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ののべ尚昭経過報告

10月　1日　議員総会
3日　稲沢西校区運動会

4日　議員会派結成（ののべ議員は市民クラブ）
7日　一宮興道高校表敬訪問
8日　市民クラブ政策会議
12日　臨時議会
17日　稲沢地区老人クラブ連合会スポーツ大会
20日　広島後援会当選報告

21日　地域政治行政研究会（広島修道大学）
23日　戦没者追悼式

明日の稲沢を築く会設立総会
24日　グランドゴルフ大会

管内視察（下水道対策特別委員会）

地方自治経営学華メ東京）′■●・一　■l　二±ゝ≡t＿　人

25日

27日

28日　衛生議会　　　　′
30日　稲沢まつり開場式

11月　1日

7日

9～11日

12日

13日

14日

20・21日

22日

24日

26日

27日

29日

30日

12月
7～22日

8日

11～12日

15一日

23日

市政記念式典
細野豪志君の応援弁士
（民主党静岡県第7総支部結成大会）

劇団四季鑑賞会

（ジーザスクライスト・スーパースター）
行政視察（総務委員会）
（鳥取県境港市、米子市、島根県出雲市）

地域政治行政研究会（広島修道大学）
日本地方自治研究学会（関西学院大学）
消防団観閲式
後援会広島支部と合同研修会

（世界文化遺産宮島、平和記念公園、
シトラスパーク、尾道市など）

市民クラブ政策会議

委員協議会（総務委員会）
下水道対策特別委員会
平野町新嘗祭
都市計画審議会
議員総会

定例議会
叙勲祝賀会

NPO政策研究所研修交流会（高松市）
予算要求（市民クラブ⇒市長）
障害者施設慰問（尾西市）

26日　年末夜警激励

合真の皆様
新年明けま
おめでと
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ございます

明けましておめでとうございます。記念すべ

き2000年を元気に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。

さて、今年はミレニアム元年ということもあ

り、Y2K（2000年問題）が心配されましたが、
幸いにも問題はなく安心敦しました。しかし、

今、世界はまさに変革の荒波の中で混沌とした

状況が続いております。そういった意味で、防

災対策からはじまった本年は、来るべき21世

紀に向けて何か私たちに大切なシグナルを送っ

ているように感じます。

20世紀も今年で最後、21世紀に時代の橋を

架ける準備の年でもあります。様々な時代の流

れの中で、自分の強い信念を持ち時代の荒波を

乗り越えていきたいと思います。21世紀には、

稲沢市は発展度ナンバー1の都市です。自分た

ちの子どもが「世界中のどこよりもやっばり稲

沢市で生活してよかった」と感じることができ

るまちづくりを目指します。そのためには長い

目で物事を考え、幅広い視野で活動しなければ

なりません。今年もしっかり研究活動を継続し、

稲沢市繁栄のために頑張ります。皆様方の温か

いご理解とご協力をよろしくお願い敦します。

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、新年のご挨拶と敦します。

劫猛威買解々外為解



後援会会長加藤進一 後援会最高顧問　水野初彦

明けまして、おめでとうございます。2000年の輝かしい希望に満ちた新春をお迎えのこ

ととお慶び申し上げますd昨年はののべ議員の2期目の当選を果たさせて頂き、本当にあり

がとうございました。心より感謝申し上げます。

ののべ議員は4年間、稲沢市議会に新風を吹き込み、今までの市議会議員にはない幅広い

活動を続けてまいりました。稲沢市発展のため、世界、日本の独自のネットワークを駆使し

“地球視野の地域人”を目標に走り続けました。今年も全国若手市議会議員の会の副会長と

して、若者の政治参加の推進と稲沢市議会の活性化を図ってくれるものと信じています。新

しい時代には、ののべ議員のような政治をしっかりと勉強して立候補した議員が必要です。

彼のすばらしい政策立案能力と幅広い活動を稲沢市政に反映させるため、私たちもしっかり

とののべ議員を支えていく所存です。

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。

青年部

広田暁之

青年部

平野ソフト

クラブ監督　　　　女性部 広島後援会

吉川直城　　　　　水野祐吉　　　　　　内藤季子　　　　　初田昭彦
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12月定例議会
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12月7日に開会し、16日間の会期で平成12年

