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建設が進む市民病院 
 

愛知県議会議員 鈴木 純 ご挨拶 

新年明けましておめでとうございます。 
  平成２６年、２０１４年 幕開け あたり皆様 おかれまし ご家族 も 健やか 新春をお迎え こ

お慶び申し上げます。 

 日頃 鈴木じゅん 暖かいご声援をいただきありが うございます。県議会議員 し ７年目 新年を迎え

るこ が きましたこ 深く感謝申し上げます。 

 平成２５年 2 回目 る 3 年 一度 現代芸術 祭典、あいちトリエンナーレ 2013 が前回を上回るご来

場をいただいたほか、B－1 グランプリ、ベトナム 国交樹立 40 周年 様々 イベントが開催されました。

また、愛知県 稲沢市 総合防災訓練 県・市初 シェイクアウト訓練も行われ、稲沢市で 市制 55 周年

記念 年(NEXT50+5) もありました。そし 、2020 年 東京オリンピック、パラリンピック 開催が決まりイ

ベント 沸いた 1 年 りました。国政 おい 、一昨年 衆院選 続き、昨年夏 参院選 民主党

厳しい結果 りました。残念 がら特定秘密保護法 深夜 強行採決を許し しまいましたが、安定政

権だからこそ、驕らず国民 声を聞き、経済 再生 財政健全化 両立を第一 、社会保障制度改革、地域

主権改革、議員 身を切る改革を断行し、国民 幸福 繋がる政治を強く望むも す。勿論、私 も野党・

民主党も直向
ひ た む

き 切磋琢磨し ければ りません。 

警察委員会委員長を務めさせ 頂きました県議会 、政務調査費(現政務活動費)問題が噴出する か、

昨年度から取組ん いた愛知県議会基本条例がようやく成立しました。特別委員会 報告書 義務付けや

議員間討議 今後 運用・協議 中 実効性 あるも し いか ければ りません。 

さ 、今後 指針 る新しい地域づくりビジョンが年度内 策定されます

が、本年 個人県民税減税 代替措置 し 基金や手当が平成２６年度

予算 し 議案提出される を じめ、未だ 不明 中京都構想 マニ

フェスト 対し来年２月 知事選も睨み がら評価をし いくこ ります。

また、準備をし きました持続発展教育（ＥＳＤ） １０年最終年会合、も く

り 愛知 し 取組む技能五輪・アビリンピック 全国大会が開催されます。

稲沢 県立特別支援学校 開校、市民病院 開院、コミュニティバス 運

行強化等が予定され、年末 市長選挙、年が明ける 知事選、県議選、9

月 市議選を迎えます。未来へつづくまちづくりへ一生懸命働きます。 

今後も変わら ご支援ご鞭撻をお願い申し上げます 共 、皆様 益々

躍進 健やか 毎日を心よりご祈念申し上げます。  
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■警察委員会（委員長）活動 
2 回目 る警察委員会、5 月 臨時議会

初め 委員長 選出いただき、そ 後、委員

長会議、事業説明 委員会を開催、6 月議会

臨み委員会 付託され審議した議案 い

、本会議場 委員長報告を経験しました。 

7 月 参院選 委員 一人が国政 転出し

委員会風景を新た 撮影したも が左 す。 

刑法犯認知件数 目標 27 年を前 10 万

件以下を達成 きますが、交通事故死者数

全国ワースト 1 位返上 難しい情勢 す。大多

数 警察官が職務 精励し いますが、警察

幹部 不祥事が多発する事態 委員長 し

綱紀粛正を要請しました。(左：読売新聞 10/5)記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■愛知県・稲沢市総合防災訓練 2013.9.1 

平成25年9月1日防災 日 稲沢市 初め 県

総合防災訓練がサリオパーク祖父江 実施されました。

愛知県、稲沢市を じめ関係機関・団体、地元住民 皆

さん、ボランティア 方々 ご尽力、ご協力、ご参加

も 、各訓練が実施され、大規模災害発生時 おける

迅 か 的確 応急活動 ため 協力体制 確立や、

地域 連携を活かした防災力 強化を図る も 、防

災意識 高揚を図るこ が きました。また、県が初め

実施したシェイクアウト訓練 、2６万人を超える参加表

明を頂き、訓練会場 も正午 サイレンを合図 大村知

事 じめ参加者がシェイクアウト訓練を実施しました 

 

 

 

 

 

●委員会県内調査 県内初 横断支援装置、交通機動隊 白バイ訓練、警察術科訓練等を調査 ●県外調査 宮崎・鹿児島県警を視察 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●県警音楽隊等によるふれ愛コンサート●警察委員長として警察消防殉職者慰霊祭に参列し献花 ●団 警察部会で愛媛県警等を視察 

愛知県議会2月定例会 

鈴木じゅん議案質疑 

中日新聞 2013 年 3 

月 8 日県内版掲載 

すずきです 



■祝！市制 55 周年 2030 大きく変わる社会構造 from NＥＸＴ50+5  
稲沢市制50周年を記念し 発刊したＮｅｘｔ５０ 、50年かけ 増加した人口が50年かけ 減少し9000

