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ののべ尚昭経過報告

1月7日　ローカルマニフェスト懇散会（石田犬山市長と会談）
8日　バングラデシュ訪問団結成式

9日　（JICA日本支社、日本大使館表敬訪問）
10日　（ボランティアクリニック、NGO大臣対談）
11日　（国会鼓事堂見学）
14日　代表者会議、新年賀詞交歓会
18日　会派別予算説明会
21日　ローカルマニフェスト推進ネットワーク東海発足会

28日　地産地消学校給食会（千代田小）
乗海若手市読会農具の会研修会（名古屋市）
全国苦手市義会議鼻の会役鼻会（名古屋市）

30日　地域政治行政研究会（広島市）

2月3日　乗海苦手市議会農具の会研修会（四日市市）
4日　ローカルマニフェスト首長連盟結成大会
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（束京プレスセンター）
国府宮神社（神男選定式）
横地区総会
リサイクル懇談会

各務原市議選挙激励（浅野義貞）
代表者会議
文教経済委員会協議会

国府宮神社（大鏡餅お迎え）
国府宮神社（はだか祭）
市民病院建設特別委員会
議員総会・議員研修会、各務原市議選挙応援
各務原市議選挙応援
土地開発公社理事会
環境講演会

白山市議選挙応援（大口議員）

、－3月2日　定例議会（開会）
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2 日　閉会

4日　愛知啓成高校卒業式
8日　稲西中卒業式、稲西小教育後援会評議員会
12日　稲西中後援会報告会
13日　平野区総会
15日　愛知文教女子短大卒業式
16日　稲沢中島広域事務組合議運、ソフトボール懇話会
17日　文教経済委員会
18日　稲西小卒業式、土地開発公社理事会
19日　愛知万博内覧会、たんぽぽハウス会議
20日　平野婦人会総会、桜木区生産組合総会
25日　桜木区陳情
26日　ローカルマニフェスト推進義鼻連盟設立準備会・

分権時代における地方議会のあり方研究会（東京）
栴檀卒園式、五郷区長会、桜木区総会

27日　ねんりんピックソフトボール大会応援
28日　商工会議所通常議員総会、ソフトボール陳情
29日　稲沢中島広域事務組合定例会

稲沢荻須美術館新所蔵作品内覧会

：鈍・範頼決す教生

今年度は愛知県にとって大きく飛躍する年
になります。2月に中部国際空港が開港し、3
月に愛知万博が開催されました。そして、4月
には祖父江町、平和町と合併し、我が稲沢市
にとって記念すべき年になりました。
今、愛知県は日本中で一番熱い地域と言わ

れています。巨大プロジェクトの目白押しで
まちに活気が出てきました。この勢いを何と
してでも稲沢市にも吹き込んでいきたいと思
います。合併し人口約14万人の都市が誕生し
ました。市域も木曽川まで拡大し、都市のス
ケールメリットを活かすまちづくりが求めら
れます。
稲沢市、旧祖父江町・平和町の長所を延ば
し、長いスパンでまちづくりを考えることが
必要です。そのためには徹底した行財政改革
を行い、地域経済が活性化できるように行政
の規制緩和が不可欠です。新市誕生を契機に
稲沢市が大きく飛躍できる政策提言をしてい
きます。
今後とも改革意欲を忘れず、地域活性化の