度一般会計補正予算案、稲沢市少子化対策基金条

例案、稲沢市行政情報公開条例の一部を改正する

条例案など35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2億3254万7

千円を歳出歳入予算総額の296億2849万9千円

に追加したもので、歳出歳入予算総額を298億

6104万6千円にしたものです。

同時に教育委員会委員の任命についての同意案

についても可決しました。

また、一般質問を行った議員は13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判定しました。
、／、くノ

◎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。

◎稲沢市少子化対策基金条例を制定しました。

◎稲沢市稲沢駅東西自由通路の設置及び管理に

関する条例を制定しました。

【条例改正】

◎稲沢市行政情報公開条例の一部を改正しま

した。

◎職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一一

部を改正しました。
′

◎稲沢市防災会議条例の一部を改正しました。

◎稲沢市税条例の一部を改正しました。
ヽ

◎稲沢市社会福祉事務所設置条例の一部を改正

しました。

◎稲沢市農業集落排水施設建設事業受益者分担

に関する条例の一部を改正しました。

◎稲沢市農業集落排水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。

◎稲沢市下水道条例の一部を改正しました。

◎稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例の

一部を改正しました。

◎稲沢市公民館の設置及び管理に関する条例の

一部を改正しました。

◎稲沢市立図書館設置条例の一部を改正しま

した。

◎稲沢市立図書館協議会設置に関する条例の一

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。

◎稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する

条例の一部を改正しました。

◎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一部を改正ま

した。

◎稲沢市職員の給与に関する条例等の一部を改

正しました。

【意見書】

◎聴覚障害者施策の充実についての意見書を内

閣総理大臣、厚生大臣に提出しました。

【同意】

◎鈴木宏昌氏が平成11年12月23日任期満了

のため、教育委員に山田捷一氏を任命するこ

とに同意しました。



《議会を傍聴して！》

12月10日（金）、ののべ尚昭議員の一般質問の

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

廟議員（定数削減で28名）での初議会が開催さ
れました。ののべ議員は議席番号も4番から10

番になり、座席の位置も一段後ろになりました。
新しい議会のトップバターとしてののべ義貞は

2期目の初一般質問に臨みました。今回も1期目

同様後援会の方を中心に大勢の方が傍聴に見えま

した。1期目同様、議会の生の声を届けて頂きま

した。皆様も是非一度足をお運び下さい。

●　議会の傍聴に行ってきました。9月の選挙

により議員の方の顔ぶれが変わりました。の

のべ議員の議席番号も10番に変わり、いつ

もとは異なった眺めでした。全体とiして以前

とはまた違った雰囲気の中での議会で、若干

若返った様子でした（若返ったと鱒いえ、20
代、30代の議員は未だののべ議員1人だけ

です）。

ののべ議員は2期目ということもあり、一

番若い議員でありながら落ちついた迫力ある

