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碧 南 市 議 会
～ 7 0 年 の あ ゆ み ～

へきなん議会だより　市制70周年記念号



　刊行にあたって

　碧南市議会は、昭和２３年５月５日に発足し、７０周年を迎えました。同年５月１６日
に初めて開会されて以来、議会での審議や議員活動を通じて、市民の代表として市
政発展に向けて取り組んでまいりました。
　この記念すべき節目に、碧南市議会報７０周年記念号を刊行できたことは、誠に喜
ばしい限りであり、本市議会及び本市の７０年の歩みを振り返り、先人達のご苦労、ご
功績に敬意と感謝を申し上げます。また、碧南市議会７０周年を記念する事業として、
この記念号のほかに、「議場公開」と「若者議会」を開催いたします。これを機会に、
市民の皆様がより身近な市議会と感じていただき、興味と関心を持っていただけると
幸いに存じます。
　近年、市議会を取り巻く環境も変化しており、地方自治体の自己決定や自己責任
の範囲が拡大される中で、これまで以上に議会の果たす役割が大きくなっています。
本市議会も平成２６年１０月に碧南市議会基本条例を制定し、市民の皆様により開
かれた議会を目指すとともに、二元代表制の一翼を担う行政のチェック機関として皆
様に信頼される市議会となるよう努めているところでございます。
　今後も引き続き、私たちの碧南市が未来に向けて発展し続け、市民の皆様が安心
して暮らせるまちとなるよう、一層の努力をしてまいります。市民の皆様の声を市議会
にお寄せいただけるようお願い申し上げ、発刊にあたってのご挨拶といたします。
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昭和23年
 4月 5日 ・市制施行、碧南高校講堂を市庁舎とし
   　旧町村役場に支所設置
 5月 5日 ・第1期議員選挙、杉浦喜市始め30人当選
  16日 ・第1回臨時市議会開会
   ・議会会議規則、
   　常任・特別委員会設置条例等可決
 6月 1日 ・市章制定
 12月 13日 ・市役所字南赤土（現音羽町）へ移転

昭和24年
 7月 15日 ・碧南商工会議所発足

昭和25年
 6月 30日 ・市営新須磨塩水プール完成
 7月 28日 ・市議会事務局設置条例可決
 9月 19日 ・小学校の完全給食実施

市制施行
　昭和22年、敗戦後の虚脱状態から脱し、祖国再建への力強い足並
みが揃うにつれて、にわかに市政施行への世論が高まり、ついにこの
年の12月15日、碧南4か町村合併準備委員会が結成された。
　そして、数次にわたる会合や先進地の視察等により、碧南市制施行
の大方針が決定し、各町村議会及び町民の賛同を得て、昭和23年4月
5日、碧南市制の誕生を見るに至った。

西端の合併
　昭和30年3月14日の明治村議会による大字ごとの住民投票により、西端の
碧南市合併が決定し、4月1日より、西端は正式に碧南市に編入をした。しかし、
東端区は3月14日の住民投票により、4月1日より安城市に編入したものの、碧
南市合併を希望する人たちはその住民投票は真の意思を表現したものではな
かったとして、安城市より分離して碧南市への合併運動を展開し始めた。
　東端区における現状維持派と碧南市合併派の対立は、深刻さを増し、愛知
県知事からの投票実施の請求通告を受け、安城市は昭和33年6月5日に投票を
行った。その結果、安城市から分離して碧南市合併に賛成937票、反対478票、無
効5票となり、新町村建設促進法の定める3分の2に7票及ばなかった。

昭和26年
 4月 1日 ・社会福祉協議会設置
 12月 3日 ・市役所新庁舎竣工
     （現松本町、12月10日事務開始）

昭和28年
 2月 1日 ・市議会報第1号発行（昭和35年8月まで）
 6月 1日 ・衣ヶ浦湾鉱工業地帯建設期成同盟会
   　結成可決
 8月 16日 ・市政刷新特別委員会設置
 9月 1日 ・連絡委員制度発足
 9月 25日 ・台風13号襲来、災害救助法発令
 10月 28日 ・災害復旧対策特別委員会設置

昭和30年
 3月 14日 ・明治村住民投票、西端は碧南市へ
 3月 19日 ・西端の編入合併可決
 4月 1日 ・西端合併
   ・大浜中学校・棚尾中学校が合併し、
   　南中学校に

昭和31年
 1月 27日 ・衣浦大橋竣工
 3月 9日 ・議員定数減員条例可決（定数28人）

昭和32年
 5月 20日 ・衣浦港が重要港湾に指定

1948 ▶
（昭和23年）

▶ 1957
（昭和32年）

昭和32年頃の議場風景

碧南市議会報第1号

碧南市制準備委員会の諸氏

東端住民の碧南市合併陳情団の来庁

賛成の旗を手に、西端合併を喜ぶ人々

合併賛成派による
チャーター機宣伝

大浜町役場

棚尾町役場

新川町役場

旭村役場

塩水プール

市役所竣工時航空写真

市役所建設委員会 完成祝う

市域変遷地図

台風被害復旧に励む

台風13号

市役所庁舎

碧南市議会70年のあゆみ

Topics
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昭和33年
 11月 6日 ・中学校の完全給食開始

昭和34年
 2月 7日 ・上水道配水場竣工
 3月 28日 ・碧南干拓を市域に編入
 9月 26日 ・伊勢湾台風襲来、碧南干拓堤防等決壊
   　災害救助法発令

