に渡り、質の高いものばかりだと感

じています。しかし、これらの事項について

毎回一般質問をしているので、それが少し

ずつでも実施の方向に向かっていると思いま

す。議会を毎回傍聴していても何か気持ちに

力が入って、真剣に聞いてしまいます。

毎回の一般質問ともなれば、勉強をしてい

かなければ質問する議題が出てこないので毎
日の生活が勉強で大変だと思います。

私たち市民は新しい稲沢市に向かっていく

ような市政であってほしいと願っております。

これからもいろいろな方向から稲沢市を見つ
め、行政の方々、また他議員さんの良い意味

での刺激になるような質問を続けてほしいと
期待します。

女性52歳

今回の傍聴者数

新三役決定

議長　　　加藤鐘一氏

（新政会／7期日）
副議長　　安井文比古氏

（新政同志会／3期日）
監査委員　飯田勇氏

（共産党／7期日）

民泊したギリシャナショナルサッカーユー

ス訪問団のコスタスさん（左）、ツゴスさん

（右）の2人と共に！今では海を越えた友人
になりました。
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9月定例議会
【ののべ尚昭質問】

苦情処理などオンブズマン制度の導入により対応したらどうか。オンブズマン制度に

ついてどのような認識なのか。

現在は行政不服審査、行政事件訴訟、監査委員制度、市民相談などで対応している。

オンブズマン制度を導入しなくても十分機能していると思うが、これらの制度を補完

して活性化させる役割を持っていると認識しています。新しい時代の流れも感じるの

で、こうした制度も研究していきたい。

行政相談、市民相談の利用状況はどのようか。

以下の件数になっています。

行政相談　　　市民相談

6年度　　　　2件　　　　362件

7年度　　　　3件　　　　326件

8年度　　　1件　　　　373件
（
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～庁内の情報の共有化について～

OA化の推進状況はどのようか。また、今後の具体的な推進計画はどのようか。

5年計画で5人に1台の割合でパソコンを設置し、今年から取り組んでいます。また、

ワープロからパソコンに切替え、庁内のネットワークを図っていきます。

庁内のネットワーキングシステム（人間）をどのようにするのか。

今年度、「稲沢市情報化推進委員会設置要綱」を策定し、庁内職員11人で情報推進委

員会を組織しました。第1回の委員会を8月25日に開催し、今後毎月1回のペース

で委員会を開催します。また、今年度中には稲沢市の情報化を推進していく方策を見

い出していく方針です。

～行政と市民の情報の共有化について～

用地買収や窓口説明で行政用語を使用するが、市民にとっては分かりにくい言葉が多

い。そこで、行政用語（お役所言葉）改善マニュアルを作成したらどうか○

事務改善委貞会において接遇マニュアル作成の検討をしています。その中で言葉遣い、

文章表現などについて見直しを行っていきます。

ホームページの作成を早急に提案しているが、その後の対応はどのようにしている

のか。

提案を頂いていますホームページにつきましては、9月中にプロバイダーに開設を申

し込む予定で、10月中旬には開設する予定です。ホームページの概要は全45ページ

で、市政要覧、観光ガイドをベースに企画課で作成しました。内容は11項目に分け

て構成しました。また、アクセスして頂いた方から意見や感想を送信して頂けるよう、

双方向通信の配慮もしています。

各種諮問機関の設置状況や審議内容の公開を積極的に公開するべきではないか。

設置の状況やその内容などについては、できるものから広報の中で情報を提供してい

きます。
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～組織の見直しについて一人材活用～

中央政府での省庁再編は1府12省の改革案でまとまりそうである。市長は政府の改

革を見ながら、組織の見直しをすると言っている。しかし、この改革案を見ると今ま

でとあまり変わらないように思える。そして、組織の制度疲労やタテワリ行政による

弊害が分かっており、組織や機構の改革の必要性を感じているのに、なぜ平成11年

まで待つのか。今すぐにでも取りかかるべきではないのか。

平成10年度につきましても、手直しの範囲では見直しもしなければならない場合も

出てくると認識しています。手法の研究や相当のデータ収集など、庁内コンセンサス

を得る中で進めていきます。

庁内のラインとスタッフの割合はどれくらいか。また、今後この割合はどのように変

化していくのか。

病院職員及び保母職、調理員、その他現業職員を除いて、スタッフの位置づけとして

いる単独の主幹、副主幹、主査の数はそれぞれ8人、4人、92人で合計104人となり、

全体の事務職員数443人の23．5％。また、中間管理職は136人であり、全体の30．7％を

占めている。今後、この割合の大きな変動はありません。

～目標設定による行政運営について－≪各課・各係の事務量の把握が必要≫～

事務事業執行管理の状況はどうか。

来年4月から週単位、月単位等それぞれの職場に合わせた様式により、事務事業執行

管理をしています。

′■ヽ



市長は市町村合併についてどのように考えているのか。また、推進と考えているのな

ら、1市2町か3市3町か、それともその他の組合せのどれが適当と考えているのか。

市町村合併は推進すべきだと考えています。当面は1市2町（稲沢市、祖父江町、平

和町）で行政の共同処理をする中で、少しでも市町村合併の方向が見い出せればと考

えています。
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夏休み中に生徒が挙動不審者と接触したケースはあるか。また、実際に防犯ブザーを

