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ののべ尚昭経過報告

10月1日　当選証書付与式・議員総会

3日　会派結成届（尾張新都クラブ再結成）
5日　稲西小校区体育祭
6日　各派代表者会
7日

9日

10日

14日

合併住民懇談会（大場小学校）
合併住民熟談会（平和町法立小学校）
合併住民憩読会（祖父江町牧川小学校）
臨時革会（監査委員に選任）・監査委員辞令式

16日　稲沢中島広域事務組合全員協議会

三宅川仮設橋染架橋工事地元説明会（平野公民館）
17日　監査委員会議　　　　　　　　　　・
19日　消防団観閲式・稲西小地区グランドゴルフ大会

稲沢地区老人クラブスポーツ大会・合併シンポジウム

21日　合併協議会（第4回）
23日　戦没者追悼式

尾張新都クラブ市政調査（EM研究会）
24日　監査（例月書類検査）

尾張4市議会議員研修会
25日

26日
衆議院議員選挙応援（福岡8区大島九州男候補）
衆議院議員選挙応援（福岡8区大島九州男候補）

27日　稲沢中島広域事務組合定例会
30日

31日
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衆議院議員選挙応援（福岡8区大島九州男候補）
衆議院議員選挙応援（福岡8区大島九州男候補）

市政記念式典・広島修道大学同窓会役員会

崇清寺御遠忌・落慶法要（桜木・お稚児）
衆議院議員選挙応援（静岡5区細野豪志候補）

三宅川仮設橋染架橋工事立会い（平野町）
委員協議会（総務委員会）
荻須記念美術館開館20周年記念特別展鑑賞

12日　行政視察（総務委員会）
！　　岩手県盛岡市・水沢市
14日

18日　東海若手市議会議員の会研修会（各務原市）
19日　監査（定期監査）
20日　監査（定期監査）
25日　臨時会・議員総会・監査（定期監査）
26日　委員協議会（総務委員会）・監査（定期監査）
28日　市民病院建設特別委員会

12月1日　議員総会・代表者会
3日

4日
監査（随時監査・工事）
合併協議会（第6回）

6日　男女共同参画社会づくりフォーラム
8日　12月議会開会
！

22日　閉会

24日　稲沢中島広域事務組合臨時会・監査（例月書類検査）
会派予算要望（尾張新都クラブ→市長）・平野町陳情

25日　監査（例月出納検査）
26日　障害者施設慰問（尾西市t樫の木福祉会）

年末夜警巡視激励

会員の皆棟
新年明けまして
おめでとうございます

新年明けましておめでとうございます。
2004年の新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。
昨年は9月の稲沢市議会議員選挙で3期
日の当選を果たさせて頂きました。本当に

ありがとうございました。2，117票という
大きなご支援を賜りまして、トップで政界
復帰をすることができました。市議会では
日下部松野町の正村洋右議員と再び「尾張
新都クラブ」を結成し、会長として市政に
貢献できるように努めてまいります。また、
議会三役の稲沢市監査委員に選任され、委
員会では総務委員会、市民病院建設特別委
員会に所属しました。
「稲沢から日本の政治を変えたい」という

大きな志を忘れず、大きく飛躍できる年に
していきたいと思います。今後も皆様方の
変わらぬご支援をよろしくお願い致します。

為嵐分線買解々外為婦



議会ニュース
今回の傍聴者数

監査委員事務局は市役所3階です。
この中に私の机もあります。

中央が代表監査委員の申出口さん。
左が監査委員の下方さん。

12月24日に尾張新都クラブの来年度

の予算要望書を市長に掟出しました。



議　会　活　動　報　告

市長の政治姿勢について
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12月定例議会
［ののべ尚昭質問］

～昨年の市長選挙について（公開討論会の拒否について）～

同この間題は市長の政治姿勢を表す一番分かりやすい質問です。衆議院選挙ではマニフェスト

選挙が定着しました。候補者が有権者の前に出ることが当たり前の時代になってきた。市長
は平成14年9月定例議会の答弁で公開討論会に参加する予定はないと意志表示された。市