ため全力で頑張ってまいります。会員の皆様
の変わらぬご支援とご理解をよろしくお願い

致します0為嵐余儀買斬々外為婦

新稲沢市概要 人口：約13万8，000人
面横：79．3km軍

東西抱1ヰ．ヰkm



4月1日　合併記念式典、議員総会

2日　平和さくら祭り

5日　議員総会

東海若手市議会議員の会事務局会議

7日　乗海若手市議会農具の会役具会（稲沢市）

12日　臨時議会

14日　ローカルマニフェスト推進義具連盟運営委具会

（東京）

19日　横地区陳情

20日　植木まつり開場式

21日　稲沢地区区長会総会、病院研究会

23日　新図書館起工式、たんぽぼ祭り

24日　全日本シニアソフトボール大会県予選開会式

28日　稲沢遊技業組合総会

5月3日　山崎ていじコンサート舞台挨拶（市民会館）

10日　東海若手市議会農具の会研修会（安城市）

12日　NPO法人稲沢ゴミ0協議会総会

14日　稲西中後援会総会

15日　稲沢地区まちづくり総会

16日　土地開発公社理事会

17日　ののべ尚昭後援会ゴルフコンペ

稲西小教育後援会評議員会

稲西小地区体振理事会

18日　辛淑玉記念研修会（東京：銀座）「怒りの方法」

（r世界一受けたい授業」で話題沸騰の講義）

r怒りの方法」は岩波新書のベストセラー！

議会＝ユース

【新助役・収入役決定】

右のように吉川助役と松尾収入役が辞任いた

しました。後任に下記の方々の就任が3月議

会の同意案で可決されました。

助　役：大野紀明氏（前市長公室長・59歳）

収入役：大木和也氏（前総務部長・60歳）

今後のご活躍をご期待いたします。

【新議会】

60名の議会になり、次期改選（平成19年9月）

まで平和支所に議場を移すことになりました。

20日　万博ナショナルデー（ギリシャ）

21日　稲西小校区子ども会ソフトドッチボール大会

22日　ローカルマニフェスト推進義具連盟結成大会

（東京）

24日　委員協議会（文教経済）

27日　平和町商工会通常総代会

28日　稲西小体振懇親会

30日　議員総会

6月6日　定例議会（開会）
‡

20日　閉会

23日　稲沢商工会議所総会

25日　中部修大会

「春日井稲沢線」住民説明会（横地区）

26日　桜木区虫祭り

27日　上野淳次（上野学園理事長）教育講演会

28日　ホセイン医師来稲沢

（バングラデシュあいち病院院長）

辛さんの会社（香科舎）設立20周年記念パーティー
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議会活動報告