一般質問を行っていました。これからも私た

ちの年代の代表として、20代、30代の夫婦

が直接関わってくる少子化対策など多くの問

題に取り組んで、私たちの声を議会に届けて

ほしいと思います。

持ち前のパワーで新しい行政課題を解決

したり、斬新なアイディで21世紀の稲沢市

を創ってくれることを期待しています。2000

年も頑張って議会に新しい風を吹き込んで下

さい。

笠井美紀29歳

今回の傍聴者数

●　初めての議会傍聴に少し緊張しながらも傍
聴席に着きました。最初に目にとびこんでき

たのは、壇上で一般質問をしているののべ議

員でした。他の議員の方達は、熱心にメモを

とる人、資料を見ている人、整理された机を

前に目をつむって考えている人、隣の人と話

をしている人、それぞれ思い思いに議会に参

加されており、さながら学校の授業参観に来

たような感じがしました。

ののべ議員の一般質問は、ISO取得により

市民への対応時間の短縮、少子・高齢化問題、

子を育てる親に対する経済的な軽減と、各年

代の市民が、住みやすく・育てやすく・暮ら

しやすい街にするための質問をされており、
市民全体のことを考えているのだなあと思い

ました。

最後に、今回初めて議会傍聴をし、自分が

選んだ議員さんがどのような姿勢で取り組ん

でいるのかを、自分の目で見ることの大切さ

を感じました。

男性26歳

『中日新聞』尾張版（12月11日）より抜粋
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情報公開・一歩前進！

ののべ議員が9月定例議会の一般質

問で追求した、情報公開条例の改正

が行なわれました。ののべ議員が提

案していた「知る権利」、「行政の説

明責任（アカウンタビリテイ）」など
も盛り込み情報公開No．1都市を目

指します。

『中日新聞』（12月1日）より抜粋

『広報いなぎわ』（2000年1月15日号）より抜粋



度会活動報告

行財政改革推進について

12月定例議会
【ののべ尚昭質問】

～財政の健全化について：企業会計方式（貸借対照表）～

トサービス形成勘定財政の現状公表

【背景】平成10年9月、11年9月議会で質問。

地方自治体の財政悪化が全国で報じられる。また、市長も予算がないと口癖のようにいう。

稲沢市は行財政改革で財政健全化をうたっているが、具体的にどのように行っていくのか。

財政の健全化を認識するために、企業会計方式を一般会計に取り入れ、バランスシート（貸

借対照表）を作成したらどうかと以前質問した。

しかし、答弁は国から統一的な基準が示されない限り、現状としては導入に慎重にならざ

るを得ない、国の動きを見極めているところですというものであった。

公会計制度そのものの改正というよりは、バランスシートを使った財務状況の情報提供に

主眼がある。また、職員の意識改革にもつながるという利点がある。国の動向に合わせるの

ではなく、是非導入して、他会計との連結財務諸表の作成まで視野に入れて財政の健全化に

努めてほしいが見解を問う。

導入すれば、職員の意識改革にもつながるということも認識していますが、自治省が統一基

準を本年度中に結論として出す様子なので、これを受け稲沢市のバランスシートを導入する

かどうか検討していきたいと考えています。導入する時には当然他会計との連結財務諸表に

ついても視野に入れていかなければならないと思っています。

，′「



～市民サービス向上と「ISO9001」認証取得について～

【ISO9001】民間の製品やサービスの品質管理のシステム化が顧客に信頼される水準にあること

を示す規格。

【費用】取得費約1300万円、維持継続費約130万円／年。
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これからの行政はシステム化と情報公開の時代である。政策の事後決定の公開ではなく、政

