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ののペ尚昭経過報告

7月1日　稲沢地区まちづくり懇親会
3日　3世代ふれあい大会
8日　束海若手市議会農具の会役具会（稲沢市）
9日　青少年健全育成大会′
12日　稲沢まつり企画委員会
15日　第6回ののべ尚昭を囲む会
18日　清須市長選挙ローカル・マニフェスト型公開討論会
20日　病院研究会
28日　35歳（政治活動10周年）

束海若手市議会農具の会事務局会議（稲沢市）

8月2日　稲沢市荻須美術館所収蔵作品内覧会
3日　東海若手市議会議員の会総会（名古屋市）
4日　会派視察

（植木努定枝リサイクル施設：八開チップ）
5日　松野町夏祭り
6日　サマーフェスタへいわ
10日　代表者会議
12日　海部北西部地盤沈下対策事業促進協議会
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通常総会
横地区夏祭り
甲子園球場（日本航空高校応援）
バトントワリング講習会
（NPO法人日本バトントワリング協会主催）

会派視察（新図書館建設現場）
稲沢まつり実行委員会全体会議
愛知万博ナショナルデー（ギニア）
春日井稲沢線地権者説明会（横地区）
市総合防災訓練
ソフトボール全国大会出場選手壮行会

29日　土地開発公社理事会
31日　文教経済委員会正副委員長会議

9月2日　文教経済委員協議会
5日　衆議院選挙応援（細野議員：静岡5区）
7日　議員総会
9日　広島修道大学同窓大会（関東支部）
10日　稲沢市荻須美術館特別展
12日　愛知万博
14日　9月定例会（開会）

‡

30日　閉会
17日　稲西小運動会
19日　敬老式
25日　稲西小校区運動会

【ののべ尚昭の所属委員会・役職】
（H17・10月～H18・9月）

・厚生委員会（委員）

・稲沢市土地開発公社役員（理事）

金牒の管絃
前年明けま
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し
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ござい ます

新年あけましておめでとうございます。2006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。

昨年は衆議院選挙で自民党が圧勝し、政治がワ

イドショー的な報道により注目を浴びました。政

治が国民に関心を持たれるようになることは喜ば

しいことですが、衆愚政治に陥らないように政治

家自らがしっかりとすることも必要です。

また、耐震構造偽造事件が日本列島を襲い、政

治だけでなく行政や民間企業に対しても国民から

大きな信頼を失ってしまいました。日本の構造を

根本から見直すことが問われていると思います。

稲沢市は合併して初めての新年を迎えます。ま

さに合併元年になります。昨年はセントレア開港、

愛知万博開催と名古屋が全国に注目を浴びました。

その勢いを今年は稲沢に呼び寄せて、地域の活性

化につなげていきたいと思います。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0　為嵐分線買斬々外為婦



10月8日　栴檀保育園運動会
13日　管内視察（厚生委員会）
15日　戦没者追悼式
16日　消防団観閲式

稲沢地区老人クラブ連合会スポーツ大会
17日　東海若手市散会議員の金手務局会議
22日　稲沢まつり開場式
24日　会派視察（束京：地域医療政策セミナー）

11月1日　市制記念式典
2日　正村後援会研修会（長浜市）
4日　政策評価制度フォーラム（名古屋市）
5日　広島修道大学同窓大会：役鼻会（広島）
8日　厚生委員会行政視察
i　　（高崎市、見附市、喜士官市）
10日
14日　東海若手市議会議員の会研修会（鈴鹿市）
16日　広島修道大学・非常勤講師

（法学部国際政治学科）
19日　ローカル・マニフェスト運営委鼻会

第2回ローカル・マニフェスト検証大会（束京）
20日　後援会ゴルフコンペ（三重県）

21日　塚本久県議会議鼻を励ます会（名古屋）
22日　議員親睦会
23日　イチョウ黄葉まつり（祖父江地区）
24日　委員協議会（厚生委員会）
25日　名古屋市立大学大学院附属経済研究所

