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犬山市議会議員
鈴木伸太郎
ニュースレター

HAYAT

～伸太郎だより～

2011 年 7 月
今議会で審議された議案は 11 件あり、すべて原案どおり可決されました。
主な議案は以下の通りです。

編集にあたり
とにかく手探り状態でここまで
こぎ着けた、という感じです。もっ
と読みやすく、楽しい記事や近
況報告、街の話題なども掲載し
たかったのですが、なかなか上
手にはいきませんね。次号にご
期待ください！

条例案件
○安全で安心なまちづくり条例の制定
○市議会委員会条例の一部改正
市議会の委員会をインターネット中継します。
契約案件
○市道犬山冨士線道路改良工事
１億６５３０万円
○羽黒小学校校舎改築工事
４億２８０２万円
補正予算
○東日本大震災復興支援費
６１７万円
○犬山集中大規模観光宣伝協議会負担金
４００万円
○木造住宅耐震改修工事費補助金
１５００万円

目次
＜市役所６F 展望ロビー＞

選挙を終えて

議会について P.1
一般質問 P.2

去る４月２４日の犬山市議会議
員選挙においては、市民の皆さま

一般質問 P.3

から鈴木伸太郎に１,９４５票を賜り

議案審議 P.4

ましたこと、誠にありがとうございま
す。新人でわからない事もたく
さんございますが、一日でも早く
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皆さまの負託にお応えできるよう、

はじめての定例市議会

より暮らしやすい犬山市を実現で

６月議会が終わりました。私にとっては初の

議案審議は、行政サイド等からあがって

きるよう頑張って参りますので、今

定例議会でした。４月に当選させて頂いてか

きた議案について質疑を行います。

後ともよろしくお願い致します。

ら、５月臨時議会を経、６月定例議会開催ま

最初に本会議場で質疑を行った後、各常

での間に、過去の議事録、予算書、決算書等

任委員会（後述）で詳しく審議、最終日

を読み、勉強の毎日でした。ご挨拶におうか

に各議案等に対し採決をします。

【HAYAT】 とは？

ご意見、ご要望をお聞かせ下さい。市民の皆さまの声を市政に届けるのが我々の仕事です。

がいできていない地区もあり、ご無礼をして
HAYAT（ハヤット）とは、トルコ

おります。失礼をお詫びいたします。

３．議会はいくつかの会議体・会派に分かれ
て活動しています。
○常任委員会

語で、「生活」「暮らし」という意味

さて、市議会というところ、皆さまはご覧

です。トルコは古くから多様な民

になられた事がありますか？ご存じの方が多

総務委員会・民生文教委員会・建設経済

鈴木伸太郎事務所

族・文化を受け入れてきました。

いと思いますが、若い世代に市政に興味を持

委員会の３つに分かれてそれぞれの分野

〒484-0902 犬山市字追分１３番地
TEL ０５６８－４８－１７７７
FAX ０５６８－４８－１７８７

代表的な都市イスタンブールは、

って頂きたく、市議会とはどんな所なのかを

の問題解決、議案審議を行います。

ローマ帝国の首都があった場所

私の活動と併せてご案内致します。

○議会運営委員会

で、世界中から物資や情報が集ま

１．議会は市役所の６階にあり、議場の他に

各会派から委員を選出し、日程調整他、

ってきた都市です。現在も東西文

議会事務局、各会派の会派室、図書室、

議会を円滑に運営するための調整を行っ

化の交差点として、アジアとヨーロ

正副議長室があります。展望ロビーもあ

ています。

ッパをつなぐ架け橋として、重要

り市街地を見渡す事が出来ます。休憩・

○全員協議会

な位置を占めています。苦境を乗

お子様連れで電車を見物（穴場です）・

議会改革、議員の活動に関する事項を議

り越えて力強く生き抜くバランス感

打ち合わせ等、自由に使用出来ますので

員全員で協議します。

覚を大切にしたいと思い、彼の地

どうぞご利用下さい。（裏面写真参照）

○会派

ブログ更新中です

HP
http://suzukishintaro.com
Email inuyama@suzukishintaro.com
鈴木伸太郎

検索

７月３１日(日)犬山市民文化会館にてベートーベン交響曲第九番演奏会が開催されます。
ドイツからオーケストラのメンバーも来日します。
犬山の芸術文化発展のために、是非その活動をご覧ください。

