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ののべ尚昭経過報告
1月 6 日 後援会「新年交流会」（稲沢市勤労福祉会館）

新春歩け歩け大会
16日 会派研修（東京：公立病院改革シンポ・長氏懇談）
17日 会派別予算説明会

商工会議所賀詞交歓会
22日 東海若手市議会議員の会研修会（桑名市）
23日 老人囲碁将棋大会
24日 個人視察（北海道栗山町：議会基本条例）
25日 個人視察（北海道栗山町議長インタビュー）
28日 会派研修（伊賀市：議会基本条例）
31日 後期高齢者医療広域連合議会全協（名古屋）

2月 1日 全国若手市議会議員の会役員会（山形市）
2日 全国若手市議会議員の会研修会（山形市）
3日 個人視察（浜松市楽器博物館、航空自衛隊基地）
5日 会派視察
� （佐賀県唐津市・広島県三次市・広島県呉市）
7日
7日 地域政治行政研究会（広島市）
8日 叙勲祝賀会

「春日井稲沢線」地元説明会（池部区）
11日 社会福祉大会

横地区総会
12日 厚生委員会正副委員長説明会

土地開発公社理事会
14日 厚生委員協議会
15日 後期高齢者医療広域連合議会（名古屋市）
18日 大鏡餅出迎え
19日 はだか祭り
20日 議員総会、議員研修会
22日 尾張農業共済事務組合議会
25日 病院研究会（東京：東日本税理士法人）
27日 3月議会（開会）
�

3月 18日 閉会
2月 28日 桜木区陳情
3月 1日 平野区婦人会総会

2日 桜木区老人クラブ総会
4日 稲西小教育後援会、体振理事会
6日 稲西中学校卒業式
8日 「ふるさとをください」上映会

稲西中後援会報告会
14日 愛知文教女子短大卒業式
15日 「春日井稲沢線」地元説明会（横地区）
16日 平野区総会、池部区総会、桜木区生産組合総会
18日 桜木区陳情
19日 稲西小学校卒業式
22日 栴檀保育園卒園式

五郷区長会
24日 山東昭子参議院副議長表敬訪問

歯科医療研究会（千葉県松戸市）
28日 北町区陳情
30日 ねんりんピック開会式
31日 東海若手市議会議員の会事務局会議（稲沢市）

暑い季節がやって来ました。梅雨も明け、本格
的な夏日が続く毎日です。後援会の皆様におかれ
ましては元気にこの夏をお過ごしのことと思いま
す。私もこの暑さを吹き飛ばして、稲沢市の発展
に少しでも貢献できるように頑張ってまいります。
この夏で私は稲沢で政治活動を始めて 13年が

経ちました。当時 25歳で全国で一番若い議員と
して当選させていただきました。あれから 6回の
選挙を通じて、後援会の皆様をはじめ多くの方と
の出会いがありました。この間、どれだけ自分が
皆様方のお役にたてているのか、初心にかえって
自問自答してみたいと思います。
さて、稲沢市は病院問題をはじめ、多くの問題

が山積しています。私はこの 4年間で病院問題と
名鉄の鉄道高架について力を注いでいきたいと
思っています。これらの問題は未来の稲沢にとっ
て避けては通れない行政課題です。困難な課題ほ
ど逃げずに、真っ向から議論をしていきたいと思
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、ふるさと創りに全力を注いでいき
たいと思います。今後とも皆様方の変わらぬご支
援とご協力を心からお願い致します。