グヽ

グ、

3月定例議会
［ののべ尚昭質問］

今回の傍聴者数

15名
～市長の政治姿勢・リーダーシップについて～

施政方針の中で「守るべきは守り、変えるべきは変える」という文言が非常に印象的であ

る。いわば、この考え方は市長の政治姿勢と市民に向かってアピールするものと考えられ

る。市長は「何を守り、何を変える」のか。具体的に説明して頂きたい。

「行政経営」という言葉が施政方針の中に何度か登場する。昨年の施政方針の中でも「行政

経常改革プラン」を目玉に改革を進めた。このプランで何か変化したことはあるのか。ま

た、施政方針の中に「市民や民間の英知を活用して行政経営を進めたい」としている。市長

は本気で民間活力を必要としているのか。もし、本気でそのように考えているのであれば、

職員の人材登用に民間活力の導入を求めてもよいのではないだろうか。市長はどのような分

野で人材を必要としているのか。また、どんな人材を求めているのか。

【具体的な回答なし】
まさに、市長の政治姿勢が明らかになった答弁内容であった。この巽間は市長の生の声を聞

くための巽間であったはすである。しかし、市長はr検討する、状況を見ながら」という答

弁である。未来に向けて、稲沢市がどのように進むのか、そのために何を変え、何を守って

いくのかを具体的にアピールすべきである。また、方針の中でr民間活力の活用を図りた

いJといっても、具体的な構想はなし。これでは本当に今の職場内の改革をしようという気

持ちは伝わってこない。残念である。

～合併後の行政改革について～

施政方針の中で「合併は最大の行政改革」と明言されている。さらに合併を機に抜本的な改

革に取り組むとしている。この意気込みは今までの小手先の行革とは異なると期待する。単
l

に職員数の減少などによる歳出削減ではなく、一具体的にどのような行草を進めていくのか。

また、多くの同じような施設が新市の中に混在するが、これらの施設統合は今後行っていく

予定はあるのか。

新市建設計画の中に「合併後の利用状況を踏まえながら検討していく」としています。市総

合計画の策定に併せて、検討を進めていきます。

～「調整手当」の見直しについて～



平成15年12月議会で「調整手当」について質問をしました。この密閉をした後、数人の職

員から直接、間接的に「なぜ、給料を下げられるのか」と追求された。本来この間題を出し

たのは、市長が財源がないので「財源を生み出す事を考えなければいけない」という所から

始まっている。零細企業で言えば、売上がなければ人件費や給料をまず下げます。どうして

このような問題を出さなければいけないかという状況を職員自らが考えるべきではないので

しょうか。職員組合でどのように議論され、どのように受け止められているのか分かりませ

んが、この間題を出すこと事態、恐らく悪者扱いにされているような気がします。このよう

な庁内の雰囲気は、この財政難の時代にあまりにも危機感がないのではないでしょうか。こ

のような職場状況を市長はどのように思うのでしょうか。また、今回は違う観点から見解を

求めたい。今まで本俸に対して「稲沢市は10％、祖父江町、平和町は8％」の調整手当が

つけられていました。合併後はどのようになるのでしょうか。もし、10％という高い所で

統一するのであれば、合併することにより目に見えない人件費が増加することになります。

10％で統一して調整した場合、いくら人件費が増大するのか。また、庁内でこの件に関して

どのような議論があったのか。

10％で統一しました。この件に関しては合併協議会の中での確認事項です。増加した人件

費は2419万3千円になります。どのような議論があったのかという事に関しては、合併時

にお互いの給料自体は現状から下がらないという前提で協議をしました。また、市長が組合

と直接議論をすることはほとんどありません。

【昨年の3月議会】

高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉のバランスをどのように考えているかという質問に対して、

事業施策の多寡によりバランスがとれていないと当局は答弁している。不妊治療支援について、

必要性は認めており、後は制度や財政的な面だけとしている。このような状況から新規事業を始

めようとすることは大変敬意を表する。
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～不妊治療支援（検査・治療）について～

【不妊治療の兼用】平均：対外受精30万円、顕微受精5万円

グ、

昨年から国、県、中核市以上で「特定不妊治療兼助成事業」制度が開始された。愛知県では

7月から開始している。市民はこの事実をほとんど知らないが、市民にどのように知らして

いるのか。もちろん県の対応が悪いのは事実であるが、県からこの事について市側に広報の

協力を求められたことはあるのか。これは県や国の事業であるが基礎自治体である稲沢市も

積極的に広報活動を行うべきである。どのようにPRしているのか。

愛知県では平成16年7月から不妊治療其の助成事業を開始しました。r特定不妊治療」に

対し、1夫婦当たり上野10万円の補助をする（2か年）事業で、稲沢市としても広報などで
PRしています。今後は積極的に各市民センターなどの窓口にチラシを設置し、更なる市民

