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ののべ尚昭経過報告

10月4日　日本政治学会
‡　　（東京・成挨大学）
5日
14日　尾張部議員野球大会　　　　　′
19日　稲沢地区老人クラブ連合会スポーツ大会
20日　臨時議会
23日　戟役者追悼式
24日　尾張部議員野球大会（優勝）
26日『地方分権21世紀講演会』
‡　　（稲沢市民会館・中ホール）
28日　消防議会
30日　稲沢市荻須記念美術館

特別展（パリ・風景の記憶）開会式

11月1日　市政記念式典
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稲沢まつり開場式
管内視察（建設委員会）
管内視察（下水道対策特別委員会）
臨時議会
県消防大会
個人研究：広島市役所訪問

（財政課・イベント宝くじについて）
松任市議会議員選挙応援

（大口英夫氏：32歳）

委員協議会（建設委員会）
下水道対策特別委員会
議員総会
松任市議会議員選挙応援
（大口英夫氏：2期日当選）

平野町新嘗祭

12月定例議会（開会）

日　開会
日・叙勲祝賀会
日　稲障連「ふれあいの里」開所式
日　中部善意銀行訪問
日　個人研究：長浜市訪問
日　障害者施設年末慰問

樫の木福祉会（尾西市）
25日　障害者施設年末慰問

恵泉館（春日井市）
若草学園（春日井市）

中部善意銀行訪問
26日　年末夜警

各易の皆嫁

新手胡けまLて

おわでとうごぐいます

捏蔽績塗料翫鶴

明けましておめでとうございます。議貞になり
3度目のお正月を迎えることができました。会員の

皆様におかれましては、ご家族おそろいで新春を
お迎えのこととお慶び申し上げます。昨年は日本

全体が経済不況の中、銀行や証券会社、大手企業
などが相次いで倒産し、日本経済に大きな衝撃を

与えた年でした。

私としましては昨年は色々な意味で節目の年と
なりました。議員生活も10月で2年が過ぎ、ちょ
うど任期の折り返し地点を通過致しました。そんな

意味で私が目指している地方分権をテーマに、10

月26日に国際政治学者の舛添要一先生をお招きし
『地方分権21世紀講演会』を開催することができ
ました。スタッフを含め約420名の方にご来場し

て頂きました。本当にありがとうございました。
さて、稲沢市においては、今年で市政40周年を

迎えます。人口も10万人を突被する予定で、県下

で15番目の10万都市を目指します。
稲沢市は21世紀に飛躍する可能性を秘めた都市

だと私は認識しています。私はこの稲沢市を『尾
張新都』と位置づけ、名古屋の副都心のような都

市機能を確立するべきだと思います。新しい時代
には新しい発想が必要です。

平成10年は“やる気、勇気、元気”で明るいま

ちを創れるよう頑張ってまいります。本年も皆様
にとって、良い年でありますようお祈り申し上げ、
新年のご挨拶と致します。

市議会議員　野々部尚昭



崩塵豪農
謹んで新春のお慶びを申しあげます

あけまして、おめでとうございます。希望に満ちた輝

かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。後援

会活動も早3年目に入りました。これも、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す。

ののべ議員も昨年は1年目と同様、毎回一般質問をし、

稲沢市の行政に対して各種の掟言をしてまいりました。後

援会の皆様方には、その都度議場に足を運び傍聴をして

頂いています。今では約200名の方がののべ議員の一般

質問の時間に傍聴したことになります。ののべ議員が目

指している“政治参加都市，，に少しでも近づいていると認

識しています。

今年も後援会活動におきまして、皆様方の温かいご支

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

ご家族おそろいで輝かしい新年をお迎えのことと存じ

ます。昨年は銀行や証券会社、大手企業が相次いで倒産、

経済危機におちいるなど、あまり輝かしい年ではありま

せんでした。私たち働く者としましては、景気回復をい

ち早く望み、安定した経済状況を作ってほしいものです。

そんな中で、昨年ののべ議員においてはr地方分権21

世紀講演会Jを主催しました。大勢の方がご来場され成

功裏のもと講演会を終えました。ののべ議員は着実に明

るい未来に向かっています。21世紀の若いリーダーとな

ることを期待して今年も応援してまいります。

平野ソフトクラブ監督・水野祐吉

新年明けましておめでとうございます

皆さん、おめでとうございます。ののべ議員誕生から

3回目のお正月を迎えることができました。昨年はのの