民の方々にお互いの考えを示す良い機会なので私は残念に患えた。なぜ、公開討論会を断っ

たのか。市長の政治姿勢を伺いたい。

毎年、各区・各団体からの陳情・要望などに常に出席させて頂いています。その場で市民の

皆様とのお話をさせて頂く場を大切にしています。

～職員の調整手当の見直しについて～

【先進事例】四日市市一平成15年7月から廃止。

各務原市一平成16年11月から廃止。職員1人あたり年間20万9千円。

年間2億3千万円削減。

【調整手当】本来は物価が特に高く生計費がかさむ地域に勤務する職員を対象に支給される手当の
こと。現在の調整手当支給畝ま、稲沢市では本俸の10％、祖父江町、平和町では8％。

【現状】●国家公務員：「一般職の職員の給与に関する法律」に基づき、人事院規則9－49別表で対

象地域を決定し支給。東京など首都圏や近畿圏、東海3琴では名古屋市が対象地域。名
古屋市10％ご岡崎市3％。

●地方自治体：旧自治省の通達で国家公務鼻に準じて職員に調整手当を支給できる。しか

し、国の対象地域外の自治体も支給しているのが実情。国からも指導（平成14年9月）
されている⇒対象地域外の是正が必要。

【市行革大網】行革を取り組む上での基本事項として「財政状況を踏まえての取組が必要」、「住民
の視点にたって改革を進めること」としている。

市行革大綱の見直し項目に「調整手当」が盛り込まれている。今後どのように見直していく

のか。私は削減して住民サービスに充てることを考える経済情勢にきていると思うが見解を

問う。現在この調整手当はどれくらいか。波及額も含めて提示して頂きたい。

調整手当額は年間で約2億6千万円、波及額を含めると約3億7千万円になります。今後、

人事院勧告、県下の状況などを見定めまして対応してまいりたいと思います。

～市長のリーダーシップについて～

市長選挙から1年が経過し、市長はどんなリーダーシップを発揮したか。市長独自のアイ

ディアで何か計画した事業はあるのか。今後、どんなリーダーシップを発揮するのか（特に

行財政改革の中で求めたい）。



同合併問題や図書館建設問題に全力を傾注し、行政評価システムの定着・浸透を図り、行政を
経営するという視点を持って市政に取り組みます。

′〉新市の名称について′〉

【現状の問題点】

新市名の提案はあくまでも財政面、作業の煩雑さなどからの提案。新しい提案をして今よりも尚、
良い状況を作ろうという気持ちが受け取れない。

【合併協議会が提示した市名の決定基準】

●新市の名称としてふさわしい市名

●歴史的由来、文化、特徴、地理的特性を表現した市名…年齢による差異が出る

●知名度の向上が期待でき、対外的にアピールできる市名

●　まちづくりの理念や願いを表した市名

対等合併編入方式という意味合いを考えれば、既存の名前以外で考えたらどうか。編入方式

とあえてしたのであれば、どこに配慮するのか。住民が編入されるといった感覚を一番もつ

のは、都市の規模が一番大きい自治体の市名が他の自治体の市名を無視して決定されること

である。そのような意味で、必ずしも稲沢市がよいとは思わないし、合併協議会が提示した

市名の決定基準の2番目と4番目の効果は期待できないのではないか。もっと、議論を拡大

して決定するべきではないのか。市長はどんな名称が適当と考えるか。

サイレントマジョリティーの意見を吸い上げるため、参考までに1週間国府宮駅で街頭アン
ケートをとったり、市名応募キャンペーンをしたらどうか。今のままでは間違いなく低応募

率になると考える。また、市名応募は1世帯1件だとしているが、老若男女それぞれ意見が

異なるのに、このような公募形態に異論を感じないのか。

稲沢市長として、10万市民の多くがこの稲沢市に愛着を持っておられると信じ、稲沢市が

良いと思います。

～祖父江町の対応について′－

町議会議員選挙の後に合併についての住民投票を実施する予定と聞いている。法的効力はな

いが、もしその結果合併に賛成しないという世論が多い場合、おそらく合併は困難になって

くる。そこで稲沢市は平和町と再度1市1町で対応するのかどうか市長の考えを聞きたい。

また、そうなれば合併ができる最短の日程はどうなるのか。今進めている平成17年3月に
は間に合うのか。

私の私見は、もし合併がやり直しになれば平和町だけでなく春日町にもアプローチすべきで

あると考える。JR稲沢駅周辺開発の下津地域にも近く、住民の生活圏も同じと考えます。

今の段階ではあくまでも1市2町の合併に全力を発揮します。合併が変更になっても予定ど

おりの計画で間に合うように取り組んでまいります。
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病院の建寧について