4月 3 日 祖父江地区老人クラブ総会
4 日 臨時議会
6 日 稲沢市グラウンドゴルフ総会

11日 病院研究会（稲沢市）
14日 北町区陳情
15日 母親クラブ連絡協議会総会
19日 植木まつり開場式　
21日 遺族会総会

国保運営協議会
歯科医療研究会（千葉県松戸市）

22日 全国若手市議会議員の会政策セミナー（東京）
23日 東海若手市議会議員の会研修会（一宮市）
24日 東海若手市議会議員の会研修会（稲沢市）

稲沢地区区長会　
25日 民生児童委員総会

5月 1日 議会運営委員会
7日 JR貨物東海支社訪問

トヨタ本社工場訪問
8日 稲沢市老人クラブ連合会総会
9日 東海若手市議会議員の会役員会（稲沢市）

10日 稲西中後援会総会
15日 土地開発公社理事会
17日 高齢者春季ゲートボール大会
18日 稲沢地区まちづくり総会

　 たんぽぽの会総会
19日 厚生委員会正副委員長説明会
20日 病院研究会（名古屋市）

稲西小教育後援会、体振理事会
22日 地方自治経営学会（東京）
23日 地方自治経営学会（東京）
26日 ののべ後援会ゴルフコンペ

27日 厚生委員会協議会
29日 議員総会
30日 病院研究会（稲沢市）
31日 稲西小体振懇親会

6月 1日 稲障連定期大会
5日 6月議会（開会）
�

23日 閉会
14日 日本公共政策学会（北九州市立大学）
15日 日本公共政策学会（北九州市立大学）
19日 ののべ尚昭を囲む会
21日 滋賀県日野町長選挙決起大会（高井候補）
22日 「たんぽぽホーム」起工式（大塚）

バングラデシュチャリティコンサート
（稲沢市民会館）

24日 日野町長選挙出陣式（高井候補）
25日 会派視察
� （宮城県名取市・福島県会津若松市・

27日 マクドナルド ドナルドハウスせたがや）
27日 全国若手市議会議員の会役員会（文京区）

稲沢地区区長会懇親会
28日 日野町長選挙応援
29日 桜木区虫祭

7月 2日 東海若手市議会議員の会役員会（稲沢市）
8日 後期高齢者医療広域連合議会（名古屋市）

11日 尾張農業共済事務組合臨時議会（一宮市）
22日 関東若手市議会議員の会総会・研修会

（埼玉県春日部市）
23日 後期高齢者医療広域連合議会議案説明会

（名古屋市）
25日 タウンミーティング（稲西小地区）

一歩前進： 名鉄国府宮駅のバリアフリー化

ののべ議員が一般質問で何度となく訴えてきた「名鉄国府宮駅のバリアフリー化」が実
現します。一般質問で粘り強く提案してきた成果であります。
平成 20年度から 3ヵ年かけて整備します。平成 22年末の完成を見込んでいます。駅西側
の立体駐車場から上り線、下り線のプラットホームに橋をかけて、エレベーターを設置す
る計画です。今のところ、東口には設置されません。詳細は今後決まり次第、ご報告して
いきます。
さらに、JR清洲駅のバリアフリー化も同時期に行われることになりました。本当に喜ば
しいことです。

一歩前進： 「企業立地推進」課の設置

ののべ議員が一般質問で、尾張新都クラブが予算・改革要望で提案していた「企業立地
推進」課が 4月より設置されました。今まで、いちグループであった組織が、課に格上げ
されました。これは市が企業立地・誘致推進に力を入れ始めた証であります。大変評価で
きる機構改革であります。今後の取り組みに期待したいと思います。



病院問題について

【私の主張】民間病院誘致、公設公営反対
5年後に市内に新しい総合病院が存在しているというイメージを思い浮かべて質問をします。
市内に医療機関は必要であるが、必ずしも公立である必要は全くありません。

1. 病院の再建について

～ 赤字経営と財政再建について ～

【現在の状況確認】 — 医師 1人につき 1億円の損出

年度 15年 16年 17年 18年 19年
医師数 42名 39名 33名 31名 30名 · · · 平成 15年度から下降線
赤字額 6.5億円 10億円 13億円 15億円 16億円

昨年度の赤字額は約 16億円（一般会計からの繰り入れ額 9億円を含む）であり、今後この
赤字額はどのように推移されると予想しているのか。

本年の 4・5月の推移を見ますと、経費節減はしているものの、大変厳しい状況が続くと思っ
ています。

国から求められている「ガイドライン」策定の過程中には一般会計からの繰り入れありきと
いう考え方に違和感があるという指摘があり、「独立採算を原則とするべきである」という
考え方がガイドラインには入っている。今までのように公立病院経営の結果発生した赤字を
そのまま追随し補てんすることは許されなくなる。そういった意味でガイドラインには一般
会計からの負担について厳しく明記されている。このことに関して行政は真剣に受け止めな
ければならない。市長は約 10億円程度は許容範囲としているが、本当にそんな気持ちでい
いのでしょうか。今後一般会計からの負担についてどういう考えをもっているのか。