周知を図っていきます。

これらの事業の目的は子どもを産もうとしている夫婦を援助し、最終的には出産できるよ

うにすることである。積極的に制度もPRすべきではないのか。そこで、婚姻届けを出した

方に、この事業のPR資料を渡してほしい。

全ての方に窓口でこの事業のPR資料を渡すのは、若干相手様に失礼に当たるのではないか

と懸念します。一度、県と相談した上で検討していきます。

来年度から稲沢市においても不妊検査費の助成を行う予定である。これは特定不妊治療費

助成事業の中では対応されていないことで、大変素晴らしい事業であると思う。この事業に

ついて数点質問します。当初予算では31人分り予算しか計上されていない。どのような基

準か。稲沢市内では毎年約600組が結婚される（1市2町だと約800組）。現在不妊に悩んで

いる方は約10％前後だとされています。そうすれば、80組の方々が不妊に悩んでいると想

定されます。また、「人」とされていますが、これは組（夫婦）でないのか。この制度を使う

際に取得制限はあるのでしょうか。県の「特定不妊治療費助成事業の指定医療機関」は稲沢

市内にはありません。この検査は稲沢市民病院で行うことができるのか。

平成17年度から稲沢市でも不妊検査の助成事業として1夫婦に対し15000円を限度に、検

査費用の一部を助成することを開始する予定にしています。予算経常数は31人ではなく、

ご指摘のとおり31組で、他市を参考にして計上しました。所得制限についてはあゃません。

指定医療機関は県下に13医院ありますが、稲沢市にはありあせん。しかし、当市で実施す

る不妊検査事業対象の5種類の検査については稲沢市民病院でも実施可能であります。

もし、枠を越えた場合、補正で対応して頂けるのか。検査をした方には一応治療の指定医療

機関の案内をしてはしい。

対象数をしっかり精査していなく、今後はしっかり把握してし‘）きます。もし、枠を越えた場

合は財政当局にお願いし、補正予算で対応させて頂きます。



～出産支援について～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

【現状】少子化対策といいながら、肝心の子どもが市内で産めない状況にある。何ともお粗末であ

る。現在、市民病院の産科が休床状況で多くの方に迷惑をかけている。何とかその穴を埋

めなければならない。この件に対して多くの若い世代の方々にマイナスイメージを与えて

いる。

現在、母子手帳の中に2枚の無料券が添付されている。これは各自治体で枚数が異なる。出

産するまでに約15回病院に通います。以前からこの半数（現状＋5枚）を補助して出産の支

援をして頂けないかと要望しています。これは単に歳出という問題ではなく、稲沢市のイ

メージアップ戦略として有意義な宣伝効果があると考えます。市民病院の産科が休床（分娩

不能）の期間だけでも、出産支援の拡大をして、信頼回復の一考と考えられないでしょうか。

受信票を増やすことは他市の状況をみる中で現在の枚数が適当と考えています。

～地元活性化と企業誘致について～

地元企業は工場や敷地を取得するのに非常に苦労されている。その理由は、規制が多く、自

由に土地を活用できない稲沢市の状況がある。現在、稲沢市が縛りがかけられている規制は

どのようなものか。また、それらの規制は特区で緩和できないのか。例えば、地元経済界が

非常に困っている市街化区域の昭和45年の線引きの見直しはできないのか。地元経済の活

性化のためにも、これらの取り組みで更に企業誘致を進めたらどうか。内部でこのような計

画が議論されたことはあるのか。

陸田工業団地の分譲が完売し、成功裏に終わりました。市街化調整区域、農業振興地域に

おいては、面積用件や距離用件、周辺の土地利用状況の用件など、都市計画法の規制をはじ

め、農地法、農振法、工業立地法などの様々な規制があります。ご提案のとおり、「産業立

地特区」を提案しましたが、法改正の措置までには至りませんでした。今後、県に対して市

街化調整区域における開発許可基準の弾力的な運用を働きかけていくと共に、さらなる持区

提案を研究していきます。線引きの見直しについては地域の声を十分に踏まえた上で検討し

ていく必要があると考えています。



尾張新都クラブでは「ローカルマニフェスト」について研究しています。議員結成大会（詳細は下記の
「中日新聞」5月23日参照）には正村議員と2人で参加しました。昨年より、北川前三重県知事から依頼を
受け、野々部議員が中心となって活動してきました。これまでの取り組みは下記のとおりです。

11月　ローカルマニフェスト推進大会（早稲田大学）
1月　野々部議員と石田芳弘犬山市長と会談（犬山市）

ローカルマニフェスト推進ネットワーク東海発足会（名古屋市）
東海若手市議会議員の会（名古屋市）研修会　　　　　■
講師：北川正恭前三重県知事、石田芳弘犬山市長　　コーディネーター：野々部議員

2月　　ローカルマニフェスト推進首長連盟結成大会（日本プレスセンター）
3月　　ローカルマニフェスト推進議員連盟設立準備会（全国町村議員会館）

野々部議員が運営委員に選任
4月　　ローカルマニフェスト推進議員連盟運営委員会（東京）
5月　　ローカルマニフェスト推進地方議員連盟結成大会（東京ビックサイト）

東海若手市議会議員の会研修会

犬山市長から激励

首長連盟結成大会に特別参加
（地方議員の代表の1人として挨拶）

尾張新都クラブとして議員連盟に参加



幹事長　正村洋右
（日下部松野町・2期目）

●厚生委員会（副委員長）

●図書館建設特別委員会

●議会運営委員会

●都市計画審議会

4月1日に祖父江町と平和町と合
併し、新「稲沢市」が誕生しました。
人口約14万人の新しい都市に生ま
れ変わりました。議会も議員数が
60名となり、愛知県で3番目に大き
な議会となりました。