公開シンポジウム
26日　束海若市義会議鼻の会編集妻鼻会
29日　臨時議会

2

1
　
2

日
日
日
　
　
日
日
日
　
　
日
日

1
6
8
、
（
2
9
9
　
1
1
1
0

議員総会・代表者会
稲沢商工会議所新役員就任披露パーティー
12月定例会（開会）

閉会
予算要望（＝⇒市長）
留学生案内（鳥羽、伊勢、稲沢市内）

平野区陳情
障害者施設慰問（一宮市）

27日　年末夜警

議会活動報告

市民病院事業について

～産科の今後について～
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9月定例三主ト∠ゝ自我Z三

［ののべ尚昭質問］

今回の傍聴者数

昨年8月から産科が休診し、市内で赤ちやんが産めない状況が続いている。全国的に産科の

勤務医が少ない傾向にあるが、そうかと言って何もしないと今のままでは多くの市民に迷惑

をかける。今後どうしていくのか。

平成16年8月以降、休止状態が続いています。大学医局へ医師の確保について要請をお願

いしています。しかし、いまだその日処がたっていないのが現状です。

県下で公立の総合病院の中で分娩ができない病院はどれくらいあるのか。また、あるのであ

ればそこの自治体ではどういった対応をしているのか。

当院以外では5病院（一宮市立尾西病院・木曽川病院・今伊勢病院分院、高浜市民病院、尾

陽病院）あります。一宮市立の3病院はすでにしています。

研修医制度が変わり、医局の力が弱まっている中、勤務医を確保する事は非常に困難である。

前回も提案したが、勤務医ではなく開業医の誘致を図ったらどうか。市長の答弁を求める。

誘致の件は病院経営の問題にも関わってきます。医局においてそれぞれの体制が違う部分が

あります。あるいは医者の勤務条件の中で支払います待遇の問題があります。それらをしっ

かりと整理しながら進めていかなければいけません。よく事務局と調整をする中で進めてい

きます。
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～医師の退職と確保について～
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産科、小児科に続き、これから多くの医師が退職すると聞いています。どの分野の医師が何