万人を下回る いう予測、そし 人口規模が同じ も少子高齢化 も 人口構造が大きく変化し 2055

年 65 歳以上 人口 割合が 40％を占める超高齢社会 るこ を見ました。 

昨年 市政 55 周年を記念し 1 月 発刊するＮｅｘｔ５０＋５ 、いよいよ愛知県も 2015 年をピーク

人口減少へ 向かい、また、既 ＧＤＰ 中国が日本を抜き 2 位 すが、2030 年 予測 ＧＤＰ シェア 、

中国 23．9％ 1 位、アメリカ 17.0％ 2 位 グローバル経済がさら 進展し いくこ 。そし 、こ よう

様々 課題を抱える中、社会意識 変化がボディーブロー よう 影響を及ぼす 危惧し います。

世代交代 より、2030 年 、大家族 生まれ学歴 ばら きがあり がらも核家族を形成し終身雇用 高

度経済成長を支え きた団塊 世代も全て 80 歳以上 ります。それ 代わり、小規模家族 高学歴 す

が厳しい就職環境 も 生涯未婚 暮らす可能性 ある現在 ゆとり世代が社会 主役 り、介護等

対する社会 意識も大きく変わるも 思われます。これま 社会資本、社会制度 対し 、ハード(施設)

が老朽化し、ソフト(制度)も疲労し、時代 転換期 し きましたが、それ 加え 、マインド(情熱・責任感・

使命感・思いやり・絆･･･出世･野心･･･)ま が喪失され ある いか 危惧します。 
 

2030 年（H42） 
戦前生まれ 団塊世代 新人類 団塊 J . ゆとり世代 

1936～40 生 1946～50 生 1961～65 生 1971～75 生 1986～90 生 

３０歳代前半女性 未婚率 7.2% 9.1% 19.7% 32.0% （   ） 

大学・短大進学率 10.1% 17.0% 37.4% 36.3% 51.5% 

2030 年時 年齢 90～94 歳 80～84 歳 65～69 歳 55～59 歳 40～44 歳 
 

 稲沢市 、2005 年 祖父江町、平和町 合併し、合併年度及び翌 2006

年度から 10 年間 普通交付税が合併算定替(合併前 各市町 規模

交付税を算定) 行われ 20 億円程度多く いますが、こ 特例措置

2015 年 終了し、順次減少 2021 年度から 合併した本来 姿 一本算

定 ります。全国的 課題 おり、稲沢市 も将来 備え基金対応

する こ す。 

■愛知県議会基本条例成立！ 
昨年度から検討し きた議会基本条例―議会や議員が自ら あり方 い 定めた唯一 条例―がよう

やく昨年 12 月議会 議員提案され成立しました。議会改革度上位 県 標準装備 いわれる基本条例

すが、本県 47 都道府県中 27 番目 成立 す。条例 、前文 全 8 章 30 条から り、第 2 条 議会

二元代表制 一翼を担い、県民に開かれた運営に努め、そ 機能を最大限に発揮することにより真 地

方自治 確立を目指す(一部略) 基本理念を定め います。また、会派 規定(第 10 条)や委員会 規定(第

13 条)等愛知県 特色も盛り込ん います。 

vs 政務調査費問題 
県議会 初当選させ 頂いた 2007 年 イ

ンタヴュー(中日新聞) 答え、実行 向け 、

新人議員を中心 活動し、領収書 一円から

公開、議会開会中 1 万 5 千円+実費 費用

弁償 交通費 実費 み 改革しました。政

務調査費(現、政務活動費) マニュアルも議

会 作られましたが、地域 総会や新年会

飲食が も も意見交換が主 自身が判

断すれば支出 きる 議員 良識 任せる

部分もあり、残念 がら今回発覚した問題を考

える 厳格化せざるを得ません。 

 

 

費   用 支 出 額 適    用 

調査研究費 266,230 円

ベトナム調査費用 197,500 円 PHP 地域経営塾 42,170

円(受講料・交通費) 裾野がれき調査 23,800 円(交通

費) 中部国際空港往復 2,080 円 名古屋往復 680 円 

研 修 費 73,210 円 自治体議会政策学会 73,210 円(受講料・交通・宿泊費)  

会 議 費 ―  

資料作成費 ―  

資料購入費 229,581 円
日経グローカル 88,200 円 D-file55,000 円 日経ビジ

ネス 26,000 円 職員録 2 点、防災白書等書籍 27 点 

広 報 費 3,905,480 円

2･6･9･12･2 月定例会及び年間活動報告印刷費

1,821,330 円 封筒代 100,800 円 ポスティング代

1,289,652 円 郵送費 2,800 円 メール便代 389,840 円 

ホームページ管理費 240,000 円 編集ソフト 61,058 円 

事 務 費 8,715 円 ファイル代 

人 件 費 1,016,800 円
政務調査補助アルバイト(事務 576,000 円、資料作成

300,000 円、配布 96,000 円、郵送作業 44,800 円) 

合   計 5,500,016 円 (残余 0 円) 

鈴木じゅん(鈴木 県議会に 5 人も在籍 ) 、平成２４年度政務調査費（上表） 、議員個人分 5,500,016 円(利息含む)をいただき、主に議

会報告 印刷、配布等に全体 71％を支出。次が人件費(郵送作業など広報費分も人件費に計上しています)で18％です。他で問題となっ

た支払証明書 調査研究費、研修費 名鉄及び J 東海 交通費合計 85,000 円を記載しています。詳細 県議会ＨＰで公開しています。 



鈴木じゅん活動報告(平成２５年 ２０１３.１.１～１２.３１抜粋) 