策の立案過程の公開が問われてくる。そのような意味で行政のシステム化が必要不可欠に

なってくる。そこで、民間の製品やサービスの品質管理のシステム化が顧客に信頼される水

準にあることを示す規格である「ISO9001」の認証取得の研究を行ったらどうか。そして評

価システムにおける数値目標設定に合わせて行政改革を推進してほしい。

ISO9000シリーズはISOが1987年に国際規格として定めたもので、製品・サービスの品質

にバラツキがおきないように製品などを生み出す過程を含めた品質管理システム全体につい

て、一定の要求事項を満たしているかどうか第3者が審査・認証するものです。ご提言のと

おり最も包括的な品質管理規格である「ISO9001」の場合、経営者の責任、品質システム、

契約内容の確認、設計管理、文書及びデータの管理など20項目を品質マニュアルの形で文

書化するもので、行政サービス向上に利用できるものと認識します。予算面から考えてすぐ

に認証取得を目指すというわけにはいきませんが、現在の重点施策進行管理計画書を最大限

活用して行政システム化を進めていきます。今後、政策評価システムにおける薮値目標設定

を含め研究していきます。

【現在】危機管理計画を策定⇒市役所内に西暦2000年問題対策本部を設置。

稲沢市の対応を広報に掲載。

庁内の危機管理体制は整っているようだが、市民や警察、民間業者との連絡体系はどうなっ

ているのか。台風などで停電し、中電に電話をかけてもなかなか通じないことがある。事前

に市民と緊急体制をとるべきではないのか。また、緊急事態の時は、連絡体系を市内在住の

職員に対応を協力できないか。

市民生活に重大な影響を及ぼすよう事態が発生した時は、市長を本部長とする災害対策本部

を設置すると共に待機職員の参集を行い、緊急対策を実施します。また、稲沢市消防団に対

しても、先日の分団長会議の場において、12月31日午後10時以降は全分団員が待機体制

を取っいただくように依頼をしています。

もう1つの西暦2000年間題がある。それは「うるう年」問題である。西暦2000年間題は

2000年1月1日午前零時だけではない。むしろ本当の「危険日」はビジネスが再開する1月

4日になる可能性もある。さらに考えられる「危険日」は2月29日である。2000年はうる

う年である。西暦年では4で割り切れる年はうるう年だが、100で割り切れる年はうるう年

にはしない。しかし、400で割り切れる年はうるう年にするというルールがある。うっかり



2000年をうるう年に設定していないプログラムがあると、混乱を引き起こす可能性がある。

この「うるう年」問題に関しては大丈夫なのか。また、市民への啓蒙もしていただきたい。

対策として、2000年1月1日午前零時を想定した作業と平行して点検を進めてざましたが、

結果につきましては問題はありませんでした。しかし、この問題については認知度が低く、

ご質問のように啓蒙が必要と考えています。この間題の市民への啓蒙について、2月1日号

の稲沢市広報に掲載し周知していきます。　　、

～現在の申請状況と今後の見通しについて～

現在の申請者数、調査完了者数、通知した人数などについて状況説明してほしい。今後どの

くらいの方が申請すると考えられるか。最終的に内訳の見通しは。

11月25日現在、申請書類交付件数850件です。更に今後400件位の申請が予想されます。／「
状況は介護認定申請件数390件の内、介護認定調査件数は280件です。2次判定が済みまし

たのは197件で、毎週1回介護認定審査会を開催しています。介護認定結果は非該当・自立

（6人）・、要支援（5人）、要介護1（36人）、要介護2（29人）、要介護3（31人）、要介護4

（54人）、要介護5（36人）です。この内一次判定結果が二次判定で変更になったケースは
38件あり、変更率は19．3％であります。

調査の段階で、介護保険制度の説明をしっかりしてほしい。また、2次審査では「特記事項」

が参考にされる。この特記事項の記入の有無はどのようにされているのか。

特記事項の記入は詳しく調査して記入するように指導しています。

2次審査で「特記事項」が参考にされるといっても、実際には「特記事項」を読む時間など

ないのではないか。そこで、85項目の他に稲沢版の独自項目を設けたらどうか。特に、85

項目には入らない、身体機能ばかりではなく、家族との関係や、1人暮らしとか生活環境、

生活態度も考慮にいれる必要はないか。また、本人が自立しようとしているか、いないかを

考慮してほしい。

ご質問にように確かに審査会の場では十分な時間はありません。そのために「特記事項」を

詳細に記入していても、それを読む時間が足りないのではないのかという心配が当初はご

ざいました。しかし、準備段階の反省を活かし審査会委員には1週間前に、審査判定の資

料（40～50件）をお渡しし、各委員に予め状態像をチェックしていただきます。そして、当
日問題のケースを特記事項を含めて検討して審査会に臨んでいただくようにお願いしてい