′〉将来ビジョンについて～
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市長はどのような病院を建設しようと考えているのか。ただ単に病院だけ設置するのか、そ

の他の福利厚生施設なども設置して一体型の施設にするのか。私は外国で病院経営に携わっ

ており、たくさんの病院を見学した。市長がモデルとする病院はどこか。研究したらどうか。

病院の性格として急性期の病院を考えています。全国各地の情報を収集しながら研究を重ね
てまいります。

病院の跡地利用についてどのように考えているのか。

地権者の方々と協議する中で決定していきたいと思います。

′〉用地取得について～

市内各地で誘致や陳情など色々な噂が飛び交っているが、市長としてどの辺がよいとか、あ
る程度の考えはないのか。やはり市民にはっきりと提示するべきであると思うがいかがか。

また、いつまでに取得していくのか。　　　　　　、

井掘下水道対策委員会、千代田地区区長協議会、JR稲沢駅周辺地区区長さんの連名で各地

から陳情を頂いていますが、尾張西部医療圏の中での供給バランス、交通利便のことなどを

考えた場合、現施設から近い場所が適当と考えています。用地取得に関しては、平成16年

度中に用地の選定をしたいと考えています。

～運営手法について～

私の持論は、必ずしも公設公営ではない。何度も議会で発言してきました。第1は大学病

院、民間病院の誘致、第2は公設民営、第3は公設公営の順で考えるのが私の考えですが、

今までの答弁ではあくまでも公設公営、いわゆる市立病院しか考えていないというものでし

た。私はこれからの病院経営は色々な形があってよいと思います。市立病院と決めつけるの

ではなく、大学病院、民間病院の誘致、公設民営も含めてしっかりと議論するべきだと思う
が、見解を求めます。

運営手法については総合計画の中では、公設公営（稲沢市立病院）を前提にしていますが、
時代の流れの中で総合的に判断して、公設民営の手法も考えていかなければならないと考え

ています。ご提案の内容も含めて導入可能性調査も基本構想を策定する中で行っていきます。



少子化対策について

～乳幼児医療費支援拡大（就学前まで）について～

【県下の状況】

32市・55町村

6歳未満　　　　就学前まで　　　就学以上

通院　　1市・7町村　　2市・24町村　　　4町村
入院　13市・9町村　13市・33町村　　　6町村

【西尾張・海部で拡大】

稲沢市の近隣で制度拡大。来年度から一宮市、尾西市、木曽川町でも就学前まで拡大する予定。
現在稲沢市は入院が6歳未満、通院が4歳未満。

同入院、通院合わせて支援を拡大すると予算的にどれくらい必要となるか。また、祖父江町

は共に就学前までだが、今後どのように調整するつもりか。市長は近隣市町の動向を見て、

といつも答弁されている。今こそ近隣市町と調整すべきではないか。今が制度拡大のチャン
ス、市民の理解も得やすいのではないか。通院、入院とも就学前まで拡大すべきである。是

非来年度から実施して頂きたい。これは私の市長選挙の公約でもあります。歩み寄りをして、

来年度予算に反映して頂きたい。

制度を拡大すると約1億円必要となります。合併を機に調整してまいります。

′〉不妊治療支援について～

【国の動向】

・平成14年税制改正の中で配偶者特別控除廃止（2500億円）。

この内、2000億円（児童手当の拡大）、500億円（不妊治療）＝⇒制度の括用の幅が狭い。

●来年度実施へ自民党、公明党、保守新党が不妊治療助成制度創設で合意。年10万円を限度に
2年間支給。財源は国と自治体で2分の1ずつ負担する。ただし、体外受精、顕敬愛精しか
認めず。