 
新春１月 

２日 鈴木じゅん新春互礼会(国府宮神社で①) 

４日 中部地連・名鉄労連・名鉄労組旗開き  

５日 愛教組(愛知県教員組合)旗びらき 

７日 稲沢警察署感謝状贈呈式 連合愛知新春交礼会 平和町商工会賀詞交歓会 

９日 連合愛知尾張南地協新春交礼会 

１０日 民主党県議団重点事業等調査研究～13 日 

自治労愛知県本部旗開き 

１１日 稲沢商工会議所賀詞交歓会 全建愛知一宮支部新年会 

１２日 稲沢市消防出初式 

１３日 稲北歩け歩け大会 稲沢市成人式 

１５日 Ｂ型・Ｃ型肝炎救済全国センター 意見交換会 

１６日 愛知行政書士会新年賀詞交歓会 

１７日 地域振興環境委員会県内調査(メガソーラーたけとよ・ 

衣浦港３号地廃棄物最終処分場②) 

１８日 トーエネック名古屋地本県政報告会 

２１日 ＳＴＥＰ２１街宣(国府宮) ＪＣ賀詞交歓会 

２２日 宮田用水土地改良区総代・治水委員視察研修 (大井川用水農業水利事業所・柿田川他)～２３日 

２３日 ＳＴＥＰ２１街宣(ＪＲ稲沢) 

２５日 日光川水系改修期成同盟会視察研修(木津川水門・安治川トンネル他) 

 
２月 
 １日 明友会総会 

 ２日 県立佐織養護学校学習発表会 

 ３日 そぶえイチョウ黄葉ま り表彰式 

 ４日 地域振興環境研究会県外調査(九州大学水素ステーション・ 

北九州水素タウン・北九州フィルムコミッション④)～５日 

 ７日 連合愛知尾張南地協国府宮駅街宣(希望と安心 社会づくり)  

地方議員 ため 政策力アップ講座～公共施設老朽化～ 

 ９日 稲沢薬剤師会懇談会 

１１日 Thanks Horse Days in なごや(名古屋競馬場) 

稲沢市社会福祉大会 

１２日 愛知県精神障害者家族会連合会懇談会 

１３日 叙勲・国家褒章受章記念祝賀会 

１４日 競馬事業あり方検討調査特別委員会 

１６日 国府宮 だか祭大鏡餅奉納(稲葉西町奉賛会) 

２０日 ＳＴＥＰ２１街宣(ＪＲ稲沢) 愛知県議会２月定例会開会～３月２６日 

２１日 ＳＴＥＰ２１街宣(国府宮) 大鏡餅出迎え 

２２日 国府宮 だか祭 
２３日 自治労定期総会 

２４日 日本ボーイスカウト愛知連盟浅野武雄氏文部科学大臣表彰受賞祝賀会  

 

 

 

 

●復興特別所得税 課税開始 

●日本未来 党１カ月で分裂 

①                                          ●首都圏 弾低気圧で大雪 

 

 

 

●ボーイング７８７トバッテリーから出火                              

 

●アルジェリア武装勢力人質事件                              

 

 

 

 

                     ②                                  

 

 

 

●大阪市立高校バスケ部主将が体罰で自殺 

 

 

 

③  

●髙梨沙羅(16)選手スキージャンプＷ杯総合優勝③ 

                            ④                      ●グアム殺傷事件 

 

 

 

 

 

 

●ロシア南部に隕石 ⑤                                          

 

 

 

 

 

 

●エジプト・ルクソール熱気球墜落事故 

●朴槿恵女史大韓民国大統領に就任 

 

 



３月 
２日 大成高等学校卒業証書授与式 

自治体政策フォーラム・愛知（愛知県予算説明会・大都市行政 ガバナンスと ） 

９日 稲沢西中学校後援会 

１２日 愛知県議会議員写真クラブ総会 

１５日 愛知文教女子短期大学卒業証書・学位記授与式 

１８日 愛知文教女子短期大学付属第一幼稚園修了証書授与式 

１９日 稲沢北小学校卒業式 坂上先生叙勲祝賀会 

めん家寿完成披露式 

２０日 愛教組定期大会  

２１日 ＳＴＥＰ２１街宣(国府宮) 

２２日 ＳＴＥＰ２１街宣(ＪＲ稲沢) 名フィル県議会ロビーコンサート 

知 拠点調査(シンクロトロン光施設稼働) 

２４日 稲沢市土地改良区稲沢第３工区 ５東 総会 

２６日 民主党県議団県政報告 in 八事駅 

２７日 宮田用水土地改良区事務所改築完成式典 

２８日 民主党愛知県連２０１３再建 必勝 い 

２９日 第１００回稲沢商工会議所通常議員総会 

議員派遣調査（内閣府、ＪＰ切手会館、基幹的広域防災拠点）～30 日 

 
 

    ４月 
４日 愛知文教女子短期大学入学式 

５日 愛知啓成高等学校入学式 

７日 へいわさくらま り 

稲沢北小学校歴代 PTA 会長会(けやき 会)総会 

７日 稲沢市消防団員任命式 

 ８日 県立佐織養護学校入学式 

１０日 日経特別ビジネスセミナー（加 するアベノミクス、こうなる日本経済） 

１２日 稲沢 JC4 月度例会 

(病院がトヨタを超える日・みえライフイノベーション総合特区) 