昭和35年
 6月 30日 ・工場誘致特別委員会設置
 9月 12日 ・市営火葬場（現大坪町）竣工

昭和36年
 3月 20日 ・中央公会堂建設予算継続審議のため
   　会期を４月20日まで延長
 4月 1日 ・市消防署開署
 5月 9日 ・中央公会堂問題
   　審査委員会設置　
 11月 8日 ・衣浦港整備促進
   　期成同盟会設立

昭和37年
 1月 21日 ・碧南市議会旬報第1号発行
    （平成7年4月まで）
 3月 20日 ・碧南市・高浜町で衣浦衛生組合を了承
 8月 31日 ・総合開発特別委員会設置

昭和38年
 9月 26日 ・下水道特別委員会設置
 11月 23日 ・市民会館兼体育館竣工

昭和39年
 9月 25日 ・衣浦中央埠頭及び4号地埋め立て議案承認
 11月 13日 ・碧南市工業開発計画を策定
 12月 18日 ・衣浦港2号地埋め立て議案承認

昭和40年
 12月 15日 ・市民病院建設特別委員会設置

昭和41年
 5月 10日 ・議会運営委員会委員選出を
   　会派選出制に

昭和42年
 7月 19日 ・ごみ焼却場竣工（現丸山町）
 11月 21日 ・碧南市健康を守る会発足

1958 ▶
（昭和33年）

▶ 1967
（昭和42年）

碧南市議会70年のあゆみ

干拓入植

消防署

市民会館竣工式 市民会館竣工

ごみ焼却場

工業開発計画書 埋立工事

伊勢湾台風
　昭和34年9月26日の夕方から東海地方を襲った伊勢湾台風は、
碧南市にも大きな被害を及ぼした。
　伊勢湾台風は超大型で、潮岬に上陸のときの中心気圧は929.5
㍊、最大風速は60m/秒を超えていた。碧南でも、午後9時の風速は
47m/秒に達し、時間雨量は70㍉にも及んだ。碧南市における被害
は、人的被害が死者11人・行方不明1人、住宅全壊473戸、田畑の流
失50㌶・冠水830㌶、被害総額は47億円に達した。

復旧作業

米配給

農林大臣　現地調査

支援物資を仕分けする碧南市赤十字奉仕団

称名寺に避難する人々

大浜小学校　校庭

給食室給食風景

Topics
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昭和43年
 6月 24日 ・愛知県都市競馬組合の解散を可決

昭和44年
 3月 9日 ・大浜半田間の渡船廃止

昭和45年
 9月 30日 ・庁舎建設特別委員会設置

昭和46年
 4月 7日 ・衣浦臨海鉄道（株）設立
 10月 1日 ・75歳以上老人医療費無料化
 12月 3日 ・市役所増築新館竣工・議場始め議会関係
   　新館へ移動

昭和47年
 4月 1日 ・ごみ収集無料化
 10月 2日 ・市の木「カシ」、
   　市の花「ハナショウブ」制定

昭和48年
 8月 1日 ・衣浦海底トンネル開通
 12月 20日 ・臨海対策特別委員会設置

昭和49年
 3月 25日 ・碧南市民憲章の決議、可決
 7月 14日 ・臨海公園プール開設

昭和50年
 8月 18日 ・臨海公園野球場竣工

昭和51年
 1月 5日 ・保健センター開設（松本町）
 3月 11日 ・市政功労者表彰
   　条例可決

昭和52年
 4月 2日 ・中央小学校開校
 5月 25日 ・衣浦臨海鉄道開通
 9月 13日 ・市制30周年記念会館建設特別委員会設置

1968 ▶
（昭和43年）

▶ 1977
（昭和52年）

碧南市議会70年のあゆみ

大浜渡船

ごみ収集

衣浦海底トンネル開通 衣浦海底トンネル4車線化（平成15年3月） にぎわう海水浴場

衣浦海底トンネル開通

市の木、市の花制定 保健センター検診風景

中央小学校開校

衣浦臨海鉄道

市役所新庁舎

臨海公園プール
　かつて碧南の沿海部には、玉津浦・新須磨・新明石など、三河有数の海水浴場があっ
た。しかし、伊勢湾台風の高潮被害を受け、海岸に防潮堤が作られたり、昭和40年に
開始された衣浦臨海工業地帯造成工事によって、市内の各海水浴場は失われた。
　その代わりに、臨海工業地帯の恩恵を市民に還元するため、東洋一の造波プール
の建設が計画され、昭和49年7月14日にオープンした。皆に愛された臨海公園プール
（マンモスプール）も老朽化のため、平成16年8月17日をもって閉鎖した。

衣浦海底トンネル
　「夢の架け橋」と言われた高浜市と半田市亀崎との間に架け
られた衣浦大橋も、産業の近代化とモータリゼーションが急速
にすすむ中で同橋の交通量は限界に達した。そこで、東西両埠
頭間の連絡道路を建設して、港湾の機能の充実と輸送力の強化
を図る必要に迫られた。大型船の通過、工費等を考慮し、海底ト
ンネル工事が決定した。昭和44年10月に工事着工し、総事業費
52億7,200万円をかけ、昭和48年8月1日に開通した。その後、
交通量増加に伴い、平成15年3月に4車線化された。

臨海公園プール

Topics
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昭和54年
 4月 5日 ・文化会館・中央公民館竣工
 6月 26日 ・議員提案の議員及び長の選挙での
   　ポスター掲示板の設置条例及び
   　選挙公報発行条例の2議案可決