べ議員も後援会も大きく成長した年だったと思います。

10月26日に国際政治学者の舛添要一先生をお招きし

てr地方分権21世紀講演会』を開催することができまし　′′『

た。会貞の皆さん、稲沢市の方々を中心に約380名の方に

おこし頂きました。本当にあi）がとうございました。ま

た、総勢約40名の若いスタッフで運営敦しましたので、

ののべ議員を応接する若い仲間も着実に成長してきてい

ます。

やはり、21世紀には若い力が必要です。ののべ議員と

ともに今年もがんばりますので、皆さんのご協力とご指

導を賜l）ますよう宜しくお願い致します。

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

明けましておめでとうございます。皆様おそろいで新

年をお迎えのことと存じます。旧年中は後援会活動にご

協力を頂きあー）がとうございました。昨年はどちらかと

いえば、あまり明るい話題が少なかった年であったよう

に思います。

しかし、こんな時代だからこそ、ののべ議員をもり立

て、元気のある社会を創ってもらいたいです。私たちも

充実した後援会活動を行い、大きな徐に発展するよう元

気で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。

女性部・内藤季子

／／′1－■ヽ



≪議会を傍聴して！≫

12月5日（金）、ののべ議員の一般質問の時間
（10：50～13：30）に後援会の皆さんを中心に20名
の方が傍聴にみえました。今回も数名の方の感想

や生の声をお屈します。

フー
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●　ののべ議員の一般質問の感想を述べさせて

頂きます。

ののべ議員の存在を知り、奈良県の橿原市

から傍聴にやって来ました。一般質問の中の
3番目の“観光行政について”という項目は、

歴史観都市奈良県に住む者にとって非常に興

味深かった内容でした。

「市民のこえ」という稲沢市が行ったアン
ケート調査において36％の方々が大規模公園

を望み、27％の方々は特に観光客が来る都市

にする必要はないという結果がででいるそう

です。この結果を踏まえて、ののべ議員は稲

沢市の基本方針として、どちらの方向性を目

指すのかという質問を市長にしていました。

大変鋭い質問であり、21世紀の稲沢市の姿

を考えた素晴らしい視点だと感じました。

また、大都市近郊の稲沢市は観光資源があ

まりないようにみえますが、ののべ議員の質
問は市の財政面からみた非常に効果的な内容

だと思います。どこの都市でもそうですが、

最小の税負担で最大の効果を期待していま

す。しかし、それが限界に達すれば、税の負

担が重くなるか効果を期待できなくなるかと

いう状況に陥るか、また、全く別の所から収

入を求めてまちを活性化するか、二者択一に

なります。そのような状況の時、市民はどち
らを選択するのか。私もののべ議員と同じよ

うに、後者を選択するべきだと思います。

今回の傍聴者数

そのために「魅力あるまちづくりを行い、

市外からたくさんの方々が足を運んでくれる

観光資源の開発が必要である」とうったえる

ののべ議員の質問は共感しました。もちろん
財政以外にも大きな意味をもちますが、全て

を含めて観光行政の見直しを目指すののべ

議員の質問は、とても質の高い意味のある内

容でした。この項目1つをとってみても“ふ

るさと稲沢市”を想う熱い気持ちが伝わって

まいります。今後も魅力あるまちづくりのた

め、妥協を許さず引き続き斬新な発想で市政
刷新に挑んで下さい。

（

今日は政治家を目指している私にとっても

大変参考になり、若い議員の活躍ぶりを見て
嬉しく思いました。奈良の地から応援してい

ます。頑張って下さい。

森山賀文28歳

●　今回で数回目の傍聴になります。今回は私
たちの知らないことをたくさん聴くとがでま

した。たとえば、2月のNHKのドラマで稲

沢市が舞台となり「庭師サッちゃん」が放映

されることや、来年の稲沢市制40周年事業

では「ガーデニングフェスティバル」を計画

していることなど興味深いことを知ることが

できました。

ののべ議員においてはいつも一生懸命に質

問している姿が目に焼きついています。“稲

沢市全体のことを考えたい”と言って選挙に

立候補したことを思い出します。これからも
頑張って下さい。

女性50歳
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次回（3月定例議会）の一般質問の日程予定
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12月定例議会