祖父江町と合併して、市域が木曽
川まで拡大しました。自然の少なか
った稲沢市にとって、都市のスケー
ルメリットが生まれました。また、平

諾霊£禁竺謂誓言髭㌫
り入れることができます。
尾張新都クラブは3つの自治体の

長所を相互に活かせるような提言
を行っていきます。市民の皆様方の
さらなるご支援とご理解をよろしく
お願い致します。

会　長　野々部尚昭
（平野町・3期日）

●文教経済委員会（委員長）

●市民病院建設特別委員会

●稲沢中島広域事務組合

●土地開発公社（理事）

1．市長の施政方針について

2．少子化対策について

（り不妊治療支援について

（2）出産支援について

3．企業誘致について

ト市長の施政方針について（行政経営改革の視点から）
（り合併以後の行革の進め方について

（2）行政評価システムについて

（3）職場の活性化について

（職員提案制度、能力給制度、民間活力の導入について）

2．少子化対策について

乳幼児医療支援の拡大について

3．障害者福祉について

（1）稲沢市障害者福祉基本計画について

（2）施設整備について

4．地震対策（パート9）について

（り17年度施政方針について

（2）県・防災関連業務の一元化について

（3）県企業庁との被災後の応急給水について

（4）応急仮設住宅建設・管理マニュアルについて

（5）地震動予測地図について

（6）旧祖父江町、平和町の地震対策について

6∴総合治水計画について

（1）計画策定で得られた結果について

（2）実施に向けた治水事業の取り組みについて

（3）旧祖父江町、平和町の治水事業iこついて

新図書館建設の概要
建設場所：市民会館敷地内南東部

本体工事：地上3階建て、延べ面積約5，000m2

総工事費：約21億円

開館予定：平成18年11月

蔵書規模：約45万冊（開架、開架の割合は同じ）

市民病院の新築移転候補地が決定されました。

3月に服部市長が表明を致しました。

稲沢団地（長束）の立替の計画（高層化）に伴い、

北側（約5万m2）の用地を平成19、20年度を目途

に購入する予定です。

′ヽ



海外ボランティア医療支援活動のため、バングラデシュを訪問しました。野々部が

団長、正村が副団長として民間人を含む7名でチームを結成しました。ボランティアク

リニックのお手伝い、医科大学記念講演（野々部）、病院建設用地の全体調査（正村）、

NGO大臣（日本の外務大臣）との会談、ダッカ医師会との交流など大変有意義でした。

また、日本大使館、JICA日本事務所、国会議事堂、独立記念塔、外国人慰留区などの

訪問も行ってきました。

日本大使館前で記念撮影　　　　　　掘口松城特命全権大使と共に　　　　新井明男JJCA日本事務所長と共に　所長からJICAの活動報告を受ける

、（紅…諾詰琵琵品を歴任し、ボランティアクリニック前
40代の若手のホープ）

新病院建設予定地（約2万坪）　　　完成予想図の看板

匿賢
←

塩

患者さんの列
（無料のため、毎回約200人の列ができる）

診療風景

建設予定地での地質調査　　　　　　　現在の病院（80床）

国立東西医科大学（首都ダッカ市、現在100名、将来は300名）での授業風景。野々部はこの大学の副学長を務め、同附属病院の副院長も兼務しています。
将来は日本への留学制度も作る予定です。



平成17年度当初予算の編成方針・

各会計当初予算の構成比

会計別当初予算

399億7，000万円

特別会計
国民健康保険
老人保健
介護保険

祖父江霊園事業
公共下水道事業
農業集落排水事業

コミュニティ・プラント事業

稲沢西土地区画整理事業

下津陸田土地区画整理事業

企業合計
稲沢市民病院事業

水道事業

322億4，772万3千円
110億1，736万7千円
90億836万円
53億7，762万1千円

2，511万円

49億4，577万8千円
5億9，761万6千円
1，378万8千円

11億4，848万6千円

11億1，359万7千円

111億3β49万8千円
了1億2，540万円

40億509万8千円

843億4822万1千円

●基盤整備事業に重点配分●

平成17年度当初予算は、市町村合併に伴い
1市2町、事務組合を統合した予算としたもので
一部の単独建設事業を肉落としした「骨格的予
算」として編成しました。
厳しい経済状況下での予算編成は、市町の
総合計画および新市建設計画に基づき、継続
する基盤整備事業、課題事業に対して重点配
分を行いました。また、合併協議での合意事項
に対応し、国・県等の制度や補助メニューの活
用、投資と効果の観点から事業の中身を精査
するとともに、人件費等の経常経費の削減に努
めました。

こん 行います　新規（拡充）事業

●愛知万博一市町村一国フレンドシップ事業

●姉妹都市オリンピア市代表団受入事業

●第5次稲沢市総合計画策定業務

●地図情報システム構築事業
●地域防災計画策定業務
●稲沢市遺児手当の支給年齢制度引き上げ

1，955万9千円

785万4千円

750万円

8，398万6千円

525万円

2，640万円

●乳幼児医療費助成事業　　　　　　　3億5，327万2千円
●産後ケア・不妊検査糞補助・妊婦乳児健診事業

●信用保証料助成事業

●利子補給補助事業
●土地利用集積助成事業

●集団回収・分別収集事業
●プラスチック分別収集事業

●公営住宅等建替事業基本設計業務
●中学生海外派遣事業

●語学講師派遣委託
●文化財カルタの作成
●特別展　楽しい版画（仮称）の開催

187万3千円
2，157万4千円
258万7千円

142万5千円

6，265万円
3，190万5千円

1，300万円

910万円

1，981万円
115万5千円
627万5千円

「
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肇蟹

一般会計

歳入の内訳（右表）を見ると、市税が189億
3，217万2千円で全体の47．4％を占めています。
2番目に多いのは、市債の11．5％で、国庫

支出金が、8．0％、繰入金が6．7％と続きます。
また、財源別に見ると、自主財源（右表の1．

11．12．15．～19）が、243億5，975万5千円で
60．9％となっています。一方、依存財源（右表
の2．～10．13．14．20）は、156億1，024万5千円
で39．1％となっています。