昭和55年
 12月 19日 ・臨海総合文化公園建設特別委員会設置

昭和56年
 4月 1日 ・西端中学校開校
 12月 14日 ・名鉄新須磨駅の新駅竣工、
   　碧南中央駅となる
 12月 22日 ・職員の給与改正条例始め関係7議案は
   　職員組合のストライキで
   　議会閉会中の継続審査に付託

昭和57年
 1月 21日 ・議会閉会中継続審査付託となっていた
   　職員の給与改正条例始め7議案可決
 3月 10日 ・海浜水族館、青少年海の科学館竣工
     （7月3日開館）
 4月 1日 ・保健センター開所
 12月 17日 ・老人医療助成の条例可決

昭和58年
 3月 7日 ・第2次総合計画基本構想、可決
 4月 5日 ・碧南市議会史（第1巻）発刊
 10月 1日 ・臨海体育館竣工
 11月 4日 ・衣浦衛生組合　し尿処理施設竣工

昭和59年
 3月 27日 ・衣浦斎園竣工
 6月 5日 ・議員活動等検討委員会発足
    （定数削減問題）
 11月 26日 ・議員活動等検討委員会
    （議員定数は28人が適当と結論付け）解散

昭和60年
 3月 30日 ・消防署北分署竣工・開署
 4月 2日 ・中央中学校開校

昭和61年
 9月 12日 ・市議会協議会で
   　中部電力㈱火力発電所建設計画を了承

昭和62年
 8月 25日 ・碧南火力発電所と公害防止協定書締結

1978 ▶
（昭和53年）

▶ 1987
（昭和62年）

碧南市議会70年のあゆみ

文化会館

保健センター
竣工式

臨海体育館
竣工記念

中央中学校開校

西端中学校開校

名鉄碧南中央駅新駅竣工

市民病院の建設
　昭和40年12月に市民病院建設委員会の設置以来、長年検討してきたが、昭和57年無投票3選
を果たした角谷市長は、市民病院建設を表明。昭和59年3月、施政方針で建設時期を昭和60年度
とし、昭和63年5月オープンを目指すと説明。その3日後に角谷市長は議長に辞任の申し出をし、
議会はこれに同意した。
　次期小林市長も重点施策の第1に市民病院をあげ、昭和61年8月に市民病院新築工事の起工式
が行われ、当初の計画どおり昭和63年5月に市民病院は開院した。

埋め立て前

現在

昭和53年頃

臨海工業地帯
　昭和39年10月に衣浦港の造成工事が始まり、昭和63年には市域が市制施行時の1.6倍余に
拡大した。昭和48年12月に設置された臨海対策特別委員会では、企業立地、公害防止協定な
どについて審議を行った。企業立地は昭和55年3月末で44社であったが、平成元年3月末には
140社と急速な立地で用地の売却はこの10年でピークを迎えた。

Topics

中日新聞 昭和57年12月18日
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昭和63年
 2月 3日 ・第3次総合計画基本構想、可決
 3月 1日 ・健康都市宣言、可決
 4月 5日 ・エドモンズ市と姉妹都市、
   　由仁町と青年友好都市提携の調印
 5月 23日 ・市民病院開院

平成元年
 3月 30日 ・第49回国民体育大会開催決議可決
 4月 20日 ・明石公園開園

平成2年
 5月 11日 ・庁舎建設特別委員会設置

平成3年
 7月 2日 ・南部市民プラザ開館
 9月 17日 ・車山みどり山荘設置・管理条例可決
 12月 12日 ・市民保養施設「車山みどり山荘」竣工
    （14日開業）

平成4年
 4月 5日 ・小原村と文化・スポーツ友好都市提携の
   　調印
 5月 31日 ・哲学たいけん村無我苑竣工
 10月 19日 ・公有水面（衣浦ポート・アイランド）
   　埋立免許願の市長意見、可決

平成5年
 3月 15日 ・消防本部・消防署庁舎新築移転・開署
 7月 17日 ・へきなん芸術文化村竣工

平成6年
 9月 26日 ・議員活動等検討委員会設置
    （議員削減問題）
 10月 5日 ・西端地区から資源ごみ分別収集を開始
 10月 30日 ・第49回国民体育大会新体操競技会を
   　臨海体育館で開催（31日まで）

平成7年
 2月 21日 ・第3次総合計画後期基本計画を了承
 9月 30日 ・クリーンセンター衣浦竣工
 12月 21日 ・市長の資産公開条例可決
   ・市議会議員の政治倫理に関する決議可決
 12月 31日 ・市議会議員政治倫理綱領・審査会規程施行

平成8年
 3月 28日 ・流域下水道衣浦東部
   　浄化センター竣工
 11月 1日 ・「へきなん議会だより」
   　第1号発刊
 12月 19日 ・市役所新庁舎の
   　建設基本設計を了承

平成9年
 2月 19日 ・市議会協議会で中部電力（株）
   　碧南火力発電所増設計画を了承
 3月 26日 ・矢作川桜づつみ完工

碧南市議会70年のあゆみ1988 ▶
（昭和63年）

▶ 1997
（平成9年）

無我苑開苑 ごみ分別開始

車山みどり山荘

へきなん
議会だより第1号

【姉妹都市提携】
アメリカ合衆国
ワシントン州エドモンズ市
　昭和63年（1988年）4月5日提携
　面積23.05㎢、人口約40,500人、シアトル市
から約24kmにある穏やかな気候の落ち着い
た住宅都市。毎年夏に、中高生の交換留学を継
続して行っている。