使用したケースはあるか。

ありません。

月2回、愛護センター指導者によりパトロールが行われている。そこで、パトロール

中に挙動不審者と出くわしたケースはあるか。

稲沢公園をパトロール中にホームレスと出くわしたケースが報告されています。

年内中に防犯協会、各地域を実際にパトロールをしている方々などと1回話し合いを

行うべきではないか。そこで現状を認識するべきではないか。

警察、校長会、連合PTAの会長会でまず話し合いを持ち、防犯協会にも働きかけを

します。

児童が挙動不審者と出、くわした時、防犯ブザーを鳴らすより逃げることの方が多い。

現在市内に「防犯連絡所」があるが、実際には機能していない。そこで、児童が挙動

不審者と出くわした場合に速やかに逃げることができる『駆け込み寺』のような【子

ども110番の家】を設置したらどうか。

学校、地域、警察など関係機関と調整を図る中で検討していきます。



ー平成9年10月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・経済環境 所管　 建設部・都市開発部・ 所管　 市民福祉部・市民病院 所管　 議会事務局・市長公室・
部・農業委員会事務局 下水道部 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
任委貞会の所管に属さ
ない事項

◎　 星野茂子 ◎　 安井利彦 ◎　 村上秀臣 ．◎　 内藤和秀
○　 石田茂 ○　 飯田辰男 ○　 大河内明 ○　 仙石稔

山田宗廣 l野々部尚昭l 箕浦敏夫 桜木琢磨

山本平和 竹市慧 加賀盛膵 安井文比古
松田俊彦 近藤春市 平手久志 服部 開－
柴山孝之 加藤光男 渡辺幸保 飯田瑛－
河村三朗 飯田勇 山本秀男 鈴木幹雄

坂上国弘
加藤鐘－

特別委 員会 譲 会運営 委員会
（譲鼻政治倫理審査会兼務）稲沢駅周辺整備特別委員会 下水道対策特別委員会

所管　 稲沢駅周辺の開発計画・ 所管　 下水道事業に関する詞 所管．読会の運営に関する事

都市基盤整備の調査・ 査・審査 項・議会の会議規則、委
研究 貞会条例等に関する事

項・議長の諮問に閲す
る事項

◎　 山本秀男 ◎　 松田俊彦 ◎・近藤春市

■○　 山本平和 回■ 野 部々 尚昭l ○　 服部開－

山田宗廣 石田茂 星野茂子
飯田辰男 村上 秀臣 内藤和秀
仙石聴 平手 久志 渡辺幸保
桜木琢磨 渡辺幸保 竹市慧
大河内明 飯田瑛－ 柴山孝之
星野茂子 河村 三朗 山本秀男
安井利彦 飯田瑛∴
内藤和秀
竹市慧
安井文比古

河村三朗 ◎委員長
○副委員長

一 部 事 務 組 合 等

尾張共立病院組合譲

会談員
村上 秀臣　　　 加藤 鐘－

稲沢市ほかこ町消防

・ 詫　 野々部 尚昭 l

山本 平和　 石田 茂

尾張七市三町競輪組 加賀 盛勝　　　 平手 久志 組合議会議員 安井 利彦　　 安井 文比古
合繊会譲鼻 松田 俊彦 柴山 孝之　 ，加藤 鐘γ

稲沢市外二町衛生組
箕浦 敏夫　 桜木 琢磨

星野 茂子　 渡辺 幸保 土地開発公社
監事 飯田 勇

理事
箕浦 敏夫　　 飯田 辰男

合譲会譲員 安井 文比古　　 服部 開－ 大河内 明　　 安井 文比古
加藤 鐘一 飯田 瑛－・－

稲沢中島水道企業団

飯田 辰男　　　 加 賀 盛勝
都市計画審譲委員会’

山田 宗廣　　 仙石 稔

村上 秀臣　　　 内藤 和秀 安井 利彦　　 竹市 慧

譲合譲鼻 松田 俊彦ノ　　　 山本 秀男 11」本 秀男　　 鈴木＿幹嘩
飯田 瑛一　　　 坂上 国弘 飯田 勇

国民健康保険運営協 山本 平和．　　 仙石 稔 尾張西部農業共演事 桜木 琢磨　　 安井 文比古

譲会公益代表委員 村上 秀臣　 加藤 光男

河村 三朗

務組合譲会譲鼻 近藤 春市　　 飯田 瑛－

／′‾‾■ヽ