12月3日に開会し、13日間の会期で平成9年慶

一般会計補正予算案、平成9年度稲沢中島都市計

画稲沢土地区画整理事業特別会計補正予算案など

23議案を原案通り可決しました。合わせて1議案

を修正可決しました。

なお、本年度一般会計補正予算額は3億6413万

3千円を歳入歳出予算総額の260億8928万7千

円に追加したもので、歳入歳出予算総額を264億

5342万円としたものです。同時に、平成8年度一

般会計決算歳入歳出決算など9件を認定しました。

また、一般質問を行った議員は9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】

◎稲沢市営住宅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。

◎稲沢市教育委員会教育長の給与、勤務時間そ

の他勤務条件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】

◎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。

◎稲沢市立児童厚生施設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部を改正しました。

◎稲沢市公共下水道整備基金条例の一部を改正

しました。

◎稲沢市議会議員の報酬及び費用弁償等に関す

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。

【意見書】

◎臍帯血（さいたいけつ）移植の医療保健適用な

どに関する意見書を内閣総理大臣、厚生大臣

に提出しました。

☆臍帯血（さいたいけつ）とは胎盤の血液

で、今まで分娩後不要として廃棄されて

いたものです。しかし、臍帯血には骨髄

の5～10倍の良質の増血幹細胞が含まれ

ていることから、「臍帯血治療医療」が大

きく注目を浴びるようになってきました。

【同意】

◎柴山奏氏が平成9年12月20日任期満了のた

め、固定資産評価審査委員会委員に木村範之

氏を選任することに同意しました。
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【認定】

◎平成8年度稲沢市一般会計歳入歳出決算を認

定しました。

◎平成8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8年度稲沢中島都市計画稲沢土地区画要

理事業特別会計歳入歳出決算を認定しました。

◎平成8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8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8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8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8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8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18日に1日間の会期で、平成9年慶一般

会計補正予算案などの議棄を可決しました。

なお、本年度一般会計補正予算額は6836万円を

歳入歳出予算総額の260億2092万7千円に追加し

たもので、歳入歳出予算総額を260億8928万7千

円としたものです。内容は農林業費において、稲沢

市農業協同組合が“水稲育苗施設”を建設するのに

伴い、必要な補助金などを計上するものです。財源

は県補助金5616万円、繰越金1218万円をもって

措置します。



12月定例議会
【ののべ尚昭質問】

～子ども議会の開催について～

平成7年12月、平成8年3月、9月、平成9年6月に『子ども議会開催』の提案を

してきた。子ども議会を開催する方向で検討していると答弁を頂いている。開催時期

はいつなのか。また、生徒の対象はどのようにするのか。

平成10年8月頃に市内の全中学校の生徒を対象に、子ども議会の開催を予定してい

ます。

政治に関心を持たせるために、生徒会選挙で本物の投票用機材を使用させたらどうか

と提案してきた（平成9年6月提案）。その結果、10月に市内の全中学校でこのような

体験を実施することになった。そこで、さらに前進して子ども議会の準備のため、ま

た、社会教育の一貫として生徒に市議会を傍聴する機会を作ったらどうか。

教育活動の一貫として、実際の市議会を中学生に傍聴させることは、価値のあること

と思います。議会運営の仕組みの学習を初めとして、市政に関する調査など政治や自

治に関する総合的な学習を進めながら、市議会の傍聴を実施したいと思います。

ディベート教育の推進を市内全体に拡大するために、ディベート大会を稲沢市で誘致、

開催してはどうか。

ディベート教育は調べ学習を初めとして、創作・表現に係わる教育活動としても、非

常に有効な学習方法と考えています。幅広い教育展開の1つとして活用する傍ら、平

成10年度の東海大会開催に際し、会場の確保と各中学校の代表生徒が実際に体験で

きる体制を考えていきたいと思います。

′‾ヽ
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来年の2月から3月にかけて【NHKドラマ新銀河「庭師サッちゃん」】が放映される。