【青年友好都市提携】
北海道夕張郡由仁町
　昭和63年（1988年）4月5日提携
　面積約134㎢、人口約5,400人、碧南出身
の加藤平五郎らが開拓し、三河地方からの
入植者も多いことから、今でも「三川」とい
う地名が残っており、そのゆかりで青年を
中心とした交流が続いている。

● エドモンズ市

● 夕張郡由仁町

【文化・スポーツ友好都市提携】
豊田市小原地区（旧西加茂郡小原村）
　平成4年（1992年）4月5日提携
　2005年に豊田市に合併。小原和紙工芸の創始
に足跡を残した藤井達吉が碧南出身であること
から、文化・スポーツ友好都市提携を結び、毎年、
小原の四季桜ツアーやスポーツ交流が行われて
いる。

● 豊田市小原地区

芸術文化村

消防署

Topics

1312



碧南市議会70年のあゆみ1998 ▶
（平成10年）

▶ 2007
（平成19年）

平成10年
 4月 1日 ・「くるくるバス」運行開始
 4月 23日 ・農業活性化センターあおいパーク竣工
 7月 19日 ・「元気ッス!へきなん」開催
 12月 25日 ・市制施行50周年記念子ども議会開催

平成11年
 3月 25日 ・議員定数削減条例可決（定数26名）
 11月 4日 ・サンビレッジ衣浦竣工
 12月 22日 ・市役所新庁舎竣工

平成12年
 2月 1日 ・「へきなん議会だより」　
   　インターネットホームページ開設
 2月 2日 ・第4次総合計画基本構想、可決
 3月 9日 ・介護保険条例可決（4月1日施行）
 9月 5日 ・本会議一般質問の放映開始
 12月 20日 ・情報公開条例、個人情報保護条例、
   　情報審査会条例、可決

平成13年
 3月 22日 ・会派へ支給の政務調査費条例可決
 4月 5日 ・東部市民プラザ開館
 9月 28日 ・三河四市競輪組合の解散、可決

平成14年
 8月 28日 ・合併協議会特別委員会設置
   ・碧南市､刈谷市､安城市､知立市､高浜市
   　合併協議会設置議案を特別委員会へ付託
 9月 27日 ・5市合併協議会の設置議案、否決

平成15年
 4月 1日 ・消防の衣浦東部広域連合を発足
 9月 26日 ・議員定数削減条例（2名減）否決
 12月 19日 ・環境基本条例可決

平成16年
 3月 31日 ・名鉄三河線碧南~吉良吉田駅間廃止
 4月 1日 ・ふれんどバス運行開始

平成17年
 5月 17日 ・まちづくり事業特別委員会設置

平成18年
 12月 21日 ・市副市長の定数（2人）条例可決
   ・元気っ子医療費助成条例（通院は小学校卒業、
   　入院は中学校卒業まで助成を拡大）可決

平成19年
 3月 20日 ・愛知県後期高齢者医療広域連合の発足
 4月 5日 ・クロアチア共和国プーラ市と
   　姉妹都市提携の調印
 6月 29日 ・民営化のため、市立保育所設置条例の
   　一部改正条例可決（公立保育園5園を
   　市社会福祉議会へ順次移管）
 9月 25日 ・議員定数削減条例可決（定数22人）

くるくるバス発車式

議会放映開始

衣浦東部広域連合
発足式

中日新聞 平成14年9月28日

新庁舎

【姉妹都市提携】クロアチア共和国プーラ市
　平成19年（2007年）4月5日提携
　面積41.5㎢、人口約62,000人、アドリア海に面した、ローマ帝国時代
の遺跡が残る夏期バカンス地として人気の街。2005年の愛・地球博での
「一市町村一国フレンドシップ事業」でクロアチア共和国が碧南市のフ
レンドシップパートナー国となったことが始まり。

● プーラ

クロアチア

イタリア

ルーマニア

フランス

Topics

くるくるバス運行開始
　名鉄バスは、昭和41年には名古屋や岡崎、西
尾など7路線が営業していたが、車社会の発達
により、路線区間の変更や運行回数・路線の削
減が繰り返された。市民病院が開業した昭和
63年、名鉄に願い出て、碧南線（碧南中央駅~西
尾駅）と新川線（北新川駅~西尾駅）に補助金を
出して市民病院経由にしてもらった。しかし、
平成7年には新川線が廃止され、最後の碧南線
も廃止を考えていることを知り、市議会は「名
鉄バス路線廃止撤回に関する決議」を上程し、
起立全員で可決して撤回をアピールした。
　その後、県と市が運営費を一部負担して3年
間運行したが、平成10年3月末で名鉄バスは廃
止され、4月1日より市内巡回バスが実現した。

ふれんどバス運行開始
　名鉄が三河線（碧南~吉良吉田）の廃止を検討していることを執行部も
議会も平成10年11月25日付けの新聞で知り、関係市町村から存続の要望
書を提出するほか、名鉄三河線問題連絡協議会を設置。協議会で協議の結
果、碧南吉良吉田間の代替バスを運行することに決定し、「ふれんどバス」
が平成16年4月1日から運行開始した。

中日新聞 平成16年3月28日
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碧南市議会70年のあゆみ2008 ▶
（平成20年）