歳入の構成比

地方消糞税

一般会計　　歳

壬讃‾■‾繍・・符滋弛・‾正長約 鯨弊驚撃讐 構成鎗弼

1． 市税 189億3，217万2千円 47．4

2． 地方譲与税 11億560万円 2．8

3． 利子割交付金 8，620万円 0．2

4． 配当割交付金 3，600万円 0．1

5． 株式等譲渡所得割交付金 ‾2，000万円 0．0

6． 地方消糞税交付金 13億5，000万円 3．4

7． 自動車取得税交付金－ 6億6，700万円 1．7

8．地方特例交付金 7億1，900万円 1．8

9．地方交付税 21億500万円 5．3

10．交通安全対策特別交付 ． 2，570万円 0．1

11．分担金及び負担金 7億2，599万7千円 1．8

1～．使用料及び手数料 5億3，398万4千円 1．3

13．国庫支出金 32億280万9千円 8．0

14．県支出金 16億7，163万6千円 4．2

15．財産収入 3，204万3千円 0－1

16．寄付金 2千円 0．0

17．繰入金 26億8，966万7千円 6．7

18．繰越金 5億3，701万5千円 1．3

19．諸収入 9億887万5千円 2．3

20．市債 46億2，130万円 ．11．5

合計 399億7，Odo万円 100．0
：号敬 ＝吾さ：こてf＝　　 軌 ＝・笛軸 1f：寸：く澤：こ：1こ・：・六こ：・昔 点景漂 ■　 く放 く：こ：・：・訣沈 ・■蝉好 繁枕 ＝：：一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‾‘ ■　 悪 ■く　 ■こ‾■鞘 漁 況 ＃ ‾ ・′滞 ：：う宝＝‥：：手＝i‥‥　　　　　　　　 ′薄 √災：＝：：1＝＝さ■一’ノ■一■■与◆：■＝史＝＝’：、ニ■∴　　　　 二▲：・：・ン・て・：・：　　 ：こモ：二’≠‾　 鶏 群慧 導 ■・ k・汚　 ’闇 ■■搬 ’■‾■

▼　　　　　　　 ・　　　 ▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・
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歳出（目的別）の内訳（右表）を見ると、民生費
が107億1，768万1千円で全体の26．8％を占めて
います。続いて、土木費が65億4，328万5千円で
16．4％。3番目は、教育費の54億3，280万3千円

ゎで13・6％を占めています。一方、性質別に見ると、人件費が約95億円で
23．8％を占め、合併前より6．5％上昇しました。
投資的経費は約56億円で全体の14．0％です。
この割合は都市の活力におけるバロメータにも
なり、稲沢市はこの割合が他都市と比較すると
非常に低い数値だといえます。ちなみにこの割
一合は合併前とほぼ同じです。