１６日 稲沢夏ま り総会 

１７日 東海４県議会 GOLF 大会 

１８日 PHP 地域経営塾「補修か更新か～構築物 寿命と 何か」 

１９日 愛知県労働者福祉協議会尾張西支部結成３０周年記念式典 

２０日 い ざわ植木ま り開場式 第 8４回愛知県中央メーデー 

２１日 全建愛知津島支部総会 全建愛知一宮支部総会 

名古屋市長選河村市長再選 

２２日 ＳＴＥＰ２１街宣(国府宮) 

２３日 ＳＴＥＰ２１街宣(ＪＲ稲沢) 

２４日 一宮建築技術研究会懇親会 

２６日 稲沢北小学校教育後援会役員会＆稲沢北体育振興会総会 

３０日 稲沢市老人クラブ連合会総会 民主党県議団十役会  

●未だ３１万人が避難生活、東日本大震災から２年 

 

 

●中国習近平氏が正式に国家修主席                

●日銀新総裁に黒田氏                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●昨年末 衆院選一票 格差高裁で無効判決           

●カード型ＩＣ乗車券相互利用 

 

 

 

●愛知県沖海底 メタンハイドレートから世界で初めてガスにして採取                  

 

 

 

 

 

 

●ボストンマラソン 破テロ                         

 

 

●東京ディズニーランド開園３０周年                         

 

 

●稲沢で屋根立てこもり事件                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日本ＴＴＰ交渉参加正式決定 

 



●ミスタープロ野球長嶋氏・松井氏国民栄誉賞Ｗ受賞 

●三陸復興国立公園オープン 

●風しん患者急増 

 

●トヨタ自動車３月期決算リーマンショックから５年ぶりに営業利益１兆円超 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●冒険家三浦雄一郎氏８０歳でエベレスト登頂 

 

 

 

 

 

 

 

 

●サッカーワールドカップ５大会連続出場決定                                

 

 

 

 

●プロ野球統一球問題発覚             

●定期接種 子宮頸がん予防ワクチン勧奨見合せ                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●富士山世界遺産登録                                      

 

５月 
６日 尾張大國霊神社御例祭 

８日 稲沢市消防団第１分団激励 

１０日 尾張小中学校長会総会 愛知県行政書士会一宮支部懇談会 

１１日 尾張南地協メーデー 参議院議員大塚耕平事務所開き 稲沢市子 も会連絡協議会総会 

１２日 第９回稲沢市消防操法大会 

１３日 大村ひ あき政経セミナー 

１５日 稲沢市防火危険物安全協会定期総会 

１８日 稲沢西中学校後援会 

２０日 そぶえイチョウ黄葉ま り実行委員会総会 

祖父江町商工会通常総代会 

２１日 ＳＴＥＰ２１街宣(国府宮) 

稲沢市防犯交通安全推進協議会総会 

２２日 ＳＴＥＰ２１街宣(ＪＲ稲沢) 

２３日 ５月臨時議会 稲沢市防犯協会連合会定期総会 

２４日 稲沢市観光協会通常総会 平和町商工会通常総代会 

２５日 えん う明を励ます会 

２６日 尾張水防・防災訓練 

２９日 ＹＥＧ稲沢・一宮ＯＢ合同ゴルフ C 

３０日 三宅川現地調査 愛知県交通安全協会稲沢支部・稲沢安全運転管理者協議会合同定期総会 

３１日 日光川水系改修促進期成同盟会現地調査(日光川排水機場) 常任委員会委員長会議 

石黒団長消防庁長官功労表彰 

 

６月 
 1 日 稲沢北小学校区子 も会ふれあいドッヂビー大会 

愛知県陶磁美術館開館 35 周年記念式典 

自治体政策フォーラム・愛知勉強会（インターネット選挙） 

２日 稲障連定期大会 

８日 都市問題公開講座「見果てぬ夢か？道州制」 

９日 尾張中小協総会 

１３日 警察委員会所管事項説明会・懇談会 

１４日 愛知県議会６月定例会開会～７月３日 連合愛知意見交換会 

１６日 大塚耕平後援会連合決起集会 拡大支部長会 

１８日 連合愛知参院選総決起大会 

２０日 連合愛知尾張南地協街宣（統一）国府宮駅 県政記者クラブ懇談会 

２１日 一宮建設事務所現地調査 

２２日 民主党県連エネルギー調査研究会学習会 

２３日 尾張大國霊神社御田植祭 

２４日 ＳＴＥＰ２１街宣(国府宮沢) 愛教組懇談会 JA 愛知西定時総代会 

２５日 ＳＴＥＰ２１街宣(ＪＲ稲)  2013 参院選９区拡大総合選対会議 

２６日 稲沢商工会議所通常議員総会 警察委員会・理事会 

２８日 政策推進議員・尾張南地協三役幹事懇談会 

２９日 第５５回トーエネック名古屋地本定期大会 

３０日 稲沢ＪＣ 稲沢デザイン会議 



 

●米国家安全保障局 盗聴問題ＣＩＡ元職員スノーデン容疑者 資料から発覚 

●新たな原発 規制基準スタート                     

 

 

 

 

 

 

 

●参院選民主惨敗自民圧勝                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●米デトロイト市財政破綻                               

 

 