▶ 2018
（平成30年）

平成20年
 4月 5日 ・藤井達吉現代美術館オープン
   ・碧南市議会史（第2巻）発刊
 7月 1日 ・6月定例会一般質問の録画映像を、
   　市議会ホームページより配信開始
 9月 11日 ・一般質問（総括質疑）の質問方法が、
   　従来からの一括質問一括答弁方式に
   　加え、一問一答方式との選択制となる
 12月 25日 ・市制施行60周年記念子ども議会開催

平成21年
 3月 13日 ・碧南市議会会議規則の一部を改正する
   　規則可決（議員提案）、市議会協議会及び
   　部会が正規の会議として位置づけられる
 3月 28日 ・臨海公園プール跡地に臨海公園オープン

平成22年
 3月 30日 ・こどもプラザららくるにしばた開館
 8月 24日 ・（社）碧南青年会議所が翌年の
   　創立55周年を記念して「子ども議会」を
   　本会議場で開催

平成23年
 3月 31日 ・車山みどり山荘の廃止

平成25年
 3月 22日 ・碧南市協働のまちづくりに関する
   　基本条例可決
 5月 15日 ・議会基本条例策定特別委員会及び
   　まちづくり事業特別委員会の設置
 6月 24日 ・本会議全日程のインターネット映像の
   　配信を開始

平成26年
 1月 20日 ・碧南市議会における災害発生時の
   　対応要綱の施行
 4月 1日 ・へきなん福祉センターあいくる・
   　こどもプラザここるっくしんかわ開館
 10月 1日 ・碧南市議会基本条例施行
 11月 1日 ・傍聴可能な会議に議会運営委員会を追加

平成27年
 6月 30日 ・碧南市議会基本条例推進特別委員会設置
 12月 18日 ・議員定数削減条例（1名減）、否決

平成28年
 1月 7日 ・市議会ホームページを刷新、
   　政務活動費公開
 9月 8日 ・議場に70インチディスプレイ2台の設置

平成30年
 3月 18日 ・碧南レールパーク完成

臨海公園オープン

碧南レールパーク

子ども議会

藤井達吉現代美術館オープン
　「まちづくり特別交付金事業に係る（仮
称）へきなんふるさと館整備事業」を「美術
館」に変更し、国へ都市再生整備計画の変
更手続きをした後、平成16年12月の市議
会協議会でその経過が報告された。ここか
ら激しい議論が起こった。
　平成18年3月、予算審査特別委員会におい
て美術館整備事業費を計上した新年度の一般会計予算の審議は、否決となった。このよ
うに当初予算案が予算審査特別委員会で否決されたことは本市初めてのことであった。
この結果をもって本会議で同議案が審議され、記名投票による採決の結果、賛成12票、反
対12票と可否同数となり、議長採決により可決となった。この議長採決に対し、議長の不
信任案が提出されたが、1票差で否決された。
　2年間にわたり紛糾した美術館建設問題も、平成18年9月「建設事業の請負契約締結議
案」の可決により決着し、着工され、平成20年4月5日にオープンを迎えることができた。

碧南市議会史
　「碧南市議会史第1巻」を市制35周年の昭和58年4月に発刊。
　　｜印刷部数　　記述・資料編　1,500セット
　　｜A5版（一部カラー）　記述編:646頁　資料編:460頁

　「碧南市議会史第2巻」を市制60周年の平成20年4月に発刊。
　　｜印刷部数　　記述編、資料編　各1,500部
　　｜A5版（一部カラー）　記述編:767頁　資料編:685頁

　「碧南市議会60年の活動」を市制60周年の平成20年4月に発刊、全戸配布。
　　｜印刷部数　　25,000部
　　｜A4版（一部カラー）　36頁

ららくるにしばたTopics

中日新聞 平成18年3月17日
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第5期
【上段枠】　石川正平
【３列目左から】　①事務局長　②平松治一郎　③平松文市
④石川四司一　⑤長谷史良　⑥星野武夫　⑦鈴木嘉三郎
⑧中川昇　⑨永坂杢兵衛　⑩鈴木與太郎
【２列目左から】　①金原芳雄　②石川秋一　③杉浦敏一
④鈴木武一　⑤宮地政春　⑥加藤久吉　⑦都築利夫
⑧新美今朝一　⑨生田悌造　⑩竹田宗弘
【前列左から】　①神谷源太郎　②鈴木絹夫　③生田広吉
④藤浦三平　⑤中村市長　⑥伊藤収入役　⑦黒田寅吉
⑧杉浦泉三　⑨石川茂助　⑩山田太

第10期
【３列目左から】　①部長　②加藤真三　③角谷盛夫
④杉浦長司　⑤鍔本勝　⑥角谷保二　⑦長谷川久吉
⑧近藤福松　⑨伊藤尚生　⑩榊原光秋　⑪石川清一
【２列目左から】　①今井双美　②加藤友三　③外狩静夫
④樅山久男　⑤石川嘉弘　⑥神谷元太郎　⑦犬塚キヨ
⑧平松明子　⑨生田砂男
【前列左から】　①神谷泰三　②宮地政春　③杉浦康彦
④藤浦三平　⑤小林市長　⑥中川昇　⑦杉浦良金
⑧生田広吉　⑨杉浦和彦　⑩山口春美