ご指摘のとおり、毎年 9億円を限度として一般会計から市民病院会計に繰り出しをしていま
す。この繰り出しのため市全体の財政状況が悪化しては市民の生活全体を考えたとき、それ
は許されるものではないと考えています。



ののべ尚昭が考える「病院財政の危機」

内部留保資金の推移（カッコ内は前年度からの増減額）

• 平成 14年度 44億 7千万
• 平成 15年度 47億 5千万（▲ 2千万円）
• 平成 16年度 44億 5千万（▲ 2億円）
• 平成 17年度 40億 8千万（▲ 3億 7千万円）
• 平成 18年度 32億 6千万（▲ 8億 2千万円）
• 平成 19年度 24億円（▲ 8億 6千万円）

...
• 平成 22年度 用地取得→ 資金がゼロになり、不良債務発生の恐れ

病院の内部留保資金（いわゆる病院が持っている現金、貯金にあたるお金）は平成 14年度く
らいをピークにどんどん減少している。平成 14年度当時は約 45億円あったが、平成 19年度決
算時点では 24億円まで減少している。私は質問の中で「このままでは 3年以内になくなるの
ではないのか」と指摘をした。いくら病院経営の無駄を省いても、年間 1億円程度が限度であ
る。そんな状況が続く中、数年後には内部留保資金がゼロになる可能性が極めて高く、不良債
権が発生する恐れもある。
私がここで危惧をしているのが、将来の財政計画を示すことができず、さらにどんな病院を

建設するかが明確になっていないのに、病院用地だけを取得するということである。たとえ平
成 22年度に病院用地を取得しても、病院建設の費用はどうするのか、ということを議論して
いないことが問題である。

～ 経営の効率化と病床数の維持について ～
• 実質稼動病床数 296床（現在の病床数は 392床）

• 現在の病床利用者数約 150名・利用率 50%（38%）

→ ガイドラインでは目標 80%（現状の利用者数に対しては、190床で利用率約 80%）

全国 968病院の 15%にあたる 146病院が過去 3年間の病床利用率が 70%以下（平成 18年度）。その
中に稲沢市民病院は入っている。総務省は大変心配している。

ののべ尚昭が考える「病床数の維持」
数値目標を設定して 3年以内に黒字化を達成する道筋を明らかにする必要がある。その中で病
床利用率を高めることが求められる。そのノルマを達成するために危惧するのが、病床数を削
減させられることである。病床数はどの医療圏でも過剰であり、一旦、削減すると増床するこ
とはきわめて困難である。病床利用率を高めるということだけで、病床数を削減することは地
域医療にとってマイナスになると考える。病床数を維持し、経営改善をすることが医師の最大
の要望であると思うが、この病床数の維持に関してどのような議論がされているのか。
この病床数の議論は市民にはほとんどオープンにされていない。医師の側からすると、あま

りにも規模の小さい病院には名大から医師が派遣されにくい状況になってしまうという危険性
を問題視している。
一方、行政側からすると今のままで、利用率を高くするには病床そのものを少なくしなけれ

ばいけないという問題を抱えている。
この両者の考えは一見、矛盾しそうな課題であるが、私はそうは思わない。私は病床数を維

持しながら、経営再建をするということを基本的な柱にする方法を提案する。それには「公設
公営」では無理であり、病院誘致方式か、民間病院との連携が必要不可欠である。



2. 新病院の建設について

～ 建設に向けた財政計画について ～

具体的に平成 22年度、病院用地（約 5万平米）を購入する予定にしているが、どれくらい
になるのか。その財源はどこから出すのか。新病院を公設で建てるなら、どれくらいの規模
でどのくらいの予算を想定しているのか。その財政計画はどうなっているのか。

今の段階では明確な計画は出せません。今作成中の改革プランの中で明らかにしていく予
定です。

ののべ尚昭が考える「財政計画の公開と議論のオープン化」
議論 1： 現状

今のままで、本当に新しい病院が建設できるのか。稲沢市は他市と異なり、病院を新築
移転することは決定している。病院事業自体をどうするかということを考える良いチャ
ンスともいえる。そこで、病院を建設する主体は公設では不可能だということを認識す
るべきである。病院を建設するのに 100～140億円必要と想定される。そうすると最低で
も 3分の 1の 50億円程度は必要である。内部留保資金は現在約 24億円、基金を合わせ
ても 34億円である。こういった状況がさらに悪化することが予測される中で、病院建設
を行うための予算が稲沢市にあるのか。とくに、合併した祖父江町、平和町の方々から
は理解が得られないであろう。