、名退職する予定なのか。また、退職の理由は何なのか。更に、それは防ぐことはできなかっ

たのか。

12月にかけて肝臓内科2名、消化器内科2名の医師が退職予定となっています。内3名は

他病院への転勤、1名は開業のため退職予定となっています。

透析ができなくなるのではないか。まさに、内科も崩壊状況である。医師の退職の根底に

は、新しい病院建設の見通しが明らかにされていないということが原因のような気がする。

市長は医師の退職の原因は、行政側の態度にも関係すると思わないか。退職に当たり、医師

の確保はどうするのか。

一部は代務医師での対応をしていきながら、後任医師の補充について各医局へお願いして

いきます。小児科については10月から女性医師の確保の目処がたちました。

～病診連携について～

以前から市民病院と医師会との連携を深めてはしいと提案してきました。いわゆる、病診連

携である。今後、病診連携を深めるために「病診連携室」を設置する予定で、非常に良い取

り組みと評価します。具体的にどういった機能を果たすのか。

現在、患者さんの受付を各科において個別に管理しています。この機能を集中し、他の医療

機関との窓口の一本化を図るべく「病診連携室」を設置して一括管理できるようにしていき

ます。

この「病診連携室」は業務的な連携であるように思える。この事も必要だが、私が必要と感

じているのは、稲沢市の医療全般や新市民病院の建設について、医師会と定期的に話し合い

の場を設けるという連携である。是非、更なる取り組みとして連携強化に努めて頂きたいが

見解を求める。

現在、医師会とは月例会を通じまして色々な情報交換をしています。病院建設や拠点化、救

急医療などについて更なる協議が必要と考えています。

～病病連携（厚生連尾西病院）について～

合併以前は祖父江町には「厚生連尾西病院」（323床）があり、地域医療の担い手として位

置づけられていた。そういった意味で行政と関係があったと考えるが、どのようなっながり

があったのか。厚生連尾西病院は民間の名市大系の病院であるが、今まで地域医療を担って

きたのは間違いない。そういった意味で合併後は特に、稲沢市民病院と厚生連尾西病院は連

携を深める必要があると考えます。病診連携も必要だが、病病連携は更に必要になってくる

のではないか。現在、両者の連携は皆無だと聞いている。定期的に地域医療の担い手と言う

意味で、話し合いの場を作ったらどうだろうか。市長の見解を求める。

合併して市内に市民病院と厚生連尾西病院の2つの大きな総合病院が存在することになり

ました。これまでの旧祖父江町との関係も配慮する中で地域医療の充実という観点から、機

能分担と連携について今後協議をしていく必要があると考えています。また、院長さん同士

で協議をしていただく部分もございまして、今稲沢市で不足する部分も補っていただき、厚

生連尾西病院で不足する部分に対しても協力していこうと協議を進めているところです。



～新病院の建設について～

開業目標は何年か。

平成20年度末（平成21年3月）に用地の目処がたちます。その後、速やかに用地を取得し

ていきたいと考えています。

～補助事業の現状について～

6月議会の答弁では、市が計画している以下の4施設が国の補助事業になるかまだ分からな

い状況でありました。秋には見通しがつくと思われますが、どのようになるのか。また、補

助がつけば、今後どのように建設を進めていくのか。

知的障害者授産施設（適所）、精神障害者授産・作業施設（適所）、

知的障害者更生施設（入所）、身体障害者療護施設（入所）
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10月に申請し、11月に決定（内示）する見込みです。平成17年度10％、18年度90％の割

合で建設する予定です。

・知的障害者授産施設（適所）：40名
＼

・知的障害者デイサービスセンター：15名　…補助が付かない為、市、事業者単独。

・精神障害者授産・作業施設（適所）：30名

施設の総事業費はどれくらいで、市が負担する金額は概算でどれくらいか。

3施設について5億1900万円というような形で計画が上がっています。この中で市が負担

する金額は約3600万円です。

～計画の変更について～

稲沢市としては入所施設も含めて計画をたて、4施設全てを民間事業予定者（回精会）に運

営を委託するとしている。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。現状では入所施設の補助事業の採択は厳しいのではないか。

そうなった場合、回精会とどのように話し合いをしていくのか。医療ビジネスとしては入所

施設がないと経営が困難であると考えるのが一般的である。そういった意味で今後の入所施

設の建設も視野にいれて答弁して頂きたい。

9月13日に市長、助役、回精会理事長と話し合いがもたれました。入所の関係のはかに、将

来的に建設の終わった後の運営費の関係についてご尽力をいただきたいという話しが回精会

の方からなされました。入所については障害者自立支援法の施策体系の見直しなど、新たな

制度の動向を見極めて、法人とも今後協議をしていきます。

～入所施設の建設について～



～知的の更生（療育）施設の必要性について～
（重度重複障害者の方の救済措置として）

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、

「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ろうか。かな

り困難ではないだろうか。現在計画している「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。「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、「知的の更生