第3期
【上段枠左から】　①杉浦敏一　②角谷好栄
【３列目左から】　①長田精一　②金田晴司　③佐野燦一郎
④加瀬清次郎　⑤加藤久吉　⑥藤井吉郎　⑦内田あぐり
【２列目左から】　①新美今朝一　②山中卓也　③竹田宗弘
④杉浦政七　⑤杉浦泉三　⑥石川正平　⑦永坂杢兵衛
⑧藤浦三平　⑨山田太　⑩杉浦義雄　⑪角谷覚吉
【前列左から】　①（立ち）神谷清吉　②板倉彦松　③長田旭
④平松只一　⑤板倉富次郎　⑥村上隆一　⑦中野市長
⑧石川茂助　⑨石川茂　⑩生田広吉　⑪神谷源太郎

第8期
【４列目左から】　①部長　②部長　③部長　④部長
⑤平松健策　⑥神谷元太郎　⑦沓名平八郎　⑧部長　⑨部長
【３列目左から】　①部長　②中根教育長　③部長　④鍔本勝
⑤生田砂男　⑥長谷川久吉　⑦榊原光秋　⑧外狩静夫
⑨永坂里嗣　⑩樅山久男
【２列目左から】　①鳥居収入役　②祢宜田助役　③生田正義
④杉浦耕三　⑤杉浦和彦　⑥村松良一　⑦浅井利吉
⑧藤浦三平　⑨足達辰男　⑩杉浦康彦
【前列左から】　①小林秀央　②神谷泰三　③鈴木絹夫
④中川昇　⑤新美今朝一　⑥角谷市長　⑦鈴木與太郎
⑧生田広吉　⑨杉浦良金　⑩佐藤進　⑪犬塚キヨ

第2期
【上段枠左から】　①杉浦政七　②村松銀作
【４列目左から】　①石川茂助　②木村政次郎　③黒田寅吉
④板倉市十　⑤平松只一
【３列目左から】　①稲生専一　②板倉富次郎　③小沢実太郎
④名倉諭　⑤内田あぐり　⑥金田晴司　⑦鈴木又市
【２列目左から】　①小笠原仙太良　②伊藤悦好　③神谷源太郎
④加藤義信　⑤森賢治　⑥三島幸平　⑦鈴木新助
【前列左から】　①石川市郎　②神谷清吉　③杉浦敏一
④石川祥一　⑤奥谷市郎　⑥磯貝寅之助　⑦近藤幸吉
⑧鈴木利助　⑨長田旭

第7期 　【上段枠】　小林秀央

【４列目左から】　①杉浦耕三　②鍔本勝　③原田房太郎
④新美今朝一　⑤杉浦 　⑥部長　⑦中根教育長
⑧部長　⑨部長　⑩部長
【３列目左から】　①樅山久男　②平松治一郎　③中川昇
④杉浦和彦　⑤藤浦三平　⑥石川四司一　⑦祢宜田収入役
⑧部長　⑨部長
【２列目左から】　①平松文市　②神谷泰三　③佐藤進
④村松良一　⑤杉浦良金　⑥浅井利吉　⑦長谷史良　⑧角谷助役
【前列左から】　①杉浦康彦　②生田広吉　③樅山健吉
④山崎楽治　⑤青栁市長　⑥鈴木與太郎　⑦鈴木絹夫
⑧生田砂男　⑨内田あぐり　⑩沓名平八郎　⑪宮地政春

第1期
【上段枠左から】　①古居七兵衛　②小笠原金次郎　③杉浦喜市
④榊原清吉　⑤長田仙太郎
【２列目左から】　①小沢実太郎　②小笠原仙太良
③神谷源太郎　④岡部辰三郎　⑤鈴木又市　⑥板倉富次郎
⑦杉浦敏一　⑧高松虎蔵　⑨山田太　⑩近藤幸吉
⑪岩間好治　⑫三島幸平
【前列左から】　①鈴木勝五郎　②鈴木利助
③（前）杉本忠太郎（後）奥谷市郎　④加藤義信　⑤名倉諭
⑥山田忠義　⑦永谷豊吉　⑧中村市長　⑨村松銀作
⑩石川茂助　⑪長田旭　⑫石川祥一　⑬石川市郎
⑭杉浦与五郎　⑮神谷清吉

第6期
【３列目左から】　①原田新治　②浅井利吉　③杉浦良金
④藤浦三平　⑤石川四司一　⑥山崎楽治　⑦平松文市
⑧杉浦耕三　⑨久田紋二　⑩平松治一郎
【２列目左から】　①事務局長　②角谷助役　③樅山健吉
④都築利夫　⑤長谷史良　⑥星野武夫　⑦村松良一
⑧油谷又一郎　⑨内田あぐり　⑩永坂杢兵衛　⑪沓名平八郎
【前列左から】　①伊藤収入役　②新美今朝一　③杉浦敏一
④鈴木絹夫　⑤宮地政春　⑥青栁市長　⑦竹田宗弘
⑧鈴木與太郎　⑨中川昇　⑩石川正平　⑪神谷泰三

第4期
【上段枠左から】　①加藤久吉　②山田太
【３列目左から】　①石川秋一　②平松只一　③杉浦敏一
④石川茂助　⑤石川正平　⑥板倉富次郎　⑦竹田宗弘
⑧都築利夫　⑨鈴木絹夫　⑩新美今朝一　⑪金原芳雄　
【２列目左から】　①金原吉郎　②神谷新市　③石川茂
④藤浦三平　⑤杉浦泉三　⑥水野丒一　⑦鈴木與太郎
⑧樅山健吉　⑨永坂杢兵衛　⑩生田悌造　⑪事務局長
【前列左から】　①神谷源太郎　②黒田寅吉　③生田広吉
④伊藤収入役　⑤中村市長　⑥松下助役　⑦角谷覚吉
⑧加瀬清次郎　⑨板倉彦松