【県下の状況】

1市・4町村（一宮市、西春町、師勝町、豊山町）が実施。大体5万円前後。

【先進事例：既に多くの自治体が独自で制度を創設】

上越市一上限8万円。四日市市一上限10万円。
京都府が実施：城陽市一上限3万円。
富山県が実施：1回の治療に10万円助成。

現在、1割近くの方が不妊に悩んでいるといいます。経済不況が続くなか、若い世代が不妊

治療を受けるのは厳しい状況にある。行政としてこの世代に対しても何らかの支援は必要と

考えてないのか。

稲沢市では年間1000人の赤ちゃんが産まれます。その10％くらいを対象に1夫婦10万円だ

としても、年間1000万円です。是非、支援策を考えてほしい。市長は市長選挙の時、ほと

んどの政党から支援を受けている。であるなら、それらの政党が合意している政策をなぜ推
進できないのか。

国の制度ができても、保険適用外（体外受精、頑微受精）に限られている。早期に、保険適
用内の検診、手術、薬物治療なども含めた市独自の制度を来年度から施行できるようにして

頂きたい。

′‾ヽ



合併を控えており、新市になった時点で国の動きや各市の状況を判断して支援策の検討をし

ていきます。来年度の予算査定の中で国の情報収集をしながら詳細をつめてまいります。

選挙事務について

靡ヽ

r

評ぎ

【昨年の市長選挙：多くの疑問】

●投票所入場券の配布が遅い。または地域によって配布日が異なる。

⇒郵便局との連携が悪い⇒不在者投票に行けない（投票難民）

●選挙広報がなかなかこない。また、地区によって到着日が違う。⇒公達鼻制度の問題

●私の推薦ハガキが入場券よりも遅く持ち込んだにも関わらず、入場券の方が遅く到着。

●入場券の到着日が地域によって異なっている。月曜日30％、火曜日50％、水曜日10％、木曜
日10％と4日に分けて計画的に配布したそうだが、その地域割りに政治的圧力はないのか。

′、ノ投票所入場券の配布について′〉

郵便局にどのように指導しているか。昨年の市長選挙の時の状況を説明して頂きたい。大多

数の方は投票所入場券がなければ不在者投票に行けないと思っている。不在者投票に行きた

くても、投票所入場券が来なければ行けないのではないか。

不在者投票は投票所入場券がなくても簡単に行うことができると市民が分かるように周知し
ていただきたい。

配布は計画的に分けて行いました。入場券が届かないという問い合わせが多く、そのことは

連日郵便局に早期配達を要請しました。入場券がないため、不在者投票に行けなかった選挙

人がみえたことは大変残念なことと感じています。それで市議選では市長選挙の反省を踏ま

え、告示日前日の土曜日までに配布終了するようにしました。

′〉選挙広報の配布について…

選挙広報の配布の仕方について公達員の方にどのように説明しているか。現在は「すみや

かに」と唆味である。また、中には「広報いなぎわ」が届くのを待って一緒に配布した地区

もあった。稲沢市では地域ぐるみの選挙が行われているのが実情である。総合的に判断して

地域差や公平さが保たれない場合がでてくる。さらに、今後合併に伴い公達員制度がなくな

る予定だが、どのように対応していくのか。この際、やはり公平にするためマニュアルを作

り、別の方法に変更し改善していくべきではないのか。

条例で投票日の前日までに配布をお願いしています。「広報いなぎわ」を待って一緒に配布

したため有権者宅への送付が遅くなったとすれば大変残念なことと感じます。今後改善に努

めます。
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敷地球環境保護のため再生紙を使用しています。

ののべ尚昭吾の政界復帰を祝う会

時：平成16年2月14日（土）17：30受付　‾18：（相関演
場所：ヾ名肯塵やゾオ守トアソシアホテル（16階）会費1万円
問い合わせバ事務局　TEIJF

拝啓　時下ますます清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃から、ののべ尚昭君の括動に対し、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

昨年の稲沢市議選では、2117票を獲得し見事トップ当選を果たされました。彼は稲沢だけでな

く近隣地域の将来を託せる人物であり、私たちの夢や希望をかなえてくれる政治家です。政界

復帰した喜びを結集し、ののべ尚昭君の政界復帰を祝うパーティーを開催する運びになりまし

た。ご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席下さいますよう心からお廉い

いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

発起人代表　ののべ尚昭後援会会長水野初彦

後援会からのお知らせ

『中日新聞』県内版（10月1日）より抜粋

怒
脛

当選後、子供たちが花束を持ってきてくれました。

子供たちの未来のためにも頑張ります。

写真はののべ議員が当選証書を受け取る様子

『中日新聞』尾張版（10月2日）より抜粋

当選報告