●未来 イギリス国王誕生                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●四国・四万十で４１．０度国内史上最高                               

 

●福島第一原発汚染水タンクからも                               

 

 

 

 

●気象庁特別警報運用開始                            

 

 

 

 

 

７月 
３日 民主党県議団県政報告 in 山駅 

４日 初 ネット選挙第２３回参議院議員通常選挙公示 大塚耕平候補出発式 

５日 稲沢西小学校体育館並び 稲沢下津小学校増改築工事他起工式 

６日 稲沢市青少年健全育成市民大会 

９日 大塚耕平候補国府宮駅街宣並び 個人演説会 

１０日 大塚耕平候補政談演説会（総決起集会） 

１２日 稲沢・緑ライオンズクラブ合同市民チャリティゴルフ特別委員会 

１４日 日本ボーイスカウト愛知連盟尾張西地区第１６回日本ジャンボリー派遣団壮行会 

１６日 リニア中央新幹線計画説明会 

１９日 民主党県連一斉街頭活動（JR 稲沢駅） 

防災ボランティア稲沢根尾谷地震断層観察館見学会 

２２日 愛知県葬祭業協同組合骨灰供養 

２３日 ＳＴＥＰ２１街宣(国府宮) 民主党県議団勉強会(設楽ダム) 

２４日 ＳＴＥＰ２１街宣(ＪＲ稲沢) 

２５日 日光川右岸堤防防災道路建設促進期成同盟会総会 

日光川水系改修促進期成同盟会総会 

リニア中央新幹線建設促進愛知県期成同盟会総会 

２７日 議員野球クラブ部課長親善野球大会 

２８日 稲沢夏ま り式典 

３０日 木曽川上流域公園整備促進期成同盟会総会 

３１日 萩原多気線整備促進期成同盟会通常総会 一宮建設事務所管内事業協議会総会 

 

 

８月 
１日 新濃尾大橋架橋促進期成同盟会総会 

２日 尾張水防組合要望 新川・五条川改修促進期成同盟会総会 三菱電機稲沢製作所夏ま り 

３日 第１５回サマーフェスタへいわ 緑八町盆踊り大会 

６日 第３８回老人芸能大会 

７日 民主党重点事業等調査研究会～１２日 

８日 清水建設設計本部内山グループ OB 会 

１０日 第５８回愛知県消防操法大会（西尾市） 西町盆踊り大会 

１５日 そぶえ夏ま り 

１６日 ベトナム留学生ズンちゃんホームステイ～１８日 

１９日 警察委員会県内調査 

２０日 連合愛知エネルギー施設視察会 

２１日 ＳＴＥＰ２１街宣(ＪＲ稲沢) 

２２日 ＳＴＥＰ２１街宣(国府宮) 

２３日 全国都道府県議会議員親善野球大会（群馬県） 

２４日 北小体育振興会稲北大運動会総会 

２６日 警察委員会県内調査（横断支援装置（大府市）・愛知県武道館） 

２８日 教育文化・福祉対策特別委員会（トリエンナーレ・県陶磁美術館） 

３１日 第３２回千代田地区老人クラブスポーツ大会 

連合愛知尾張南地協ファミリー大ボーリング大会 



９月 
１日 愛知県・稲沢市総合防災訓練 

３日 愛知県立芸術大学音楽学部新校舎完成記念式典 

４日 名古屋鉄道労働組合定期大会 日本料理愛知三味会総会 

５日 民主党県議団勉強会(インターネット選挙) 

６日 セラミックス連合東海地方本部定期大会 

７日 自治体政策フォーラム・愛知秋期セミナー(社会保障制度改革) 

８日 山田武夫氏旭日小綬章受章記念祝賀会 

日本郵政労組西尾張支部懇親会 

１４日 愛知啓成高等学校敬老会 トリエンナーレ 2013 蝶々夫人 

１９日 ＳＴＥＰ２１街宣(ＪＲ稲沢) 

愛知県議会９月定例会開会～１０月１１日 

日本・ベトナム外交関係樹立４０周年記念式典及び NPO 法人ジャポニカアグリ設立記念パーティ 

２０日 ＳＴＥＰ２１街宣(国府宮) 知多市議補選古俣候補予定者並び 知多市長選宮島候補予定者激励 

ベトナム伝統及び現代文化アンサンブル 

２１日 日本ベトナム外交関係樹立４０周年祝賀会 

２２日 稲北大運動会 稲障連スポーツレクリエーション大会 

２６日 鈴木純一般質問に登壇 

２９日 千代田地区住民体育祭 

 

１０月 
５日 豊和工業労働組合定期大会 

６日 平和地区体育祭 高見盛(振分親方)断髪式 

 ８日 稲沢ライオンズクラブ薬物乱用防止活動(西中) 

１０日 鈴木じゅん後援会一日研修会(東尋坊) 

１１日 民主党県議団県政報告ｉｎ名鉄知多半田駅 

12 日 祖父江サンドフェスタ 2013 

１３日 稲沢地区老人クラブ連合会スポーツ大会 稲沢市消防団観閲式  稲沢市健康フェスティバル 

１４日 稲沢市民スポーツ大会空手道大会 ＪＣ10 月度例会(日本人 品格～新渡戸稲造 武士道に学ぶ) 