■歴代議員一覧

第9期 　【上段枠】　杉浦耕三
【４列目左から】　①部長　②部長　③部長　④村松収入役
⑤木村助役　⑥部長　⑦部長　⑧鍔本勝　⑨足達辰男
⑩部長　⑪部長
【３列目左から】　①石川嘉弘　②部長　③部長
④生田正義　⑤長谷川久吉　⑥中根教育長　⑦榊原松吾
⑧杉浦長司　⑨榊原光秋　⑩平松健策
【２列目左から】　①近藤福松　②外狩静夫　③神谷元太郎
④樅山久男　⑤杉浦和彦　⑥杉浦康彦　⑦犬塚キヨ
⑧宮地政春　⑨加藤真三
【前列左から】　①佐藤進　②小林秀央　③生田砂男　④中川昇
⑤鈴木與太郎　⑥角谷市長　⑦藤浦三平　⑧鈴木絹夫
⑨杉浦良金　⑩神谷泰三
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■歴代議員一覧

第11期
【３列目左から】　①部長　②部長　③神谷元太郎
④宮田裕之　⑤石川嘉弘　⑥石川清一　⑦加藤友三
⑧鍔本勝　⑨中川卓士　⑩森清　⑪生田哲也
【２列目左から】　①加藤真三　②山口春美　③伊藤尚生
④今井双美　⑤犬塚キヨ　⑥平松健策　⑦外狩静夫
⑧杉浦和彦　⑨角谷保二　⑩近藤福松　⑪髙松貴代作
⑫杉浦栄一
【前列左から】　①鳥居教育長　②岡部収入役　③石川助役
④中川昇　⑤杉浦良金　⑥小林市長　⑦榊原光秋
⑧生田砂男　⑨長谷川久吉　⑩宮地政春　⑪杉浦長司

第15期
【４列目左から】　①大竹敦子　②生田哲常　③磯貝幸雄
④竹内廣治　⑤久田昭一　⑥陣弓騎昌　⑦村田峰治
⑧鈴木みのり　⑨沓名宏　⑩石川輝彦
【３列目左から】　①禰冝田政信　②倉内成幸　③樅山光徳
④岡本守正　⑤下島良一　⑥鍔本達朗
【２列目左から】　①木村健吾　②黒柳周二　③生田哲也
④神谷由太郎　⑤宮地孝次　⑥原田ちよ子
【前列左から】　①髙松貴代作　②杉浦和彦　③小笠原教育長
④永島市長　⑤奥谷助役　⑥杉浦収入役　⑦山口春美
⑧宮田裕之

第12期
【３列目左から】　①部長　②宮田裕之　③宮地孝次
④黒柳周二　⑤神谷由太郎　⑥島崎一徳　⑦鍔本勝
⑧髙松貴代作　⑨石川勇　⑩鈴木宏枝　⑫中川卓士
【２列目左から】　①病院長　②鳥居教育長　③小澤収入役
④角谷助役　⑤今井双美　⑥生田哲也　⑦杉浦和彦
⑧森清　⑨石川清一　⑩山口春美　⑪杉浦栄一　⑫角谷盛夫
【前列左から】　①加藤真三　②榊原光秋　③長谷川久吉
④杉浦良金　⑤中川昇　⑥小林市長　⑦平松健策
⑧杉浦長司　⑨外狩静夫　⑩角谷保二　⑪伊藤尚生

第16期
【４列目左から】　①岡本守正　②石川長海　③生田哲常
④石川輝彦　⑤鈴木みのり　⑥石井拓　⑦磯貝幸雄
⑧杉浦哲也
【３列目左から】　①竹内廣治　②下島良一　③板倉寅彦
④三島博
【２列目左から】　①木村健吾　②倉内成幸　③沓名宏
④宮地孝次　
【前列左から】　①宮田裕之　②山口春美　③杉浦和彦
④禰冝田市長　⑤鈴木副市長　⑥久田昭一　⑦原田ちよ子
⑧大竹敦子

第13期
【３列目左から】　①石附滿江　②林穣治　③岡本守正
④樅山光徳　⑤禰冝田政信　⑥鍔本達朗　⑦倉内成幸
⑧木村健吾　⑨下島良一　⑩原田ちよ子
【２列目左から】　①島崎一徳　②鈴木宏枝　③黒柳周二
④神谷由太郎　⑤中川卓士　⑥髙松貴代作　⑦生田哲也
⑧森清　⑨宮田裕之　⑩宮地孝次
【前列左から】　①平松健策　②加藤真三　③長谷川久吉
④中川昇　⑤永坂助役　⑥永島市長　⑦樅山教育長
⑧杉浦和彦　⑨今井双美　⑩山口春美　⑪杉浦栄一

第17期
【４列目左から】　①林田要　②宮地孝次　③永坂直義
④石井拓　⑤鍔本達朗　⑥長田知久　⑦杉浦哲也
⑧祢宜田拓治
【３列目左から】　①加藤厚雄　②新美交陽　③石川輝彦
④神谷悟
【２列目左から】　①沓名宏　②岡本守正　③下島良一
④鈴木みのり　⑤磯貝幸雄　⑥辻正三
【前列左から】　①三島博　②山口春美　③長田教育長
④禰冝田市長　⑤都築副市長　⑥杉浦副市長
⑦大竹敦子　⑧倉内成幸