の言語を借用、犬山市民の「暮ら

２．議会は定例会が年４回(6・9・12・2 月)

し」を良くしたいと願って名づけま

開催されます。定例会では一般質問と議

した。

案審議が行われます。一般質問は各議員

考え・行動を共にする議員で会派を結成
します。

が６０分の間に、行政サイドへさまざま

※ 次回は９月１日に定例議会が開会します。

な質問をします。一般質問の内容は、犬

実際にはその前から議会運営委員会等が動き

山市議会のホームページ、「議会録画中

出しますが、お時間がありましたら是非傍聴

継」でご覧いただけます。

なさって下さい。

犬山市民クラブ

一般質問概要
前ページで、会派について簡単
にご説明いたしましたが、私は「犬
山市民クラブ」に属しております。
私以外では、大沢秀教議員、
柴田浩行議員、中村貴文議員の
計４名で構成しております。
全員４０代の子育て＆働き盛り世代
です。議会と行政が両輪となって、
より良い市政運営がなされるよう、現
場主義、行動力重視で頑張って参

初の一般質問、しかも、トップバッターで質問させいただきまた。
私の一般質問の要旨をご報告します。

１．観光行政について
Q.観光客誘致の施策で、客数
が大幅増であることは結構
だが、税金の最終的な使用
目的は市民のためである。
観光に投入された税金がど
のように市民生活に反映さ
れているのか？

ります。

新人議員の会
会派とは別に「新人議員の会」（仮
称）という組織を立ち上げました。公
式な組織ではありませんが、初当選
した議員が集い、議会活動の改善
案を提案して参ります。メンバーは、
市橋議員（創政会）、岡村議員（共
産党犬山市議団）、柴田議員（犬山

２．学校設備・教育について

A.粗い計算だが、平成２２年
度は前年度比７,９００万円
の税収増があったと試算で
きる。
鈴木伸太郎の考え
過去に遡れば、城下町景観整
備等含め、莫大な額の税金が
投入されています。
税金が市民生活全体にバラン
スよく配分されるよう研究し
ていく必要があると考えま
す。

Q.名鉄のキャンペーンが終了
した後どうするのか？また
競合観光地とどう向き合っ
ていくのか？
A.名鉄のキャンペーンが打ち
切りになった場合、その費
用を市で負担する事は不可
能。新しい企画を研究して
いく。競合観光地対策は、
今後ますます観光客争奪戦
が激しくなる。持ち味を活
かした展開を考える。
鈴木伸太郎の考え
大村県政下で三河湾・東三河
への注力が加速すると、離れ
ている犬山は取り残されてい
く危険が高いと思います。今
後何十年も観光地として生き
残り、その収入で税収増を計
画する事は厳しいのではない
でしょうか？

Q.地域特産品開発への取り組
みの状況は？
A.種々の団体が特産品開発に
取り組んでいる。行政はそ
の環境整備を行い、１次～
３次産業の地域資源を活用
した「犬山ブランド」開発
に取り組む。
鈴木伸太郎の考え
全国的に「ご当地グルメバ
ブル」の状況になっていま
す。市全体の盛り上がり感も
先進地域と比較すると少な
く、成長は難しいと感じま
す。税金の投入方法の見極め
が必要だと考えます。

Q.小学校の設備、特にトイレ
の老朽化が著しい。どのよ
うに対応してきたのか？
A.全面改修すると１校３千万
～５千万円必要。現在は予
算の範囲内で可能な修繕で
対応している。応急処置的
なことを検討する。
鈴木伸太郎の考え
立派な市庁舎と比較して、あ
まりにも差があります。小学
校は犬山の将来を担う子供を
育成するにふさわしい施設と
するべきです。汚れたら綺