（いわゆる寮育）施設」ではないのか。このような状況で、重度重複の方々はどうすればよ

いのか。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。

重度重複の方々に対する受入れは新たな施設の運営をする法人とも協議をしています。受入

れは十分可能だと考えています。

′ヽ

′‾■ヽ



′ヽ　幹事長　正村洋右
弓　　　　（日下部松野町・2期目）

●総務委員会（委員）

●議会運営委員会（委員）

●尾張農業共済事務組合議会（議員）

オー

新年明けましておめでとうございま

す。昨年中は「尾張新都クラブ」の活動

に絶大なるご支援を頂きましてありがと

うございました。今年も2人で力を合わ

せて、新しい稲沢を創っていきます。

今年は合併して初めての新年を迎え

ます。人口約14万人の新「稲沢市」に

なり、ますます西尾張地域の中心部市と

して期待がかかります。

今後、新市民病院の建設、JR稲沢駅

周辺開発、都市計画道路などのインフラ

整備など多くの行政課題が山積してい

ます。しかし、近い将来本当に合併して

良かったと実感がもてるようなまちづく

りをしていきます。今年もさらなるご支

援をよろしくお願い致します。

会　長　野々部尚昭
（平野町・3期目）

●厚生委員会（委員）

●土地開発公社（理事）

頭会この肖問

1．市民病院事業について

（1）産科の今後について

（2）医師の退職と確保について

（3）病診連携について

（4）病病連携（厚生連尾西病院）について

（5）新病院の建設について

2．障害者福祉について

（1）補助事業の現状について

（2）計画の変更について

（3）入所施設の建設について

（4）知的の厚生（療育）施設の必要性について

1．中部国際空港開港に伴う名鉄国府宮駅の整備について

（り交通バリアフリー法について

（2）構造上の問題について

（3）名鉄との協議について

2．介護予防について

（り介護予防給付について

（2）地域包括支援センターについて

（3）口腔ケアについて

3．地震対策について

（1）表層地盤の揺れやすさマップについて

（2）災害弱者の安否確認について

（3）行政と企業・民間各種団体との防災協定につ

いて

（4）耐震構造計算（偽造）建築確認と指定確認検

査機関について

4．稲沢市の借地事情について

（1）市内全域の借地借上げについて

（2）今後の借地借上げ対策は

5．火災予防条例の一部改正と老人日常生活用具給付

について

＝）住宅用防災機器の設置及び維持について

（2）老人日常生活用異給付は先の条例改正で変わ

ったか
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●「特区」推進室の設置

●時代に即した機構改革

●人事考課制度の見直し

●各種諮問機関の統廃合

●課長会議の創設

●防災対策室の設置及び巨大地震への対策強化

●自主防災組織の充実と支援体制の強化

●避難場所、道路、連絡手段の再検討
●滞納整理の徹底化

●乳幼児医療費（通院・入院）無料化の小学校就学
前まで拡大

●不妊治療制度の充実（国の適応範囲を拡大）

●出産手当（妊婦の健康審査）の拡充

●休日乳幼児検診の開始

●予防医療、予防福祉（介護予防事業など）の推進
●口腔ケア制度の創設

●障害者施設の早期建設

●市民センター窓口（国府宮駅、名古屋駅）の開設

●河川浄化（EMの活用）の継続
●中心市街地活性化計画の策定

●紫外線対策

●観光協会の設立

●「道の駅」の設置

●植木勢定枝事業の実現

●地域生活環境整備5カ年計画の策定（陳情行政の
廃止）

●三宅川（池部から西尾張中央道まで）の遊水池化
●福田川（県）の治水対策推進

●総合治水計画に基づく治水事業の実施

●市街化区域の早期見直し（西尾張中央道以西、新
幹線以北）

●春日井稲沢線の早期供用開始

●稲沢甚目寺線（北進）の早期着手

●「地域再生」事業におけるJR稲沢駅周辺開発の推進

●中部国際空港開港に伴う名駅国府寓駅の整備
●大里駅周辺開発、JR清洲駅の西口設置

●公園整備の見直し（旧宅地開発区の緑地未整備
地区）

●祖父江砂丘地域の整備

●石橋上水場取水施設の水源維持、及び災害時の