歳出（目的別）の構成比

㍑　　　　　　　 詔≡■　　　　岩槻詔見残． ．．。ケ 酪 準澄 絹扱　 ＿＿一　書書

1． 議 会 費 5億 4，478万 5千 円 1．4

2． 総 務 責 53億 4，211万 1千 円 13．4

3． 民 生 費 107億 1，768万 1千 円 26．8

4． 衛 生 費 39億 6，386万 1干 円 9．9

5．・労 働 費 1億 2，638万 3千 円 0．3

6． 農 林 業 責 10億 2，194万 5千 円 2．5

7． 商 工 費 4億 8，928万 3千 円 1．2

8． 土 木 費 65億 4，328万 5千 円 16．4

9． 消 防 糞 16億 6，258万 5千 円 4．2

10．教 育 貴 54億 3，280万 3千 円 13．6

11．公 債 責 40億 7，327万 8千 円 10．2

12．予 備 責 5，200万 円 0．1

合 計 望 9億 7，望00万 円　ンンさ・琉軍■ソ且ご・：∫．1■′く・．， 100．0



議会活動報告

行政経営改革の視点から

～合併以後の行革の進め方について～

同

6月定例議会
［ののべ尚昭質問］

今回の傍聴者数

15名

国の「新地方行革指針」によれば、集中改革プランを作成し、今年度中に公表することとぎ

れている。このプランは平成17年度を起点に平成21年度までの具体的な取り組みを明示す

るものである。このプランは強制的なものか。現在、稲沢市では第3次行革大綱（平成20年

度までを目標）に基づき、行革を進めている。また、旧2町も行革大綱を作成していたと思

うが、改めて新市の行政改革大綱を作成する必要がある。いつ迄に作成するのか。

国の指針は強制的なものではありません。しかし、集中改革プランを4か年で実行すること

を稲沢市の新行革大綱と位置づけ、今年度中に大綱の作成を敦します。

施政方針の中で「合併は最大の行政改革」と明言されている。さらに合併を機に抜本的な

改革に取り組むとしている。この意気込みは今までの小手先の行革とは異なると期待する。

新市の中には多くの同じような施設が混在するが、これらの施設の統廃合を今後行っていく

予定はあるのか。施設の統廃合の議論は本来は合併する前に行うべきである。しかし、各論

を進めると合併自体が反故になる恐れがあーるので、議論を深めなかったと推測する。今回の

合併は「行革の一端」としての要素が非常に高い。しかし、今の行政のスタンスは、合併後

ゆっくりと様子を見て、考えていきたいという消極的な態度である。この件に関して、いつ

議論を始めるのか。

新市建設計画の策定に併せて検討を進めていきます。

～行政評価システムについて′～

職員の意識改革のためだけの行政評価になっていないか。今の行政評価システムは単なる

「事務事業評価」と事務事業の事後評価ではないのか。本来は事前評価や施策評価が必要と

考える。今の稲沢市に必要なものは「あれも、これも」ではなく「あれか、これか」の選択

集中型の価値観である。そのためには「施策評価」が重要である。この施策評価は各課同志

でお互いの施策の優位性を比較するために行うものである。実際にはこのレベルの評価シス

テムが一番必要であると考えるが、実施されているか。

政策評価に至ってはまだ実施していません。今後、事務事業評価を行った上で、総合計画の

策定に併せて検討を進めていく予定です。

′／「
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職場の活性化について（行政は人なり）

【職員提案制度の疑問】

今の進め方で、はたして本当に職場が活性化したと思うか。提案して採用ざれた方は給与にも反

映されない。それでは、提案したが採用されなかった方との比較はどのようにしているのか。更

に提案を出した職員と出さない職員の差はどうなるのか。

今、この制度の何が開展か。それは、一生懸命提案を出している職員の努力が報われないという

ことである。逆に、提案を出している職員が冷やかな眼でみられがちである。そういう状況を裏
†

づける1つの理由が提案数の少なさである。1グループ1件以上とされているのに関わらず、4

年間で僅か85件である（ちなみに現在約120グループある）。このような状況でも当局側は職場

の活性化になっていると答弁した。やはり、提案して報われるような制度に改善していかなけれ

ばならない。なぜ、給与に反映させることを考ないのか。当局は事務の一貫として実施している

ようだが、本当にそれで効果はあるのだろうか。やはり、人事考課制度と併用して人事管理を進

めた方がよいと考えます。

能力給制度について

【人事考課制度の拡大】

人事考課制度が平成13、14年に管理職を対象に試行され、翌年本実施された。16年から主査職

も試行されたが、一般職はいつから実施するのか。未だ回答はない。最大で約8万円の差がでて

いる。組合も制度の公平・公正性、透明性、客観性、納得性が確保されたら協力するという立場

である。やる気のある一般職の方からの実施の要望は少なくない。早く条件整備を行って、一般

職まで拡大できるようにしてはどうだろうか。

民間活力の導入について

施政方針の中に「市民や民間の英知を活用して行政経営を進めたい」としている。市長は本

気で民間活力を必要としているのか。もし、本気でそのように考えているのであれば、「指

定管理者制度」の公募が頭に浮かぶ。この公募についてどのような考えか。

今回の募集は「特別な事情」から公募をしない予定です。その後は原則公募という基本姿勢

に基づいた選定に努めていきます。



～乳幼児医療責支援（通瞑）の拡大について～

県下の状況をみても、ほとんどが既に「就学前まで無料化」にしている。実施予定のない

市は渡戸市、津島市、犬山市、小牧市、尾張旭市、稲沢市（計6市）しかありません。町村
も含めると、約9割の自治休で実施されています。このような状況をみると、稲沢市は取り