ます。

85項目の追加については、ソフトなど国で決められているので改修ができないようになっ

ています。新たに独自の項目を追加するのは困難であると判断しています。「自立」認定者

のサービスを提供するにあたっては、ご提言のとおりサービス必要度の把握は幅広い角度か

ら行わなければならないと認識しています。今後、別途チェック項目調査票を作成し、適切

な対応が出来るように努めてまいります。
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～・「認定外」への対策について～
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介護保険難民を作らないためにも、自立と判定が出た方へはなんらかの救済方法を考えてい

かなければならない。どのように考えているか。

介護保険審査会で「自立」とされ、認定もれになった方については、支援の必要な人にデイ

サービス、ホームヘルプサービスを受けられるように努めていきます。また、稲沢市におけ

る現行の福祉サービスである給食サービス、緊急通報システム、寝具洗濯乾燥サービスな

どについても介護保険制度導入後も後退しないように努めていきます。提供サービスの費用

は、実施計画の数字で総額約8300万円です。なお、国においては市町村への補助事業とし

て「自立」認定者の生活支援、介護予防事業などについて検討されており、その状況により

財源確保に努力していきます。サービス利用者の負担については、介護保険によるサービス

を受ける場合に負担する1割の受益者負担額との均衡を考慮しながら検討していきたいと思

います。

認定通知の通知方法を郵送から、手渡しにしてもらえないか。今後でてくる苦情を少なくさ

せる方法の1つでもあり、説明責任をはっきりさせるために「非該当」いわゆる自立と認定

されサービスを受けられなくなった方だけでも、是非手渡しで行ってほしい。

実施できるように検討してまいります。

～苦情処理について～

現段階で苦情は何件あったか。それはどんな内容か。今後、サービスの計画を作成し、実際、

サービスが開始されてからの方が苦情が出る可能性が高くなると思う。県の審査会に行く前

に市レベルで第3者機関を設置する必要性はないのか。　′

3件あり、予想されていた要介護度よりも軽いというのが主な苦情の内容でした。この方た

ちに関しては介護保険課の職員が家庭に出向き、様々な要因を説明し納得していただいてい

ます。苦情処理を第3者機関で行うことに関しては、近隣都市7市で学習会を開いていま

す。他市の状況を参考にしながら方法の1つとして検討してまいります。

～自立支援事業について⇒予防福祉・予防医療へ～

自立と判定された方へは「寝たきりならない」自立支援が必要である。どのような取り組み

を行っていくのか。

老人保健事業の6事業（健康手帳の交付、健康診査、健康教育、健康相談、訪問指導、機能

訓練）を充実させることによって、要介護状態にならない予防福祉を図りたいと考えていま
す。また、来年度からは老年期痴呆予防教室や寝たきりの方への口腔衛生指導事業、訪問リ

ハビリ事業を新しく開催する中で充実した保健事業を展開していきます。

生涯学習の中で幅広い年齢層を対象にした生きがい事業などもあるが、ターゲットを絞って

行う必要もあると考える。そこで、高齢化の対象になる介護保険予備群と言われる（第2号

被保険者）の方を対象にした自立支援事業は考えてないのか。

現在、第2号被保険者の方を対象にターゲットを紋って生きがい事業などを推進してはいま

せん。しかし、高齢者になる前に予防処置などを啓蒙し自立する方が多くなることはすばら



しいことであります。ご質問のように、今後第2号被保険者の方たちに対する自立支援事業

は各種制度を利用して検討していきます。

～少子対策臨時特例交付金について～

国のバラマキによって急に決定した「少子対策臨時特例交付金」が稲沢市に約1億2千万円

きた。このうち稲沢市では7千万円を基金、5千万円をハード整備にあてるとしているが、

なぜソフト整備に予算をあてることを考えなかったか。また、ハード整備する内容はどのよ

うなものか。

JR稲沢駅付近に3歳未満児の小規模保育園、名鉄国府宮駅付近に3歳未満児の分園を設置

し、交通機関を利用する保護者のニーズに対応したいと考えています。ソフト整備について

は準備不足と交付金の十分な用途の調査不足からハード整備を進めてしまいました。しか

し、ソフト整備の必要性は十分認識しており、今後の大きな課題としてとらえています。

～出産支援について～

園
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稲沢市の年間出生数はどれくらいか。近年の状況はどうか。（過去5年間）