飲料水確保

●平成19年度以降の汚水適正処理の策定

●洪水時の主幹線（下水道）利用

●稲沢学校改革プラン21の策定（2学期制の創設、

少人数教育の実施、小中一貫教育の実施、学校選

択制の実施）

●児童の安全確保（通学路の整備や街路灯設置な

ど）に努める

●「郷学」の推進、稲沢文化の継承

●産学官の連携、大学・高等教育機関の誘致

●平和教育の実施

●避難所（体育館）の耐震補強の整備

●新病院問題は大学病院や民間病院の誘致に努め、

公設公営は避ける

●産科、小児科の強化

●退院時の総合説明窓口の設置

●市民病院跡地問題の解決

●インフォームド・コンセントの徹底

●入院食の改善

●病病（厚生連尾西病院）、病診（医師会）連携の強化

●職員の適性配置

●消防団との連携強化



議会活動報告
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12月定例議会
［ののべ尚昭質問］

今回の傍聴者数

～交通バリアフリー法について～

平成12年に交通バリアフリー法が制定された。これによって自治体はどのような整備をし

なければならないのか。また、事業者に課せられる責務はないのか。そして、名鉄国府宮駅

はこの法の対象になると思うがいかがか。稲沢市としてこの法に対する整備をどのように考

え、今後どのように整備をしていくのか。

自治体の行うべき事として、国の施策に準じ移動の円滑化を促進するために必要な措置を

講ずる旨を定められています。また、事業者は2010年までに、1日の乗降客5000人以上の

駅のバリアフリー化に努めなければならないとのことです。また、名鉄国府宮駅はこの法の

対象に入ります。市としましても名鉄国府宮駅の利用者に対し、移動の利便性、安全性の向

上を図ると共に公共の福祉の増進に寄与するため整備を必要と考えますので引き続き努力し

てまいります。

～構造上の問題について～

愚
図
愚
図

セントレアが開港して、スーツケースを持ち運ぶ方が多くなってきた。私は幾度と大きな荷

物を持って困っている方に遭遇します。苦情や要望は聞こえてこないか。

利用者の中には不満や要望はあるとは思われますが、特に声としては聞いていません。しか

し、苦情などが出る前に整備に向けた努力が必要と考えています。

今の国府宮駅にエレベーターやエスカレーターを設置しようとすると、どのような方法が

考えられるか。また、どれくらいの費用がかかるのか。

現在の駅舎でのエレベーターやエスカレーターなどの設置についてはスペース面において、

不可能な状況であります。設計を計画するに際しては、駅舎の改築が必要となり、名鉄との

事前打合せの中、名鉄側のたたき台として橋上駅の設置案が示され、その概算として約20

億円かかるとのことです。



～名鉄との協議について～

今年、津島駅がエレベーターを新設した。どのような内容か。また、行政の財政負担はどれ

くらいか。来年度中に、新木曽川駅もバリアフリー化を進める。どのような内容か。また、

行政の財政負担はどれくらいか。

津島駅……．総事業費9000万円（国費1800万円、市補助6000万円、名鉄1200万円）。

新木曽川駅‥．総事業費2億4000万円（国費、市補助、名鉄それぞれ1／3で8000万円）。

同法の対象になる駅は281駅中72駅。この整備を名鉄は2010年までに57駅をバリアフリー

化するとし、整備率を8謝まで高める計画をたてた。本年度までに24駅を整備し、以後用

地が確保でき、費用負担などで自治体の協力が得られる目処が立った33駅の整備に順次着

手する予定である。この計画に我が稲沢市の顔である「国府宮駅」は57駅の対象になって

いるのか。

残念ながら57駅の中には入っていません。名鉄国府宮駅については、事業打合せ段階のた

めこの中には含まれないことになります。

～介護予防給付について～

【介護保険制度の改正】

平成18年度から、現在6段階が7段階に細分化される（介護1が要支援2と介護1に分割）。

【新しい予防給付の主な内容】…対象者見込み数：約1000人

・筋力アツス機能訓練向上（転倒防止）・栄養改善、指導　・口腔ケア

回

向

回
向