議論 2： 議論のスピード

経常比率の改善を頑張っても 1億円にもならない。内部留保資金も 5年どころか、この
ままでは 3年でゼロになる可能性が高い。シミュレーションによれば、病床数を 200床
くらいに落とさなければ黒字にならない。ただ、そういうプランを出すと現場の方々の
士気も下がるし、そんな縮小された病院には医師が集まる見込みもないということであ
ろう。だからと言って、今の時点でその状況を市民にお知らせしないことの理由にはな
らないのではないか。

市民が選んだ市長が「もう少し時間がほしい」というのであれば、それはそれで理解す
る。しかし、「時は金なり、Time is Money」という諺があるように、一方では１年で約
8億円ずつ内部留保資金（現金）がなくなっているという状況がある。その時間は 1年で
8億円もの価値があるということを認識していただきたい。この価値に見合ったプランを
出していただかなければ、市民は満足しません。

※ 市長は答弁の中で、秋以降くらいには改革プランの中で市民に概要を示したいと言っ
ている。

議論 3： 「公設公営」という考え方を捨てる

「公設公営」にこだわる理由は「市民の医療を一番に考える」との答弁でした。市長は
民の力が加わると、市民の医療を守れなくなると考えているように思えた。だから、「民
間譲渡」した場合、具体的にどのようになるのかを比較するべきである。マイナス面ば
かり考えるのではなく、選択肢を増やして取り組んでいくべきと私は考えます。財政再
建において一連の答弁には無理がある。それは全て、「公設公営」にこだわりすぎている
からである。「公設公営」の枠の中での議論しかできないから矛盾が生じてしまうのでは
ないか。



議論 4： 用地取得と建設費用

用地取得について

財政計画もたてられない時点で用地だけを所得するというのは危険ではないのか。用地
は 30～40億円と推定されます。一般会計からということですが、赤字のままでは起債が
起こせない。どのように資金計画を立てていくのか。

建設費用について

検討中ということであるが、「公設公営」という観点から今考えられるのは、2つのパター
ンではないのか。

1つ目は、黒字にしなければ病院は起債が起こせないわけであるから、200床の病床数に
半減させて病院を建設する場合である。その時想定される費用は約 105億円（用地費用
35億円、医療器具等 30億円、建設費用 40億円）。

2つ目は、急きょ医師の補充が上手くいって、今の病床数を維持できた場合である。同じ
く想定される費用は約 145億円（用地費用 35億、医療器具等 30億円、建設費用 80億円）。

議論 5： 議論のオープン化

上の議論から、総費用は、幅はあるが 105～145億円くらいになると予測されます。この
資金をどうするのかと質問しているのに、市側の答弁は明確でない。確かに、数字を出
すとそれが一人歩きするといった考え方もある。しかし、この問題は市民の大きな関心
事であり、隠しながら議論を進めていく時代ではないと私は感じます。

市は基本的に「公設公営」を目指していることをうたっているのに、そういった場合の
シミュレーションすら示していない。公設の議論の中では少なく見積もっても 100億円
くらいは必要であることがわかっているのに、現段階ではいえないというのは疑問が残
る。もう少し、オープンに議論を展開してもいいいのではないか。現段階で、どういう
財政計画をたてる必要があるのか。それは市民に積極的に開示すべきではないだろうか。

尾張新都クラブの「病院調査研究」・「歯科医療研究」

尾張新都クラブは「病院調査研究」、「歯科医療研究」に
力を注いでいます。「病院調査研究」ではシンポジウム
や定期的な研究会、現場視察を積極的に行い、稲沢市
の将来の医療をどうしたらいいのかを真剣に議論して
います。その成果を一般質問で取り上げています。
写真は 1月に東京で行われた、「公立病院・持続可能な
経営を目指して」というシンポジウムに参加した時の
ものです。主催は総務省「公立病院改革懇談会」の座
長を務めている東日本監査法人（代表：長 隆氏）でし
た。長氏や多くの現場責任者との懇談を何度となく重
ね、様々な視点から尾張新都クラブは調査研究をして
市政に活かしています。
また、「歯科医療研究」はののべ議員が日大歯学部チー
ムと口腔ケアやフッ素治療などの調査研究を行い市政
に活かしています。