平均、約1100人前後です。

経済不況が出産や子育てに及ぼす影響は大きい。現在、妊婦の健康審査の費用に関する助成

制度はどのような内容か。また、少子化対策の一貫として、妊婦の健康審査の費用の助成の

拡大をしてほしい。

妊娠から出産までの間に、2回の健康診断が県下の医療機関で無料で受診できます。出産ま

での受診回数は一般的には、妊娠1カ月から7カ月までが月1回、8カ月から9カ月までが

月2回、10カ月目は月4回で合計15回です。費用は1回約6000円です。現在助成の拡大

は考えていません。

現在、高齢出産、環境ホルモンの影響などで不妊に悩んでいる方が多いと聞きます。稲沢で

このよう′な支援策はあるのか。なければ是非行っていただきたい。

現在不妊に悩んでいる夫婦は約1割といわれ、積極的に治療を受ける夫婦が近年増加傾向

にあるといわれています。しかし、そうした状況の中で不妊に対する支援策は現在確立され

てはいません。今後におきましては、不妊の夫婦の悩みに対応するため関係機関と連携を蜜

にする中で取り組んでいきたいと思います。

出産には大変お金がかかります。出産育児一時金の引き上げ（現在30万円）と退院前でも支

給ができないか。出産証明書などの提示で。

県下各市の状況につきましてもー律一件あたり30万円の支給であり、引き上げについては、

国及び県下の動向を見極めた中で対処していきます。退院前の支給に関しては、現在月に1

回まとめて支払いをさせていただいており、今後支払い方法について検討します。
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～子育て支援について～

現在、幼児期にかかる子どもの医療費が増大している。これは環境破壊によるものや新しい

現代病が大きく起因している。子育ての負担を少しでも軽くするために、現在3歳未満児ま

での「入院医療費」の無料制度を引き上げることはできないか。また、6歳未満児まで引き

上げると、対象児童はどれくらいいるのか。また、財政負担はどれくらいと考えられるか。

6歳未満児まで拡大すると受給者が約3500人増え、約2～4千万円増額になります。拡大

は県の補助事業の対象から外れるため、全額市の負担となり県下の厳しい財政状況から現行

制度を維持しつつ、拡大については今後各市の状況を見守ってから判断していきます。

〆ヽ

この厚生省の施策に対し、稲沢市は対象ではないのか。もし対象になった時の市の持ち出し

経費はいくらになるか。また、共働きの夫婦はいつ健診を行えば良いのか。医師会との調整

を行い、是非、市独自でも行ってほしいがどうか。

厚生省からの情報は把握できていません。今後早急に情報収集に努めます。また、軽責は約

630万円程度と考えられます。週末や祝日の健診に対するニーズを把握しながらを制度の調

査をしていきたいと思います。

垂か　～チャイルドシ→義務化について（購入補助とリサイクル）～
【現状】2000年4月、道路交通法の改正で6歳未満児（市内約6500人）にチャイルドシー

トの着用義務化。

小学校入学前までに2歳ごとだいたい3回買い換えが必要とされている。

上限を決め、購入費用の半額を補助し、買換えの時は、古くなったシートを市に寄付をしリ

サイクルを促進させる方法は取れないか。

現在の状況としては制度導入は困難と考えられますが、リサイクルを促進させる方法などは

今後の課題と考えています。
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※地球環境保護のため再生紙を使用しています。