残され若い世代には非常にマイネスイメージが強くなります。施政方針に乳幼児医療費無料

化の拡大としていますが、旧祖父江町の方からすれば縮小です。再度、提案をしていきます

が、このような県下の状況になってまでも、就学前まで拡大に踏み切らないのか。すみやか

に無料化を就学前までに引き上げて頂きたい。市長の政治判断を求めます。

ご指摘のあった県の助成調査の実施状況の結果を十分認識し、検討していきます。

入院に関して5歳から就学前まで現物給付ではなく、償還払いとしている。県下ではほとん

どが現物給付としている。なぜ、稲沢市は償還払いとしているのか。若い世代の方からすれ

ば、現物給付の方が有り難いのではないか。是非、現物給付に切り換えて頂きたい。

現在、入院と通院のサービスの差があります。対象年齢の差異による医療機関の混乱を招く

恐れがあるために現行の制度を採用しています。対象年齢が同じになれば、入院、通院とも

現物給付となり、償還払いは解消されます。

～稲沢市障害者福祉基本計画について～
（元来、平成9年～19年の計画であった）
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計画は平成16年から19年度（4か年）としているが、設定されている目標は4年間で達成で

きるのか。主に施設整備について質問をします。この計画の中で、稲沢市として建設する予

定の施設はどのような施設か。

計画の中に予定している施設は次の4つです。知的障害者（入所）更生施設、身体障害者療

諌（入所）施設、知的障害者（適所）捜産施設、精神障害者（適所）授産・作業施設

それらの施設の財政的な裏付けはあるのか。施設整備を行っていく上で、総予算（概算）は

どれくらい見積もっているのか。

総予算で4億6千万円です。本年度までに土地購入費用などで3億7千万円です。今後イン

フラの整備費や市補助などで1億5300万円の見込みです。
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～施設整備について～

′ヽ

′ヽ

当初、2つの適所施設と1つの入所施設を平成17、18年度に建設、19年度に開所予定とし

準備していた。昨年4月に運営団体が決定し、9月（本来7月）に県との第1次ヒアリング、

12月に第2次ヒアリングを行ったと聞いている。そして、5月に結果がくると聞いていた

が、どのような進み具合になっているのか。また、昨年12月に行われた県の第2次ヒアリ

ングの時に計画が変更されたとも聞いているが、その理由はなにか。と同時に県とどのよう

なヒアリングをしているのか。

変更の原因は県から12月に入所の削除を求められたことです。国の方針として、入所施設

は建設しない方向性があるからです。

もし、計画どおり補助金がつかなかったら、計画の変更、延期、中止を考えなければならな

い。その中でも一番可能性が高いのは入所の削除である。そうなった場合、民間事業予定者

（回精会）とどのように話し合いをしていくのか。また、補助金がつかなくても、入所も含め

て計画どおり進めていくのであれば、財政的な問題は生じてこないか。そうであれば、どれ

くらいの負担になるのか。

話し合いについては補助金の採択の結果を見極める中で対応していきます。補助金がつかな

ければ、自ずと市の財政的な問題となってきます。

施設が建設されれば、ふれあいの里（育成会、稲穂会、たんぽぽの会）は退去しなければな

らない。この場合育成会、稲穂会の方は新施設の中でも対応できる可能性が高い。しかし、

rたんぽぽの会」の方は重度重複であるため、新施設の中に入るのはどうであるうか。かな

り困難ではないだるうか。現荏計画している「知的授産施設（適所）」と一概にいっても、授

産となると実際に作業をするわけで月に1万円程度稼がなければいけないという高いハー

ドルを課せられるのではないか。rたんぽぽの会」の皆さんが必要としているのはあくまで

も、r知的の更生（いわゆる薫育）施設」ではないのか。このような状況で、あくまでも稲沢

市は「たんぽぽの会」の皆さんに新施設に入ることを勧めるのか。



市が入所、適所を強要することはできません。重度重複の方の授産での受入れについては法

人と協議をして可能であると考えています。

現状をなんとかしようと「たんぽぽの会」の皆さんは自分たちで小規模法人を自分たちで立

ち上げようとしている。なぜ、積極的にサポートをしてあげられないか。「小規模法人」の

立ち上げと現在進めている市の計画とを同時に可能にすることを考えられないのか。

まず、現在の申請している計画の結果がでてきていません。その結果後、総合的に判断して

対応していきます。
■■■・‾

※地球環境保護のため再生紙を使用しています。