企業誘致戦略について

1. 全体計画と市街化区域拡大ついて
陸田工業団地の販売は成功裏に終わった。これは大変評価できる事業であった。この効果は
どれだけあったか。

影響額としては固定資産税、法人市民税など約 7,000万円、雇用としては約 200人ほどの創
出ができています。

稲沢市はこの 4月から「企業立地推進」課を新設して、企業立地・誘致に真剣に取り組む
姿勢を見せ始めた。この課の新設は私たち尾張新都クラブが議会の一般質問で何度か取り上
げ、予算要望でも指摘してきたことであります。このことは大変評価できるものであります。
一方、愛知県も産業立地に力を入れ始めた。今後 5年間に約 250haの工業用地の開発を目指
す基本方針を正式に決めた。その中に稲沢市は入っているのか。また、稲沢市の企業立地推
進は市街化区域内での開発行為を想定しているのか、もしくは市街化調整地区内、いわゆる
調地区の開発行為を想定しているのか。現在の市街化区域の工業地域（準工業地域・工業地
域・工業専用地域）は 229haで市域のわずか 2.9%しかない。私は積極的に工業系の市街化
区域を拡大していくことが必要と考えるが、市長はこの現状をどうみているのか。

稲沢市も含めた西尾張地域も含まれています。市内の開発行為は市街化区域内では既に活用
されており、一定規模の開発については市街化調整区域内で地区計画を活用した開発が効果
的と考えています。現状の工業地域は少なく、企業ニーズに応えられるように努力していき
ます。

企業誘致をしようと思っても、環境整備が全く整っていない。稲沢市内に土地を求めてこら
れる企業は多い。むしろ、行政側の問題である。本来であれば総合計画、都市計画マスター
プランと連動して、企業立地推進の具体的な全体計画と規模・地域など具体的な目標は何か。
また、陸田に続く、工業団地を作り、工業地域を拡大する必要があると考えるが、市長にそ
の考えはあるのか。

地区計画を定めて工業団地の造成を行い、企業が立地した後に飛び市街地とならない 20ha
以上のまとまった区域の開発について、市街化区域に編入していきたいと考えています。

【参考】
答弁に具体的な概要はありませんでしたが、次ページに関連記事（「中日新聞」尾張版・
7月 11日）を掲載しています。

企業立地推進や企業誘致は市長のトップセールスが大きな要因をしめる。例えば、年間に
100社トップセールスをするなどの努力が必要である。市長の目標を伺いたい。総務省の「企
業立地に頑張る市町村 20選」に選ばれた多くの市町村は首長のトップセールスが大きな要
因である。研究してほしい。
また、企業誘致にはインターチェンジが必要不可欠である。東海北陸道の南進（一宮西港線）
の早期開通、および「インターチェンジ・ランプ」を求めるが、現状はどうなっているのか。

「企業立地に頑張る市町村 20選」に関しては参考にし研究してまいります。東海北陸道の
南進は現在、関係機関に要望するにとどまっています。今後、更なる働きかけをして実現に
向けて努力していきます。



2. 企業ニーズの把握と商工会議所・商工会との連携について

ののべ尚昭が考える「企業ニーズの把握」について
企業誘致を進める上で一番心配なのは、本当に入札企業があるのかどうかである。その心配を
払拭するにはまず、企業ニーズの把握である。
現在、稲沢市内外で稲沢市内に土地を求めている企業は多い。まず、どれくらいの企業がど

の程度の土地を求めているのか調査する必要があると考える。現在、企業立地・誘致に関して、
商工会議所、商工会としっかりとした連携がない。経済界との連携は不定期ではなく、定期的
に行うべきであると考えます。また、情報収集は一部の企業だけとの情報交換ではなく、全体
的に包括する必要性を感じる。このような観点から、行政と商工会議所及び商工会との定期的
な情報交換を行うための「連携会議」を提案しました。