第14期
【３列目左から】　①鈴木みのり　②村田峰治　③杉浦郁夫
④陣弓騎昌　⑤岡本守正　⑥下島良一　⑦久田昭一
⑧竹内廣治　⑨磯貝幸雄
【２列目左から】　①鍔本達朗　②倉内成幸　③原田ちよ子
④黒柳周二　⑤宮地孝次　⑥島崎一徳　⑦神谷由太郎
⑧木村健吾　⑨樅山光徳　⑩禰冝田政信
【前列左から】　①鈴木宏枝　②山口春美　③今井双美
④樅山教育長　⑤永坂助役　⑥永島市長　⑦奥谷収入役
⑧杉浦和彦　⑨髙松貴代作　⑩中川卓士　⑪宮田裕之

第18期
【４列目左から】　①山中謙治　②鈴木良和　③杉浦文俊
④鈴木清貴　⑤小林晃三　⑥磯貝明彦　⑦生田綱夫
【３列目左から】　①祢宜田拓治　②加藤厚雄　③石川輝彦
④神谷悟
【２列目左から】　①新美交陽　②沓名宏　③磯貝幸雄
④鈴木みのり　⑤杉浦哲也　⑥林田要
【前列左から】　①鍔本達朗　②山口春美　③高松教育長
④禰冝田市長　⑤金原副市長　⑥大竹敦子　⑧小池友妃子
⑨岡本守正
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■碧南市議会のしくみ ■議会を見るには？
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即決できるもの

※ある場合のみ

※ある場合のみ

議員
議案

市長
議案

市民
請願・陳情

市議会に提出された議案は委員会で審査し、その報告を
受けて本会議で議決します。ただし、意見書案等の即決
できるものは、委員会への付託を省略します。

■ 議案の成立までの会議順序

　碧南市をより良い街にするためには、私たち自身が身近な問題について考え、話し合い、その実現に向けて進めて
いくことが大切です。しかし、私たち市民全員が集まって話し合うことは、現実的に難しいことです。そこで、私たち市
民の代表として、選挙により選ばれるのが市議会議員です。
　■任期と定数…市議会議員は選挙により選ばれ、その任期は４年となっています。また、議員定数は22人です。
　■会　　　派…同じ考えを持った議員の集まりです。市議会を運営する上で重要な働きをしています。

市議会議員
　本会議は、開催日に市庁舎８階の傍聴受付へ。委員会・協議会
は、６階の議会事務局へお越しいただき、住所、氏名、年齢を記入
の上、一般傍聴券を受け取り、傍聴できます。お帰りの際は、一般
傍聴券をお返しください。

傍　聴
　碧南市議会のホームページから、本会議
の録画中継が視聴可能です。現在、常任委
員会のインターネット中継も検討中です。

インターネット中継

　一般質問の模様を地上デジタル１１chで
録画放映しています。

KATCH

　市長は、条例やどんな事業を行うか、またその予算な
ど市民生活に関する重要なことについて計画します。
　市議会は、その計画が市民のためになるのかどうか
を検証し、議決します。
　市長は市議会が賛成した議案に基づき、市の施策を
実行します。
　市議会と市長は、お互いに独立した立場でけん制し
合い、バランスを保ちながら住みやすい碧南市の実現
に努めています。

市議会と市長

　市議会には定例会と臨時会があります。定例会は毎年３月・６月・９
月・12月の４回開かれ、臨時会は、次の定例会までの間に市議会の議
決が必要なときに開かれます。
　市議会は市長が召集します。また、議長からの請求があったとき
や、議員定数の4分の1以上の議員から請求があったときには、市長
は臨時会を開かなければなりません。
　■本会議… 全議員が出席して、市長や議員から提案された議案

等の審議や議決、市の仕事に関する質問、市長から市
政についての説明や報告などが行われます。

　■委員会… 色々な内容の問題を多く取り扱うことから、分野ごとに
分けて効率的に進めていくための委員会があります。

定例会と臨時会

常任委員会
総務文教委員会
福祉健康委員会
経済建設委員会

議会運営委員会

特別委員会 臨海対策特別委員会
議会基本条例推進特別委員会

　碧南市は、県庁所在地の名古屋市から40km圏内に位置してい
ます。北は油ケ淵、東は矢作川、西・南は衣浦港と、周囲を水に囲
まれ、地形的には標高約10ｍ強の碧海台地と矢作川沖積地から
なる平坦地です。
　温暖な気候と風土に恵まれ、窯業、鋳物、醸造などの伝統産業
と近代的な輸送用機器関連産業などがバランスよく存在し、さらに
は、商業、農業、漁業とも調和のとれた産業構造となっています。

愛知県

・東西 8km
・南北 12km
・面積 35.86km2

・所在地　碧南市松本町 28番地
・北　緯　34°53’ 05”
・東　経　136°59’ 37”
・海　抜　6.9m
・標　高　東角 6.3m
　　　　　西角 6.5m

碧南市の大きさ

碧南市役所の位置

大きさ及び位置

人口と世帯の推移 ※国勢調査 各年10月1日現在
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編集後記
　市制70周年を記念し、議会だより記念号「碧南市議会～70年
のあゆみ～」を発行することは誠に意義深く、これまで本市議会
を支え、本市の隆盛にご貢献いただきました多くの皆様に厚く御
礼申し上げます。
　本記念号が、先達が取り組まれた道程の資料として活用され、
市議会の益々の活性化及び本市の発展に寄与することを願って
おります。今後とも皆様のご支援ご協力をお願いいたします。

編集委員長　祢宜田拓治
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