介護1の方が介護1と要支援2になるが、その分類の内容はどのようか。また、3月までに

介護レベルの分類をしなければいけないと思うが、間に合うのか。予防給付事業に対する投

資額はどれくらいか。そして、各事業者に対する説明会が必要だと考えるが、開催する予定

はあるのか。あれば、すぐにでも準備しなければいけないのではないか。

間に合うように準備していきます。また、投資見込額は約2700万円です。

事業者に対する説明会は必要と考えています。早い時期に実施していきます。

介護予防運動指導員（平成17年7月：第1期）という資格が今後広まるという。東京都老

人総合研究所が認定している資格で東京都と大阪府が進めている。今後、全国的にひろがる

可能性が高い。このことについて情報を得ているか。

介護予防の事前・事後評価、介護予防プログラムの立案などの役割があり、今後情報収集に

努めてまいります。

介護保健制度ができて6年がたつ。介護保険制度のサービスによって介護度がよくなった割

合などのデータはあるか。また、そのデータがあれば行政としてサービスの評価をどうみて

いるのか。

／‾‾ヽ



平成16年度のデータでは全体の約6謝が変化なし。変化のあった方は約4割です。その中

で介護度が軽度に改善された方は全体の中で約13％、重度になった方は約29％です。来年

度以降の予防サービスの実施がされれば、改善となる方は更に増えると見込んでいます。

オヽ

′ト

～地域包括支援センターについて～

【地域包括支援センターの業務内容】介護予防ケアプラン・相談業務

在宅介護支援センターは廃止になるのか。設置数は6か所と行政は決めているが設置場所は

どこか。現在の在宅介護支援センター設置場所（憩いの泉、大和の里、第二大和の里、旧稲

沢市社協、尾西病院、旧平和町社協）と同じなのか。

設置場所はまだ決まっていません。1ケ所あたり人口1万5千人から3万人、1号被険者数

3000人から6000人という枠内で設置していきます。具体的な場所は12月下旬に開催する

事業計画策定委員会の中で審議をいただき決定していきます。在宅介護支援センターについ

ては廃止になります。

いつまでに設置するのか、そして設置は義務なのか。運営はどこが行い、人員配置はどのよ

うにしていくのか。また、名前が分かりにくが、介護予防総合センターなどに改名した方が

良いのではないか。

平成18年4月までに設置し、設置は義務だと考えています。運営は市町村または委託を受

けた者とされ、既存の社会福祉法人、医療法人だけでなく、NPO法人なども可能です。人

員配置は保健師（または看護師）、社会福祉士、主任ケアマネージャー各1名をそれぞれに

配置する必要があります。

名前の改名は可能ですが、現在のところ、現行どおりで始めたいと考えています。

現在、数ケ所で「自立のデイサービス事業」を実施している（福祉サイドの事業：1人3800

円の経費で利用者は1割負担の380円でサービスを受けています）。現在の状況はどうなっ

ているのか。

介護認定の非該当となった虚弱な高齢者を対象に事業展開しています。登録人数は91名で、

本年度の利用者数は11月末で延べ1770人となっています。

このサービスがまさに元気なお年寄りに対する介護予防事業だと思うが、今後自立のデイ
′

サービス事業はどうなるのか。今のサービスは維持できるのか。そして、介護予防給付事業

の中の認定漏れの方に対する事業と重ならないか。



介護保険制度の実施により、年々希望者が減少する傾向あります。現在市内7ケ所で実施し

ていますが、サービスの維持を保たれると考えます。予防給付事業と重なる所はありますが、

より、効果的、効率的な事業としていくため事業の充実を図っていきたいと考えています。

～口腔ケアについて～

予防歯科や歯科医療の充実により、罷知症や寝たきりの患者を減らす。

＝＝〉総医療費を削減できる可能性がある。＝⇒健康で更に長生きできると考えられる。

現在行っている歯科検診制度の内容と受診状況はどうなっているか。

訪問歯科相談、成人歯科健康診査、40歳歯科健康診査、老人健康相談口腔ケアなどがあり

ます。受診状況はあまり多くなく、より多くの方が検査を受けていただけるようPRに努め

てまいります。

」　二＝

※地球環境保護のため再生紙を使用しています。