3. 規制緩和について

ののべ尚昭が考える規制緩和
稲沢市内の一番の課題は市街化調整区域内の規制緩和をどうしていくかである。もちろん、農
政を軽視するという観点で論議をしているのではなく、前提として「地域の方に迷惑をかけな
い」としたことが条件である。
現在、市街化調整区域内ではハイテク産業だけが開発を許されている。行政は「そもそも、
なぜハイテク産業だけが優遇されているのか」ということを疑問視してもらいたい。昭和 60年
代に決められた条件の中で、いまもなおハイテク産業以外の業種の方々を困らせている。稲沢
市内で開発をしようとして困っている企業の主な要因は規制である。
地域を支えているのはハイテク産業以外の企業も多い。私はハイテク産業以外の開発を県に

対して、なぜ求めないのか疑問である。市街化区域に編入すればよいと紋切り型で行政は反論
する。しかし、現在稲沢市が突きつけられている目の前の問題であることには間違いない。市
内の企業を応援する意味で、稲沢市が西尾張の市町村をまとめて県に働きかけをしてほしい。



「中日新聞」県内版より抜粋 （上）4月 19日、（下）7月 12日







全国・東海若手市議会議員の会： 活動報告

全国・東海若手市議会議員の会では、定期的に研修会を行っています。一宮市での研修会が「中日新聞」尾
張版（4月 24日）に掲載されました。

1月 桑名市：PFI手法の図書館建設
2月 山形県：斉藤弘山形県知事「マニフェストサイクルとこれからの行政経営」

山形市：市民活動支援センターの運営、市民活動支援ファンドの創設と市民公開プレゼンテーション
4月 東京・憲政記念館：政策セミナー 2008開催
　　 全国市議会議長会事務局次長「2元代表制の１つとしての議会改革」

自治大学校校長「地方財政の現状と課題」
麻生太郎衆議院議員「若手議員に期待すること」

4月 一宮市：環境政策について
稲沢市：尾張西部拠点・JR稲沢駅開発について

三菱電機稲沢製作所、新エレベーター試験塔（高さ 173メートル、世界一）見学
7月 関東若手市議会議員の会総会・研修会

春日部市：首都圏外郭放水路、市街地再開発事業

次期全国若手市議会議員の会会長に当選しました。
8月の北九州市での全国総会で承認され、9月から 1年間の任期で会長を務めます。

バングラデシュ　チャリティーコンサートのご報告

6月にバングラデシュのチャリティーコンサートを稲沢市民会館（小ホール）で行いました。250人の方
にお越しいただきました。今回のチャリティーコンサートの収益は、現地でボランティア医療活動にあてさ
せていただきます。多くの皆様方の友情に感謝致します。

1996年、バングラデシュの首都ダッカ市に「アイチ・マオ & シシュ・ホスピタル（母と子の病院）」が誕
生しました。院長は当時、名古屋大学医学部に留学していたモアゼム・ホセイン医師で、私の大切な友人で
す。2000年には 100床の総合病院「アイチホスピタル」として現地の医療を支える大切な病院に発展してい
ます。さらに、2007年には大学を併設する 400床の東西医科大学付属病院も開院することができました。現
在、私はホセイン院長から依頼を受け、アイチホスピタルの最高顧問、大学病院の副学長・副院長として現
地医療に携わっています。

【バングラデシュについて】
バングラデシュはインドの東隣に位置し、1971年に東パキスタン

から独立したイスラムの国です。日本との国交は翌年に樹立され、
面積は日本の約 4割、人口は約 1億 5千万人の国で、首都はダッカ
市におかれています。世界一の人口密度で、アジアの最貧国といわ
れています。しかし、近年では経済成長が著しく年 6%の伸び率を
出しています。2006年のノーベル平和賞を受賞したグラミン銀行の
創設者ムハマド・ユヌスは同国の出身です。
この国の大きな問題は「洪水（サイクロン）との戦い」です。毎

年 6月から 11月には国土の多くを災害が襲います。2004年のサイ
クロン災害では国土の約 6割が洪水に覆われました。この時期に多
くの衛生環境が悪化し、病気に見舞われる方が増大します。同じア
ジアの国で常に被災している国があるということを知っていただけ
れば嬉しく思います。
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