このことに対するPRはどうなっているのか。稲沢市をPRする千載一隅のチャンス

だと思うが、何かイベントを考えることはできないのか。また、これを機会に稲沢市

のイメージを“植木のまち”から“ガーデニングシティ”へと脱皮させたらどうか。

このドラマが全国放映されることは、全国の人に稲沢市をPRする千載一隅のチャン

スだと認識しています。しかし、放映に合わせてイベントを行うことは、準備期間、

財源的にも困難なので考えていません。放映後の宣伝効果を重視していきます。今人

気のインターネットを使いPRするとともに、4月に開催する「いなぎわ植木まつり」

に「庭師サッちゃん」のまちとして広くPR活動を行いたいと思います。また、市政

40周年事業として「ガーデニングフェスティバル」を計画しています。



【背景】2001年東海道400周年記念として「東海道ルネッサンス運動」がある。愛知県土

木部道路建設課でも愛知県東海道ルネッサンス推進協議会を設立した。

阿
盾

～美濃街道サミットの開催について一観光行政の視点！～

美濃街道の中心はちょうど稲沢市の稲葉宿にあたり、まちおこしとして稲沢市が音頭

をとり、美濃街道サミットを開催したらどうか。

関係自治体間での話し合いには至っておりません。今後調査し、検討をしていきます。

～県事業（建設部）美濃路沿道建築物等整備事業（仮称）について

一都市開発の視点！～

県事業で「美濃路沿道建築物等整備事業（仮称）」として8月に案内が来ている。西枇

杷島町、新川町は積極的に賛同を表明していると聞いているが、稲沢市も積極的に賛

同していくべきだとおもうが、ごのように対応しているのか。

関係各課へ計画の周知を図ってきました。対象地域で予定されている関連事業との整

合性なども検討しながら考えていきます。

提案していたホームページのアクセス件数と反響はどのようか。また、アドレスを広

く公表するべきである。今後の対応はどうするのか。

要望により10月から、稲沢市のホームページを開設しました。アクセス件数は11月

30日現在で425件あり、多い日には86件のアクセスがありました。反響は県外、外

国からと幅広く意見を頂戴しました。今後は職員による情報化推進委貞会において検

討していきます。
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～目標設定による行政運営について～

自治省が出した「地方自治・新時代に対応した地方公共団体行政改革推進のための指

針」しについて、稲沢市は今後どのように対応していくのか。
＼

平成10年度末を目標に各種項目の見直しを行います。

この指針に応えるためには、市役所の中にいる人たちだけで実行できるのか。できなけ

れば、外部の専門の方や調査機関に行政改革大綱の見直しを行ってもらうべきである。

現在の行政改革推進委員の任期が平成10年の4月までとなっています。その時期に

改選もふまえて、調整を図りたいと思います。

～人材の活用について～

「地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針の概要」が11月に自治省から

出された。この指針をもとに、全ての地方自治体は1年以内をめどに基本方針をまと

めかナればならない。稲沢市においても早急に行わなければならない課題である。こ

の指針に対応する準備はできているのか。

人材育成の目的の明確化、学習的風土づくり等の総合的取組の推進、職員研修の充実

や多様化を念頭に研修計画を見直します。

今行政マンには説明能力と説明責任（アカウンタビリテイ）が求められている。そこ

で、研修内容に「ディベート研修」を取り入れてほしいと考えるが、どうか。

「ディベート研修」につきましては、平成10年度係長級を対象に行うようにします。

昔



写真で見る

【地方分権21世紀講演会】
昨年の12月26日（日）に稲沢市民会館・中ホールにおきまして、“Let，s地方分権”「地

方分権21世紀講演会」を開催致しました。特別講師として国際政治学者の舛添要一先生

をお招きして盛大に幕を閉じることができました。講演会の皆様、市民の皆様、また、県

外から約380名の方にご来場して頂きました。この場をお借りして心から感謝とお礼を

申し上げます。

約40名の若いボランティアスタッフにより、「地方分権21世紀講演会」を運営致しま

した。舛添先生もその姿を見て、大変驚いていました。同時に地方で若い青年たちが政治

に関わっている姿にエールを送って頂きました。

第1部では「地方分権とは」というテーマでののべ尚昭議員がこ「国際化時代における

地方都市のあり方」というテーマで舛添要一先生が講演を致しました。

第2部では2人が国際政治を研究する立場で、『地方分権21世紀対談』を行いました。

内容は21世紀の中央政府と地方政府の役割分担について議論が繰り広げられました。そ

して、市町村合併、情報化政策、スウェーデン政治、高齢社会の対応へと議論がなされま

した。

最後に舛添要一先生からののべ尚昭議員に「地方から日本を改革していって下さい」と

いう熱いメッセージを頂戴致しまして、幕を閉じました。今回はこの模様を写真でご紹介

致します。

舛添要一先生、服部市長、市民クラブの皆

さん、東海若手市議会議員の会代表の山本

多治見市議と記念撮影！

舛添要一先生とののべ尚昭議員、応接室で

開演前のひととき。

′｛ヽ



β、　第2部、舛添要一先生とののべ尚昭議員の

対談の始まりです。ののべ尚昭議員少し緊

張気味？

後半、ののべ尚昭議員も緊張が解けてきた

様子です。

舛添要一先生の話を聞くののべ尚昭議員。

2人の議論が白熱！議論が盛り上がってき

ました。



開演前、舛添要一先生と奥さん、市長さん、

スタッフの皆さんと記念撮影！

県はもういらない！2人の議論が一致し、

地方分権の必要性を訴えています。

／／一ヤヽ

舛添要一先生とののべ尚昭議員、ガッチリ

と握手！

TVでは厳しい顔の舛添要一先生。後半は

2人ともリラックスした様子で笑顔も飛び

出しました。