１６日 宮田用水土地改良区臨時総代会 平成２５年度安全 まち くり愛知県民大会 

１７日 ＳＴＥＰ２１街宣(国府宮) 

１８日 ＳＴＥＰ２１街宣(ＪＲ稲沢) 第１００回中部圏知事会議シンポジウム 

「明日 中部を支える人材 育成・活用～地域経済 活性化に向けて～」 

１９日 稲沢ま り祈願祭並び 開場式 

都市問題公開講座「市町村合併～そ 功罪を考える」 

２１日 警察委員会県外調査（宮城県・鹿児島県）～２３日 

２３日 The Center of Technology～も づくり 中部 明日を考える～ 

２４日 決算特別委員会 

２５日 稲沢市荻須記念美術館開館３０周年特別展 

２６日 ごみゼロ西尾張中央道クリーン大作戦(ﾗｲｵﾝｽﾞ) 福祉ま り(防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ稲沢) 

２８日 委員会派遣さいたま市大宮盆栽美術館調査 

２９日 警察消防殉職者慰霊祭 

３０日 連合愛知尾張南地協街宣(北方領土返還)国府宮駅 

３１日 稲沢市戦没者追悼式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2020 年東京オリンピック開催決定                                

●1977 年打上 ボイジャー1 号太陽系外に             

 

 

●捜査情報漏えい容疑で愛知健警部補逮捕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●中国ＰＭ2.5 で最悪 大気汚染                

 

 

 

●大人 学力世界一 日本、2 位フィンランドとＯＥＣD 発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●稲沢市議中国で身柄拘束・逮捕(12 月) 



 

 

●東北楽天初 日本一                                

 

●ホテル・百貨店で食材 偽装表示                                

 

 

 

 

●台風 30 号フィリピン上陸                                

 

 

 

 

 

●キャロライン・ケネディ新大使が着任                  

 

 

 

 

●米 生産調整(減反)廃止へ                       

 

●7 月 参院選一票 格差高裁支部で違憲判決                        

 

 

 

 

 

●特定秘密保護法深夜 強行採決 

●みんな 党分裂 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●今年 漢字 『』産経新聞                                                                        

 

 

  

１１月 
 １日 稲沢市制５５周年記念式典 

 ２日 県警ふれ愛コンサート 

 ３日 平和ま り 和風盆栽展～穏～ 

 ４日 稲沢ライオンズクラブ大江匡衡石碑除幕式 

市子連子 も会大会 

 ６日 中部国際空港シンポジウム 

「ＲｅＢO N セントレア～空港 機能強化に向けて～」 

 ７日 決算特別委員会 

連合愛知尾張南地協街宣( 低賃金)国府宮駅 

 ８日 決算特別委員会 

 ９日 日本地方自治学会 in 長岡(基礎自治体をめぐる現状と課題・ 

教育行政 課題と展望他)～１０日 

１２日 決算特別委員会 

１３日 すずき杯ゴルフコンペ 

１４日 東海ブロック地方自治体議員フォーラム研修会(議会改革・東海地域・社会保障制度改革)～１５日 

１８日 決算特別委員会 

２０日 決算特別委員会 

２１日 連合愛知尾張南地域協議会第２４回定期総会 

２２日 ＳＴＥＰ２１街宣(ＪＲ稲沢) 稲沢市金婚式・祝賀会 

新しい地域 くりシンポジウム 

２３日 そぶえイチョウ黄葉ま り  

２４日 稲北小校区ソフトボール親睦会納会 

２５日 ＳＴＥＰ２１街宣(国府宮) 

２６日 委員派遣警察委員会調査（愛媛県）～２８日 

２９日 第９区総支部自治体議員勉強会（県警本部・知事政策局） 

稲沢商工会議所４１周年記念式典 

 

１２月 
 ２日 愛知県議会１２月定例会開会～１９日 

１０日 連合愛知尾張南地協街宣(働くこ を軸 する安心社会 実現)国府宮駅 

１４日 た しいクリスマス会(福祉 い) 

連合愛知第９回政策推進議員懇談会総会 

１６日 民主党県議団勉強会(南海トラフ巨大地震) 

１９日 民主党県議団県政報告 in 太田川駅 

２０日 名古屋ボストン美術館浮世絵名作展開会式 

祖父江町商工会役員・総代懇談会 

２１日 ライオンズクラブ CN 記念例会 

２４日 ＳＴＥＰ２１街宣(国府宮) 

２５日 ＳＴＥＰ２１街宣(ＪＲ稲沢) 

 

２６日 教育文化・福祉対策特別委員会県内調査（中電ウイング） 

豊田合成㈱故加藤宗平氏お別れ 会 

２８日 年末夜警 

HO HINO   KIMATAHO HINO   KIMATAHO HINO   KIMATAHO HINO   KIMATA    

    

    

    

    

    

UOZUMIUOZUMIUOZUMIUOZUMI    
    

ENDOUENDOUENDOUENDOU    



■平成２５年愛知県議会９月定例会一般質問 (抜粋) 

 