麗にする、壊れたら治す
という情操教育の場にふ
さわしい環境整備を望み
ます。

Q.図書館楽田分室の運用状況
が開館時間４時間、駐車場
の不足等、市民ニーズに則
していない。今後の方針
は？
A.今後は本館からの取り寄せ
サービスのアピール、小中
学校図書館とのオンライン
化等のサービスアップをは
かる。入口の開放等、入館
しやすい環境づくりをして
いく。
鈴木伸太郎の考え
現状は公民館の一室を間借り
している状況で、根本的な解
決は難しいですが、今のベス
トにするため、今後も地域の
意見を集めていきます。

Q.来年度より中学校で必修と
なる、武道・ダンスについ
て、その準備状況はどうな
っているか？
A.武道については基本技の
他、所作も学ぶ。ダンスは
創作ダンス・フォークダン
スを学ぶ。教員は現状の体
育課教師があたり、道具に
ついては現状ある物で対応
可能。
鈴木伸太郎の考え
教科の枠を超えて、武道では
日本の文化や精神、ダンスで
は世界の民族の文化や歴史背
景も併せて教えられれば、豊
なカリキュラムになると思う
のですが。また、犬山では以
前から独自の盆踊りがあった
り、最近では YOSAKOI ソー
ランの踊りも盛んです。そん
な犬山らしさも取り入れたら
いかがでしょうか？

課長に加わっていただき、計５名で
活動しております。すでにミーティン
グを数回実施し、新人ならではのフ
レッシュな視点で議会改革への提
案書を議長に提出いたしました。
次回以降、こちらについても報告さ
せて頂きます。

一般質問では、限られた税金
が７万６千人の市民全体にバラン
ス良く配分されているか？という視
点で質問させていただきました。
裏を返せば、質問した項目は、配
分について疑問があるということ
です。税金以外についても、改善
していただきたい事項について質
問させていただきました。
議員になってまだ２カ月足らず
での質問で、有効な答弁を引き出
すにはまだまだすべての面で勉
強不足、実力不足であることを再
認識しましたが、私のスタンスはア
ピールできたと思います。
基本は市民全員にバランス良く
市民サービスが行われているかと
いう視点です。このことを忘れず
に今後も取り組んでいきたいと考
えております。

市民クラブ）、私の４新人に、アドバ
イザー的な立場で議会事務局議事

初議会で思うこと

３．道路用地取得について

４．震災関連について

Q.用地取得の成否が道路事業
完了への大きなハードルだ
が、どのような体制・組織
であたっているのか？

Q.今後の支援内容は？

A.本年度より１名増員した。
不動産鑑定士、土地家屋調
査士等国家資格を保持した
者は不在だが、都度専門家
と相談している。
鈴木伸太郎の考え
小牧市では過去の経緯も含め
情報に精通した専任職がいま
す。犬山でもそのような人材
が育成され、早期に道路が共
用されるよう活動してまいり
ます。

A.県・県市長会・災害協定締
結市と連携しながら対応し
ている。あらゆる要請に柔
軟に対応できる状態を維持
している状況。
鈴木伸太郎の考え
国全体がどう動くのかが問わ
れています。要請が入り次第
スピーディな対応をとってい
ただくようお願いします。

Q.節電キャンペーンで、過度
な節電が行われていない
か？
A.学校などは定められた照度
を保っているが、市民が心
理的に利用しづらくならな
いよう留意する。
鈴木伸太郎の考え
公共サービスの場では過剰な
節電が行われないか、チェッ
クしていきます。特に夏場の
高温は要注意です。老人が集
う場所等、無理はしないでい
ただきたいと考えます。

タウンミーティング
７月２日・３日に開催されたタウ
ンミーティングに参加しました。
市民の声が直接行政サイドに届く
システムは悪いことではないと思
いましたが、一方では、議員のや
るべき仕事は？という疑問も抱き
ました。
会場には、小牧市職員や春日井
市議の姿も見られ、注目されてい
ることがうかがえます。
我々議員こそが、地域の声を受け
止めて行政サイドに働きかける事

犬山市議会ホームページ、「議会録画中継」より、私含め
一般質問した全議員の発言がご覧いただけます。

が必要だと痛感しました。