民主党県議団では年間に一度の一般質問の機会がありますが、今回は 9 月議会で、今年度中に策定

する本県の重要な指針となる新しい地域づくりビジョンについて、航空宇宙産業を支える県営名古屋

空港について及び建設中の新・稲沢市民病院にも関連する災害医療対策について県の姿勢を質しまし

たので一部をご報告します。詳細は県議会のＨＰで録画が公開されていますので是非ご覧ください。 

新しい地域づくりビジョンについて 

新しい地域 くりビジョン 、リニア中央新幹線 開通予定 ある2027年 先を見通し、

また、目標年度を 2020 年 し いますが、東京オリンピック 東京へ 一極集中が更

進み、リニアインパクト マイナス 影響が危惧され います。知事 、リニア大交流圏

西 拠点 し 関西、北陸圏も視野 求心力をも 大都市圏を目指し、そ ため 空港・

リニアを中心 した交通体系 取組む されました。名古屋駅 大改造がカギ す。   

航空宇宙産業を支える県営名古屋空港について 

中部国際空港 同時 開港した県営名古屋空港(法律上 名古屋飛行場) 、2015 年

10 年間 指定管理期間 区切りを迎えます。中部圏全体を考えます 中部国際空港

機能 UP 機能集約 重要 課題 あり、県営空港 航空産業 拠点 し 重点整備する

べき 論点 伺いましたが、駐機場 問題を認め がらも既存 コミューター航空事業

等 両立し がら航空機産業拠点 役割を果たし いく 答弁 した。 
 

災害医療対策について 

災害拠点病院 県内３４か所(稲沢 尾西病院)ありますが、大規模災害時 災害拠点病院だけ

十分 医療を提供 きません。県内９７か所 ２次救急病院を災害拠点病院 機能を補完する『準災害拠

点病院』 し 県 医療計画等 位置付け、施設機能 強化を図るこ が必要 ある いう論点 伺いまし

たが、耐震化 勿論、災害時 地域住民 安心・安全を確保するため 、災害拠点病院 連携が期待され

る２次救急病院 機能強化 い 2 次医療圏ご 検討会を設置し取組ん いく こ した。  

■教育文化・福祉対策特別委員会 

平成 25 年度、常任委員会 警察委員会(委員長)、特別委員会 教育文化・福祉対策特別委員会(理事)

所属しました。特別委員会 7 月 22 日 、愛知県 おける少子・高齢社会 現況等及び県が進める少

子化対策、高齢化対策 い ヒヤリングしました。8 月 28 日 県内調査 し 、あいちトリエンナーレ

2013 現地調査並び 開館 35 周年を機 陶磁資料館から名称を変更した陶磁美術館 現地調査を行い

ました。今後 障がい者雇用を進める中電ウイング 県内調査、世界 大級 車いすマラソン大会 し 長

い歴史をも 大分国際車いすマラソン大会 県外調査を予定し います。 

 

 

 

 

 

 

■一般会計・特別会計決算特別委員会 

平成 25 年 9 月定例県議会 、一般会計・特別会計決算特別委

員会委員 選任され、平成 24 年度決算 い 閉会中 継続審

査をしました。10 月 8 日 開かれた委員会 、10 月 24 日から 11

月 21 日ま 間 8 日間 審査日程(予備日 2 日含む)を決定し

審査 臨み、鈴木も県政初 再議・7 月臨時議会開催 紆余曲折

あ たがれき処理 15 項目以上 わたり事業内容 い 質

し、全員一致 認定しました。ただ取材 く時期的 も今年度事

業へ 反映 いかず検討課題がある 感じました。 

すずき 純  
J U N  S U Z U K I  

H25.6.1 開館 35 周年愛知県陶磁美術館新名称記念式典 



■道州制の行方 
昭和初期 州庁設置案(行政制度審議会)、戦時期 行政機構改革 関する意見(日本商工会議所)、戦後

期 地方制度 改革 関する答申(第 4 次地方制度調査会)、府県合併 関する答申(第 10 次地方制度調査

会)等、道州制 議論 亡霊 よう 現れ 消え きました。そし 、第28次地方制度調査会 道州制が

本格的 議論されました。しかし、道州制 関し 、いまだ 賛否両論があり道州制、す わち形を変えた

都道府県論 いわれるも 結論 見え いません。そ 様 中、昨年 通常国会 いよいよ与党自民党か

ら道州制基本法案が提出される 云われ、昨年暮れ 強引 政権運営を見るま も く、十分 議論

がされ い いか 心配し いました。現在 議論 、具体的 ブロックや、住民 視点 メリット・

デメリットが示され おらず、そし 国民不在、国民へ 説明が不足し い 民意が盛り上が い い 思わ

れます。一昨年 大都市制度 あり方調査研究会も道州制も視野 検討し きましたが、道州制 国 かた

ちを大きく変えるも あり、市議 頃から重要 政治テーマ 一 考え機会 あるご 研修会や学会

講演 拝聴し きました。昨年 調査 一部をご報告します。 

【旧・東京市政調査会都市問題公開講座 見果てぬ夢か？道州制】2013.6.8 

大森彌東京大学名誉教授 基調講演 自民党 道州制基本法案

い 危惧が示され、続くパネルディスカッション も改革 いえば何 もいい

いう風潮や住民不在 議論 全体 道州制 対する疑義が論じられま

した。地方分権改革が足踏みし いる中、鈴木も昨年会長を務めた大都市

制度在り方調査研究会 検討を踏まえ愛知県 分割論について地方分

権を進める視点で発言しました。 

【日本学術会議シンポジウム 新たな統治機構改革 ―道州制をめぐって―】2013.10.28 

人口 半分が都市部 集中する今、130 年続く府県制度、縦型 統治

機構を横型 変革する手法 し 道州制が議論されました。第 28 次地制

調答申等 、①分権国家へ、②広域化時代へ 対応、③行財政を効率化

し簡素 統治機構 ため 分権型道州制を謳い、特別講演された村井宮

城県知事 進ま い地方分権 対し、国・地方 役割分担を抜本的 見

直し、｢新しい国 かたち｣ し 道州制を導入するべき 熱く語られました。 
 

■連合愛知エネルギー関連施設視察等 

８月２０日連合愛知（土肥和則会長） 皆さん 、中部電力

(株) 浜岡原子力発電所を視察しました。車中 レク後、原

子力館 、原子炉圧力容器内部 燃料棒や、建設が進む実

物大 防波壁 模型を見学、展望台から 防波壁 設置状況

が一望 きました。厳しいチェック 後、施設構内 入り実際

海抜 18ｍま 立ち上が た防波壁(完成 22ｍ)を じめ津波

対策施設、緊急時対策施設及び5号炉 施設内 も見学し、

後 海抜 40ｍ 高台 整備中 電源施設を視察しました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

●いつも笑顔 稲沢市キャ

ンペーンレディ 皆さん(左から

嶋田里菜さん岡本英里さん平山愛奈さ

ん)。手にしている ご存知

夢先案内人いなッピーです。 

 

●昨年 大鏡餅 稲葉西町

奉賛会 皆様により盛大に奉

納され、会場 愛知文教女子

短大 愛知啓成 じめボラン

ティア 方で賑いました。 

●１０月１９日 さいたま市

大宮盆栽美術館など盆栽関

係 調査に行かせていただき

ました。２０１７年に第８回世

界盆栽大会が開催されます。 

●１１月９～１０日 日本地方

自治学会 研究会が米百俵

の精神 まち新潟県長岡市

で開催され木全市議と参加し

ました。 



■トピックス 
平成 25 年 10 月 6 日 平和地区 住民体育祭 ご挨拶させ い

ただいた後、人気者 高見盛関 引退、年寄振分親方 襲名披

露 両国国技館 駆け付けました。四股名が売れ出す頃、東関親

方(高見山(渡辺)大五郎さん) 第一幼稚園 園児たち 相撲を取

頂いたこ を思い出します。 

 

 

 
 

【防災ボランティア稲沢見学会】               【あいちトリエンナーレ２０１３】 

 

 

 

 

 

 

【第 23 回参議院議員通常選挙】              【稲沢市健康フェスティバル２０１３】 

 

 

 

 

 

 

【愛知県議会議員野球クラブ】                    【民主党愛知県第 9 区総支部自治体議員勉強会】 

 

 

 

 

 
 

To be continued 
祝 市制 55 周年。早いも NEXT５０から 5 年が経ちました。2030 年代を思う 愈々時代 転換を為さ

ば 身 引き締まる思い す。稲沢市議 中国 身柄拘束・逮捕 大国・中国 距離を感じます。

厳しいご意見を頂い いますが、選挙 選ばれた公人 し 重みを痛感します。福祉医療制度 先送り 、

初め 予防 きるがん し 進めた子宮頸がん予防ワクチン 勧奨が中止 り、県議会 し 原因究明 救

済 意見書を提出しました。稲沢ライオンズクラブ 大江匡平(おおえ まさひら)顕彰碑を赤染衛門(あかぞめえもん)歌碑

公園 建立しましたが、地元松下 皆さん 郷土を思う気持ち、子 も達 伝える取組を拝見しました。県

おける刑法犯認知件数 大幅 減少も地域 皆さん 防犯へ 取組があ 成し得たも 感謝 す。 

昨年もお世話 た方々が昇天されました。心からご冥福をお祈り申し上げます。ご厚情 お応え きる

よう 前を向い 進ん まいります。 

 

 

 

 

鈴木純事務所 〒492-8229 愛知県稲沢市稲島 11-24  TEL 0587-24-6600 FAX 0587-23-0791 
 

右 写真 大江匡平顕彰碑除幕式

模様です。地元松下区 役員 皆さ

ん、子ども会 皆さんに参加頂き盛大

に開催出来ました。鈴木純公式ホーム

ページ http://www.step21.net で

も紹介しています。是非ご覧ください。 

明治 24 年 濃尾地震

震源断層を展示す

る根尾谷地震断層観

察館 横8m、縦6m

大変位を実感しまし

た。 

 

7 月 4 日公示、21 日執

行 参院選、愛知

大塚氏が議席を死守

させ 頂きましたが、

予想通り民主惨敗、自

民圧勝 した。 

 

議員野球クラブ 7 年

間在籍し 初め ユ

ニフォーム 袖を通し

代打 出場、部課長

野球三振、全国大会

(群馬) ヒット した。 

国府宮駅、JR 稲沢駅

毎月 街宣をトリエ

ンナーレ 2013 Ｔシャツ

行いました。毎回大

きい声 申し訳ありま

せん。 

 

稲沢ライオンズクラブ

稲沢ま り、健康

フェスティバル、西尾

張中央道クリーン大作

戦 奉仕活動をし

います。 

 

総支部議員団団長

し 県警本部(写真 ＰＲセンタ

ー で １ カ ッ ト ) 取組等聴

取・見学及び新しい地

域 くりビジョン 勉

強会を企画しました。 


